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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カード媒体を搬送する搬送手段と、
　この搬送手段によって搬送されるカード媒体の搬送方向先端部が前記カード媒体の搬送
方向に直交する方向に対し平行にならないように前記カード媒体を傾斜させる傾斜手段と
、
　基材及びこの基材に重合する転写膜を有して構成される転写体の前記転写膜を前記カー
ド媒体の表面に転写する転写手段と、
　この転写手段のカード媒体搬送方向下流側に、カード媒体搬送方向に対し直交する方向
に沿う剥離シャフトを有し、この剥離シャフトを支点として前記転写体を前記カード媒体
から離間する方向に移動させることにより、カード媒体上の転写膜を前記基材から剥離す
る剥離手段と
　を具備することを特徴とする転写装置。
【請求項２】
前記傾斜手段は前記カード媒体の搬送方向先端部が前記剥離シャフトに対し５～１０°の
角度をなすように前記カード媒体を傾斜させる請求項１記載の転写装置。
【請求項３】
前記転写手段は対向配置されるヒートローラ及びバックアップローラを有し、これらヒー
トローラ及びバックアップローラ間に前記カード媒体と転写体を重ねた状態で通過させて
加熱することにより前記転写膜を前記カード媒体の表面に熱転写することを特徴とする請
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求項１記載の転写装置。
【請求項４】
カード媒体を搬送する搬送工程と、
　この搬送工程により搬送されるカード媒体の搬送方向先端部がカード媒体の搬送方向と
直交する方向に対し平行にならないように前記カード媒体を傾斜させる傾斜工程と、
　基材及びこの基材に重合する転写膜を有して構成される転写体の前記転写膜を前記カー
ド媒体の表面に転写する転写工程と、
　この転写工程によりカード媒体の表面に転写膜が転写されたのち、カード媒体搬送方向
に対し直交する方向に沿う剥離シャフトを支点として前記転写体をカード媒体から離間す
る方向に移動させることにより、カード媒体上の転写膜を前記基材から剥離する剥離工程
と
　を具備することを特徴とする転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、カード印刷機に備えられ、ＩＤカードの表面に表面保護膜を熱転写
する転写装置及び転写方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の転写装置は、例えば、図９及び図１０に示すように、ＩＣカードの搬送路１０
１を介して対向配置されるヒートローラ１０２及びバックアップローラ１０３を備え、こ
れらヒートローラ１０２及びバックアップローラ１０３間に転写リボン１０４を介在させ
ている。転写リボン１０４は、ベースフィルム（基材）１０５とこのベースフィルム１０
５の一面側に重ね合わされる表面保護膜（転写膜）１０６とを有して構成されている。
【０００３】
　ＩＤカードＫはヒートローラ１０２及びバックアップローラ１０３間に送込まれて転写
リボン１０４の表面保護膜１０６側に重ね合わされて加熱され、その表面に表面保護膜１
０６が転写される。この転写後、転写リボン１０４がカード搬送方向に対し直角に配置さ
れる剥離シャフト１０８を支点として巻き上げられることにより、表面保護膜１０６がベ
ースフィルム１０５から剥離されてＩＤカードＫに一体化される（例えば、特許文献１参
照。）。
【特許文献１】特願平９－２０７９５９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来においては、図９に示すようにＩＤカードＫがその搬送方向先端部
を剥離シャフト１０８に対して平行な状態にして搬送されていたため、ＩＤカードの先端
側の全幅分に対応する表面保護膜１０６を剥離開始とともに、一気にベースフィルム１０
５から剥がさなければならず、大きな剥がし力が必要になる。従って、駆動源が大型化す
るとともに、コスト高になるという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、転写膜を小さ
な力でスムーズに基材から剥離できるようにした転写装置及び転写方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１記載のものは、カード媒体を搬送する搬送手段と、
この搬送手段によって搬送されるカード媒体の搬送方向先端部が前記カード媒体の搬送方
向に直交する方向に対し平行にならないように前記カード媒体を傾斜させる傾斜手段と、
基材及びこの基材に重合する転写膜を有して構成される転写体の前記転写膜を前記カード
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媒体の表面に転写する転写手段と、この転写手段のカード媒体搬送方向下流側に、カード
媒体搬送方向に対し直交する方向に沿う剥離シャフトを有し、この剥離シャフトを支点と
して前記転写体を前記カード媒体から離間する方向に移動させることにより、カード媒体
上の転写膜を前記基材から剥離する剥離手段とを具備する。
【０００７】
　請求項４記載のものは、カード媒体を搬送する搬送工程と、この搬送工程により搬送さ
れるカード媒体の搬送方向先端部がカード媒体の搬送方向と直交する方向に対し平行にな
らないように前記カード媒体を傾斜させる傾斜工程と、基材及びこの基材に重合する転写
膜を有して構成される転写体の前記転写膜を前記カード媒体の表面に転写する転写工程と
、この転写工程によりカード媒体の表面に転写膜が転写されたのち、カード媒体搬送方向
に対し直交する方向に沿う剥離シャフトを支点として前記転写体をカード媒体から離間す
る方向に移動させることにより、カード媒体上の転写膜を前記基材から剥離する剥離工程
とを具備する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、基材から転写膜を剥離する際には、カード媒体の先端角部に対応する
部分から剥離を開始するため、カード媒体の先端部の全幅に対応する部分から一気に剥離
する場合と比較し、張付バラツキによらず、安定した剥離、及び剥離不良の低減を行うこ
とができる。また、転写膜の剥離力を小さくでき、駆動源を小型化できるとともにコスト
を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を図面に示す実施の形態を参照して詳細に説明する。　
　図１は、本発明の一実施の形態である転写装置を示す構成図である。
【００１０】
　この転写装置はカード媒体（以下、カードという）を収容するホッパユニットＨを備え
、このホッパユニットＨから取り出されたカードは搬送手段としてのカード搬送路１に沿
って搬送される。カード搬送路１中にはカード搬送方向に沿って傾斜手段としての姿勢制
御ユニット２、熱転写ユニット３及びカード集積部４が配設されている。
【００１１】
　熱転写ユニット３は、その略中央部にカード搬送路１を介して対向配置されるヒートロ
ーラ５及びバックアップローラ６を有している。バックアップローラ６は支持板７によっ
て回転自在に支持され、押圧ばね８によって上方へ付勢されている。
【００１２】
　ヒートローラ５は回動自在な昇降アーム９に取付けられ、昇降アーム９はバネ材１０に
よって上方に回動するように付勢されている。昇降アーム９の上部側にはカム１１が設け
られている。このカム１１の回動により昇降アーム９が下方に回動され、ヒートローラ５
が一定量下降されるようになっている。
【００１３】
　また、ヒートローラ５とバックアップローラ６との間には、転写体としての転写リボン
１３が介在されている。この転写リボン１３はリボンカートリッジ１４にセットされてい
る。リボンカートリッジ１４内にはリボン供給部１５及びリボン巻取部１６が設けられ、
リボン供給部１５から供給された転写リボン１３はリボン巻取部１６に巻き取られるよう
になっている。さらに、リボンカートリッジ１４内には、転写リボン１３の中途部を掛け
渡す第１乃至第３のリボンパスシャフト１８ａ～１８ｃ及び剥離手段としての剥離シャフ
ト１９が配設されている。
【００１４】
　転写リボン１３は、図７に示すように、基材としてのベースフィルム２１と、このベー
スフィルム２１上に重ね合わされる転写膜としての表面保護膜２２を有して構成されてい
る。
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【００１５】
　図２は傾斜手段としての姿勢制御ユニット２を示す正面図で、図３はその平面図である
。
【００１６】
　姿勢制御ユニット２はその内部にカード搬送方向に亘ってドライブローラ対２５、ピン
チローラ対２６Ａ，２６Ｂ及び搬送ローラ対２７を配設している。
【００１７】
　ドライブローラ対２５は図３に示すようにカード搬送路１の片側にのみ設けられ、ピン
チローラ対２６Ａ，２６Ｂは、カード搬送路１の両側に配設されている。
【００１８】
　ピンチローラ対２６Ａ，２６Ｂはカード搬送路１を介して対向配置される上、下部のロ
ーラ部２６ａ，２６ｂを有し、上部側のローラ部２６ａはクランプアーム２９の一端部に
取付けられている。クランプアーム２９はＬ字型に形成され、その中途部が支持軸３０に
より回動自在に支持されている。クランプアーム２９の下端部にはバネ材３１が接続され
ているとともに、ソレノイド３２が接続されている。クランプアーム２９はバネ材３１に
より時計方向に回動するように付勢され、ソレノイド３２の励磁によりバネ材３１の付勢
力に抗して反時計方向に回動されるようになっている。
【００１９】
　ドライブローラ対２５のカード搬入側の一側方部には図３に示すようにカードＫの側面
部を当接させる第１のストッパ３４が設けられ、ピンチローラ対２６Ａのカード搬出側に
はカードＫの先端片側を当接させる第２のストッパ３５が設けられている。第１及び第２
のストッパ３４，３５はカード当接時の衝撃を緩和するために、図４に示すようにシャフ
ト３６とこのシャフト３６に被覆されるゴムチューブ３７を有して構成されている。また
、ピンチローラ対２６Ｂのカード搬出側には、カードＫの先端角部を光学的に検出する検
出センサ３８が図５にも示すように設けられている。検出センサ３８はカード搬送路１を
介して対向配置される発光素子３８ａ及び受光素子３８ｂを有して構成される。
【００２０】
　次に、上記したように構成される転写装置の動作について説明する。
【００２１】
　ホッパユニットＨから取込まれたカードＫはドライブローラ対２５によって搬送される
。このとき、ピンチローラ対２６Ａ，２６Ｂの上部側ローラ２６ａはクランプアーム２９
がバネ材３１の付勢力により時計方向に回動されることにより上方に退避されている。カ
ードＫはピンチローラ２６Ａ，２６Ｂの上、下部のローラ２６ａ，２６ｂ間を通過してそ
の先端片側を第２のストッパ３５に当接する。この当接により、図３に示すようにカード
Ｋに対しｃ方向の回転が加わり角度θだけ傾斜される。これにより、カードＫの先端角部
が検知センサ３８の発光素子３８ａと受光素子３８ｂ間を遮り、検知センサ３８を暗とす
る。この検知センサ３８の暗情報に基づいてドライブローラ対２５によるカードＫの搬送
が停止される。こののち、ソレノイド３２が動作されてピンチローラ２６ａが下降されて
角度θのついたカードＫをクランプするとともに、図示しない駆動機構により第１のスト
ッパ３４を矢印ｅ方向、第２のストッパ３５を矢印ｄ方向にそれぞれ移動させて退避させ
る。この状態から各ローラ対２５，２６が回転駆動されてカードＫが搬送される。
【００２２】
　このカードＫは搬送ローラ対２７によって搬送され、熱転写ユニット３内に送込まれる
。このカードＫはその先端部がヒートローラ５とバックアップローラ６に到達する前に、
その後端部が検知センサ２０で検知される。この検知に基づいてヒートローラ５の昇降用
カム１１が１８０°回転する。このときヒートローラ５は、ばね１０とアーム９とにより
降下量が常に一定になるよう決められている。
【００２３】
　このように下降されたヒートローラ５とバックアップローラ６との間に図６に示すよう
にカードＫが導入されて転写リボン１３に重ね合わされ、転写リボン１３とともに搬送さ
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れて表面保護膜２２が熱転写される。この熱転写時には、バックアップローラ６が押圧ば
ね８により押し上げられてカードＫを加圧して熱圧着させる。
【００２４】
　カードＫと転写リボン１３は熱転写により張付いた状態のまま、剥離シャフト１９へ送
られる。この剥離シャフト１９を支点として転写リボン１３はリボン巻取部１６の方向ヘ
巻き取れ、カードＫは排出ローラ対２３によりカード集積部４へと搬送される。これによ
り、カードＫの表面に熱圧着された表面保護膜２２が図７に示すようにベースフィルム２
１から剥離される。この剥離が終了してカードＫの搬送方向後端が検知センサ２４を通過
するのに基づきヒートローラ５が上昇位置へ戻されるとともに、カードＫがカード集積部
４へ排出されて集積される。
【００２５】
　上記したように、この実施の形態によれば、カードＫに所定の傾き（角度θ）を持たせ
た状態で剥離シャフト１９へ搬送するため、カードＫはその先端部を剥離シャフト１９に
対し斜めの状態で搬入される。これにより、カードＫに転写された表面保護膜２２のベー
スフィルム２１からの剥離は、カードＫの先端角部に対応する部分からポイント的に開始
される。従って、表面保護膜２２の剥離を最小面積で開始することができ、表面保護膜２
２とベースフィルム２１の張付力のバラツキによらず安定した剥離が行えるとともに、表
面保護膜２２を小さな剥離力で、確実に剥離することができる。
【００２６】
　図８は本発明における表面保護膜２２の剥離力を従来と比較して示すグラフ図である。
【００２７】
　図８中実線ａは本発明の剥離力で、破線ｂは従来の剥離力である。
【００２８】
　従来においては、カードＫに転写された表面保護膜２２のベースフィルム２１からの剥
離は、カードＫの先端部の全幅に対応する部分から一気に開始するため、剥離開始時にお
ける剥離力が大きなものになる。
【００２９】
　これに対し、本発明においては、表面保護膜２２の剥離を最小面積で開始するため、剥
離開始時における剥離力が小さくなっている。
【００３０】
　なお、カードＫの傾き角度は、３°～３０°の範囲で小さな剥離力でスムーズな剥離が
可能であった。
【００３１】
　また、カードＫの傾き角度は、５°～１０°の範囲で転写リボン１３の幅寸法を大きく
することなく、表面保護膜２２の剥離力を小さくすることができ、経済面から最適な角度
であった。即ち、カードＫの傾き角度を大きくすると、その分だけ転写リボン１３の幅寸
法が大きく必要になり、不経済的なものになる。
【００３２】
　なお、本発明は、上記一実施の形態に限られることなく、その要旨の範囲内で種々変形
実施可能なことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施の形態である熱転写装置を示す正面図。
【図２】同姿勢制御ユニットを示す正面図。
【図３】同姿勢制御ユニットを示す平面図。
【図４】同ストッパを示す分解斜視図。
【図５】同姿勢制御ユニットにおいて姿勢が制御されるカードがセンサを遮った状態を示
す図。
【図６】同姿勢制御ユニットで姿勢が制御されたカードが熱転写ユニットへ搬送された状
態を示す図。
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【図７】同カード表面に転写された表面保護膜がベースフィルムから剥離される状態を示
す図。
【図８】同剥離シャフトで剥離される表面保護膜の剥離力を従来と比較して示すグラフ図
。
【図９】従来の転写ユニットを示す平面図。
【図１０】従来における表面保護膜の剥離動作を示す図。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｋ…カード媒体、１…カード搬送路（搬送手段）、２…姿勢制御ユニット（傾斜手段）
、５…ヒートローラ（転写手段）、６…バックアップローラ（転写手段）、１３…転写リ
ボン（転写体）、１９…剥離シャフト（剥離手段）、２１…ベースフィルム（基材）、２
２…表面保護膜（転写膜）。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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