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(57)【要約】
【課題】　２色以上の熱転写画像の色ずれなどの不良が
なく、鮮明な画像の印画物が得られ、また複雑な方式の
プリンターを使用せずに、単純な構造のプリンターで使
用することが可能である熱転写箔と、その熱転写箔を用
いた画像形成方法を提供する。
【解決手段】　基材の一方の面に、少なくとも２層の転
写層を積層した熱転写箔において、前記少なくとも２層
の転写層は、それぞれ少なくとも接着性を有する樹脂を
含有し、それぞれの転写層の前記接着性を有する樹脂は
、それぞれ異なるガラス転移温度又は融点を有し、前記
転写層は、前記基材から、より離れた位置にある転写層
の接着性を有する樹脂ほどガラス転移温度又は融点が、
低いことを特徴とする熱転写箔の構成とした。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層を積層した熱転写箔において、前記少なく
とも２層の転写層は、それぞれ少なくとも接着性を有する樹脂を含有し、それぞれの前記
転写層の前記接着性を有する樹脂は、それぞれ異なるガラス転移温度又は融点を有し、前
記転写層は、前記基材から、より離れた位置にある転写層の接着性を有する樹脂ほどガラ
ス転移温度又は融点が、低いことを特徴とする熱転写箔。
【請求項２】
　前記の複数の転写層の間に、前記転写層とは異なる分散系の中間層を有することを特徴
とする請求項１に記載する熱転写箔。
【請求項３】
　前記少なくとも２層の転写層がそれぞれ異なる色相を有する着色転写層であることを特
徴とする請求項１又は２に記載する熱転写箔。
【請求項４】
　基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層を積層した熱転写箔と、被転写体を用いて
、前記被転写体に前記転写層が転写された印画物を形成する画像形成方法において、
　前記熱転写箔と、前記被転写体を重ね合わせて、前記被転写体に、前記熱転写箔の前記
基材上に積層された複数の転写層のうち、少なくとも１層を加熱転写する転写工程を有し
、
　前記転写工程での加熱転写させる印加エネルギーを、前記被転写体の転写層を転写する
位置の違いによって、パターン状の単位で変化させて、
　前記被転写体に転写層による前記パターン状の複数の画像を形成する画像形成方法であ
って、
　前記基材から最も離れた位置にある転写層を前記被転写体へ転写させるための印加エネ
ルギーが最も小さく、
　前記基材から最も離れた位置にある転写層から、前記基材に最も近い転写層までの間で
、転写層の印加エネルギーが順次、増加していき、かつ前記基材に最も近い転写層と基材
との間の印加エネルギーが最も大きいことを特徴とする、画像形成方法。
【請求項５】
　前記少なくとも２層の転写層がそれぞれ異なる色相を有する着色転写層であり、前記被
転写体に転写層による前記パターン状の２色以上の画像を形成することを特徴とする請求
項４に記載する画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱溶融インキ層を備える熱転写箔と、その熱転写箔を用いた画像形成方法に
関わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、簡便な印刷方法として熱転写方法が広く使用されている。熱転写方法の溶融
転写方式は、顔料等の色材と、熱溶融性のワックスや樹脂等のバインダーを含む熱溶融イ
ンキ層を備える熱転写シート（熱転写箔ともいう）を、紙やプラスチックシート等の熱転
写受像シートと重ね合わせ、熱転写シートの背面側からサーマルヘッド等の加熱手段によ
り画像情報に応じたエネルギーを印加して、熱転写受像シート上に、色材をバインダーと
共に転写する画像形成方法である。
【０００３】
　上記の熱転写シートを用いて２色以上の画像を形成することが要求される場合には、単
色のインキ層を有する熱転写シートを２種以上、又は２色以上のインキ層を面順次に塗り
分けた熱転写シート（例えば、特許文献１）が必要となり、しかも同一の熱転写受像シー
トの転写面に２回以上熱転写操作を繰り返すことが要求される。
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【０００４】
　上記の熱転写操作において、色毎の熱転写画像の転写された位置が正確に合うことが要
求され、結果として鮮明な画像が形成される。ところが、色毎に熱転写を行なう際、熱転
写シートと熱転写受像シートとの重ね合う位置が正確でない場合、印刷位置が合わなくな
って、印刷見当ずれが生じ、色ずれなどの不良が生じてしまう。
【０００５】
　また上記の色毎に熱転写を行なう際、熱転写シートと熱転写受像シートとの重ね合う位
置を正確にするためには、熱転写時に熱転写受像シートの搬送で、往復する移動の制御を
する必要があり、熱転写記録におけるプリンターが複雑になって、高価なものとなるなど
、消費者に広く実用してもらう上で、課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平３－８９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような状況においてなされたものであり、２色以上の熱転写画像の色ずれ
などの不良がなく、鮮明な画像の印画物が得られ、また複雑な方式のプリンターを使用せ
ずに、単純な構造のプリンターで使用することが可能である熱転写箔と、その熱転写箔を
用いた画像形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的は以下の本発明によって達成される。即ち、
基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層を積層した熱転写箔において、前記少なくと
も２層の転写層は、それぞれ少なくとも接着性を有する樹脂を含有し、それぞれの転写層
の前記接着性を有する樹脂は、それぞれ異なるガラス転移温度又は融点を有し、前記転写
層は、前記基材から、より離れた位置にある転写層の接着性を有する樹脂ほどガラス転移
温度又は融点が、低いことを特徴とする熱転写箔の構成とした。
【０００９】
　また、前記の複数の転写層の間に、前記転写層とは異なる分散系の中間層を有すること
を特徴とする熱転写箔の構成とした。
　また、前記少なくとも２層の転写層がそれぞれ異なる色相を有する着色転写層であるこ
とを特徴とする熱転写箔の構成とした。
【００１０】
　また、本発明の画像形成方法は、基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層を積層し
た熱転写箔と、被転写体を用いて、前記被転写体に前記転写層が転写された印画物を形成
する画像形成方法において、前記熱転写箔と、前記被転写体を重ね合わせて、前記被転写
体に、前記熱転写箔の前記基材上に積層された複数の転写層のうち、少なくとも１層を加
熱転写する転写工程、前記転写工程での加熱転写させる印加エネルギーを、前記被転写体
の転写層を転写する位置の違いによって、パターン状の単位で変化させて、前記被転写体
に転写層による前記パターン状の複数の画像を形成する画像形成方法であって、前記基材
から最も離れた位置にある転写層を前記被転写体へ転写させるための印加エネルギーが最
も小さく、前記基材から最も離れた位置にある転写層から、前記基材に最も近い転写層ま
での間で、転写層の印加エネルギーが順次、増加していき、かつ前記基材に最も近い転写
層と基材との間の印加エネルギーが最も大きいことを特徴とするものである。
【００１１】
　また、前記少なくとも２層の転写層がそれぞれ異なる色相を有する着色転写層であり、
前記被転写体に転写層による前記パターン状の２色以上の画像を形成することを特徴とす
る画像形成方法である。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、２色以上の熱転写画像の色ずれなどの不良がなく、鮮明な画像の印画
物が得られ、また複雑な方式のプリンターを使用せずに、単純な構造のプリンターで使用
することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の熱転写箔の一つの実施形態を示す概略断面図である。
【図２】本発明の熱転写箔の他の実施形態を示す概略断面図である。
【図３】本発明の画像形成方法の一つの例を説明する概略図である。
【図４】本発明の画像形成方法の他の例を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、発明の実施の形態について、詳述する。
　図１は本発明の熱転写箔の一つの実施形態を示す。図示した熱転写箔１は、基材２の一
方の面に、転写層Ａ、転写層Ｂを順次積層し、基材２の他方の面に、背面層３を設けた構
成である。この熱転写箔１は、基材２上に転写層４を２層の単位で設けた構成である。図
示したものに限らず、本発明の熱転写箔は、背面層は必須ではなく、省くことができる。
また転写層Ａと転写層Ｂとの間に、前記転写層とは異なる分散系の中間層を設けてもよい
。
【００１５】
　上記の転写層Ａと転写層Ｂは、それらの転写層は、それぞれ少なくとも接着性を有する
樹脂を含有し、それぞれの前記転写層の前記接着性を有する樹脂は、それぞれ異なるガラ
ス転移温度又は融点を有し、それらの転写層は、前記基材から、より離れた位置にある転
写層の前記接着性を有する樹脂ほどガラス転移温度又融点が低い設定にしている。すなわ
ち図示した熱転写箔１では、転写層Ｂの接着性を有する樹脂の方が転写層Ａの接着性を有
する樹脂よりもガラス転移温度又融点の低いものである。また、転写層Ａと転写層Ｂは、
それぞれ異なる色相を有する着色転写層にすることが好ましく、それにより被転写体に２
色の画像を形成できる。
【００１６】
　図２は本発明の熱転写箔の他の実施形態を示し、背面層３を設けた基材２の背面層３の
設けられていない面に、転写層Ａ、転写層Ｂ、転写層Ｃを順次積層した、３層から構成さ
れた転写層４を有する構成である。この図示したものに限らず、本発明の熱転写箔は、背
面層は必須ではなく、省くことができる。また転写層Ａと転写層Ｂとの間、転写層Ｂと転
写層Ｃとの間で、少なくとも一方に前記転写層とは異なる分散系の中間層を設けてもよい
。
【００１７】
　上記の転写層Ａ、転写層Ｂ、転写層Ｃは、それらの転写層の接着性を有する樹脂は、そ
れぞれ異なるガラス転移温度又は融点を有し、それらの転写層は、前記基材から、より離
れた位置にある転写層の接着性を有する樹脂ほどガラス転移温度又は融点が低い設定にし
ている。すなわち図示した熱転写箔１では、転写層Ａの接着性を有する樹脂＞転写層Ｂの
接着性を有する樹脂＞転写層Ｃの接着性を有する樹脂の各ガラス転移温度又は融点の関係
となっている。また、転写層Ａ、転写層Ｂ及び転写層Ｃは、それぞれ異なる色相を有する
着色転写層にすることが好ましく、それにより被転写体に３色の画像を形成できる。
【００１８】
　図１、２に示したような熱転写箔から、その転写層と被転写体が接するように重ね合わ
せて、加熱転写させる印加エネルギーを、転写層の違いにより、異なった条件にして、転
写層Ｂのみ、または転写層Ａと転写層Ｂを合わせた層などを被転写体へ転写することがで
きる。
【００１９】
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　図３は、本発明の画像形成方法の一つの例を説明する概略図である。
　まず、図３（１）に示すように、基材２の一方の面に、転写層Ａ、転写層Ｂを順次積層
した熱転写箔１と、被転写体１０を、被転写体１０と転写層４が接するように重ね合わせ
る。この場合の熱転写箔１は基材２上に、２層の転写層４を積層した構成である。
【００２０】
　次に、図３（２）に示すように、被転写体１０と熱転写箔１とを重ねた状態で、熱転写
箔１の基材２の背面側（転写層４の設けられていない側）から、サーマルヘッドあるいは
ヒートロールなどの加熱転写手段を用いて、印加エネルギーを高レベルと、低レベル及び
印加エネルギー無しのレベルの３段階で、図示したように繰り返し、印加エネルギーとし
た。
【００２１】
　そして、図３（３）に示すように、印加エネルギー無しのレベルに対応した箇所の被転
写体には、転写層が全く転写されず、また印加エネルギーが低レベルに対応した箇所の被
転写体には、転写層Ｂのみが転写され、さらに印加エネルギーが高レベルに対応した箇所
の被転写体には、転写層Ａ及び転写層Ｂが転写される。
【００２２】
　以上の工程により、最終的に、被転写体１０上には、転写層によるパターン状の転写層
Ａ及び転写層Ｂの２種の画像が形成される。また、転写層Ａ及び転写層Ｂがそれぞれ異な
る色相を有する着色転写層にすれば、互いに異なる色相をもった、２色の画像が形成され
たものとなる。なお図示した被転写体１０では上記の２色の画像と、非画像部として被転
写体１０の表面が露出している。なお、転写層Ａ及び転写層Ｂが着色されていない場合は
、それぞれの転写層の表面の凹凸状態、光沢状態などの表面性の違いによる画像が観察で
きる。
【００２３】
　図４は、本発明の画像形成方法の他の例を説明する概略図である。
　まず、図４（１）に示すように、基材２の一方の面に、転写層Ａ、転写層Ｂ、転写層Ｃ
を順次積層した熱転写箔１と、被転写体１０を、被転写体１０と転写層４が接するように
重ね合わせる。この場合の熱転写箔１は基材２上に、３層の転写層４を積層した構成であ
る。
【００２４】
　次に、図４（２）に示すように、被転写体１０と熱転写箔１とを重ねた状態で、熱転写
箔１の基材２の背面側（着色転写層の設けられていない側）から、サーマルヘッドあるい
はヒートロールなどの加熱転写手段を用いて、印加エネルギーを高レベル、中レベル及び
低レベルの３段階で、図示したように、印加エネルギーを与えた。
【００２５】
　そして、図４（３）に示すように、印加エネルギーが低レベルに対応した箇所の被転写
体には、転写層Ｃのみが転写され、また印加エネルギーが中レベルに対応した箇所の被転
写体には、転写層Ｂ及び転写層Ｃが転写され、さらに印加エネルギーが高レベルに対応し
た箇所の被転写体には、転写層Ａ、転写層Ｂ及び転写層Ｃが転写される。
【００２６】
　以上の工程により、最終的に、被転写体１０上には、転写層によるパターン状の転写層
Ａ、転写層Ｂ及び転写層Ｃの３種の画像が形成される。また、転写層Ａ、転写層Ｂ及び転
写層Ｃがそれぞれ異なる色相を有する着色転写層にすれば、互いに異なる色相をもった、
３色の画像が形成されたものとなる。なお、転写層Ａ、転写層Ｂ及び転写層Ｃが着色され
ていない場合は、それぞれの転写層の表面の凹凸状態、光沢状態などの表面性の違いによ
る画像が観察できる。
【００２７】
　以下、本発明の熱転写箔の各構成について、説明する。
（基材）
　本発明の熱転写箔１に用いられる基材２は、本発明の熱転写箔における必須の構成であ
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り、着色転写層を保持するために設けられる。基材２の材料については特に限定されない
が、従来の熱転写シートに使用されているものと同じ基材をそのまま用いることが出来る
と共に、その他のものも使用することが出来る。好ましい基材の具体例としては、例えば
、ポリエステル、ポリプロピレン、セロハン、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリ
エチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ナイロン、ポリイミド、ポリ塩化ビニリデン
、ポリビニルアルコール、フッ素樹脂、塩化ゴム、アイオノマー等のプラスチック、コン
デンサー紙、パラフィン紙等の紙類、不織布等があり、又、これらを複合した基材フィル
ムであってもよい。この基材フィルムの厚さは、その強度及び熱伝導性が適切になるよう
に材料に応じて適宜変更することが出来るが、その厚さは、好ましくは、例えば、３～１
０μｍである。
【００２８】
（転写層）
　本発明の熱転写箔１は、基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層４を積層した構成
であり、前記の複数の転写層は、それぞれ少なくとも接着性を有する樹脂を含有し、それ
ぞれの転写層の接着性を有する樹脂は、それぞれ異なるガラス転移温度又は融点を有し、
前記転写層は、前記基材から、より離れた位置にある転写層の接着性を有する樹脂ほどガ
ラス転移温度又は融点が、低いものである。また、上記の少なくとも２層の転写層がそれ
ぞれ異なる色相を有する着色転写層にすることもできる。さらに、上記の色相をもたせる
ための着色剤を含まないで、紫外線吸収剤などを含んだり、その他の層であっても良い。
【００２９】
　転写層は熱溶融性のインキ層であり、従来公知のバインダーと、接着性を有する樹脂を
含み、必要に応じて、着色剤、及び鉱物油、植物油、ステアリン酸等の高級脂肪酸、可塑
剤、酸化防止剤、充填剤等の種々の添加剤を加えたものが使用される。上記バインダーと
して用いられるワックス成分としては、例えば、マイクロクリスタリンワックス、カルナ
バワックス、パラフィンワックス等がある。更に、フィッシャートロプシュワックス、各
種低分子量ポリエチレン、木ロウ、ミツロウ、鯨ロウ、イボタロウ、羊毛ロウ、セラック
ワックス、キャンデリラワックス、ペトロラクタム、ポリエステルワックス、一部変性ワ
ックス、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド等、種々のワックスが用いられる。このなかで、
特に融点が５０～８５℃であるものが好ましい。５０℃以下であると、保存性に問題が生
じ、又８５℃以上であると感度不足になる。
【００３０】
　転写層のバインダーとして用いられる樹脂成分としては、例えば、アクリル樹脂、エチ
レン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合体、ポリエチレン、ポ
リスチレン、ポリプロピレン、ポリブデン、石油樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル－酢
酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、塩化ビニリデン樹脂、メタクリル樹脂、ポリ
アミド、ポリカーボネート、フッ素樹脂、ポリビニルフォルマール、ポリビニルブチラー
ル、アセチルセルロース、ニトロセルロース、ポリ酢酸ビニル、ポリイソブチレン、エチ
ルセルロース又はポリアセタール等が挙げられるが、特に従来から感熱接着剤として使用
されているガラス転移温度が、例えば、４０～８０℃を有するもので、本発明の熱転写箔
の構成で、基材から、より離れた位置にある転写層のバインダー樹脂ほどガラス転移温度
が、低くなるように選択することが好ましい。
【００３１】
　転写層に含有する接着性を有する樹脂としては、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート
樹脂、ブチラール樹脂、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂などの熱時接着性の良好な樹脂
が挙げられる。
【００３２】
　着色剤としては、公知の有機または無機の顔料、あるいは染料の中から適宜選択するこ
とができ、例えば、十分な着色濃度を有し、光、熱等により変色、退色しないものが好ま
しい。また、加熱により発色する物質や、被転写体の表面に塗布されている成分と接触す
ることにより発色するような物質であってもよい。さらに、着色剤の色としては、シアン
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、マゼンタ、イエロー、ブラックに限定されるものではなく、種々の色の着色剤を使用す
ることができる。
【００３３】
　紫外線吸収剤としては、サリチル酸系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シ
アノアクリレート系等の紫外線吸収剤が挙げられ、例えば、具体的にはＴｉｎｕｖｉｎ　
Ｐ、Ｔｉｎｕｖｉｎ　２３４、Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２０、Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２６、Ｔｉ
ｎｕｖｉｎ　３２７、Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２８、Ｔｉｎｕｖｉｎ　３１２、Ｔｉｎｕｖｉ
ｎ　３１５（チバガイギー社製）、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－１１０、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－１３
０、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－１４０、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－２００、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－２５０
、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－３００、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－３２０、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－３４０、
Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－３５０、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ－４００（住友化学工業（株）製）、Ｍａ
ｒｋ　ＬＡ－３２、Ｍａｒｋ　ＬＡ－３６、Ｍａｒｋ　１４１３（アデカアーガス化学（
株）製）等の商品名で市場から入手でき、いずれも使用することができる。
【００３４】
　また、反応性紫外線吸収剤とアクリル系モノマーとがランダム共重合した、Ｔｇ（ガラ
ス転移温度）が６０℃以上、好ましくは８０℃以上のランダム共重合体を用いることもで
きる。上記の反応性紫外線吸収剤は従来公知のサリシレート系、ベンゾフェノン系、ベン
ゾトリアゾール系、置換アクリロニトリル系、ニッケルキレート系、ヒンダードアミン系
等の非反応性紫外線吸収剤に、例えば、ビニル基やアクリロイル基、メタアクリロイル基
等の付加重合性二重結合、あるいはアルコール系水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エ
ポキシ基、イソシアネート基等を導入したものを使用することができる。具体的にはＵＶ
Ａ６３５Ｌ、ＵＶＡ６３３Ｌ（ＢＡＳＦジャパン（株）製）、ＰＵＶＡ－３０Ｍ（大塚化
学（株）製）等の商品名で市場から入手でき、いずれも使用することができる。
【００３５】
　さらに、転写層に、良好な熱伝導性および熱溶融転写性を与えるため、バインダーの充
填剤として熱伝導性物質を配合してもよい。このような充填剤としては、例えばカーボン
ブラック等の炭素質物質、アルミニウム、銅、酸化錫、二硫化モリブデン等の金属および
金属化合物等がある。転写層の形成は、上記のようなバインダーと、接着性を有する樹脂
と、さらに、これに必要に応じて、着色剤成分、鉱物油、植物油、ステアリン酸等の高級
脂肪酸、可塑剤、酸化防止剤、充填剤等の種々の添加剤を加え、水、有機溶剤等の溶媒成
分を配合調整した転写層形成用塗工液を、従来公知のホットメルトコート、ホットラッカ
ーコート、グラビアコート、グラビアリバースコート、ロールコート等の方法で行なう。
また、水系又は非水系のエマルジョン塗液を用いて形成する方法もある。転写層の厚みは
、必要な性能（印字濃度、紫外線吸収性など）と熱感度との調和がとれるように、決定す
べきであって、好ましくは０．５～６．５ｇ／ｍ2の範囲であり、２．５～４．５ｇ／ｍ2

の範囲が特に好ましい。
【００３６】
　上記に記載した転写層における主としてバインダーの軟化点、融点、ガラス転移温度な
どの熱物性値の大小関係により、基材上に積層した少なくとも２層の転写層を構成するバ
インダーを適切に選定することにより、基材側の転写層から離れた位置に積層される転写
層が、前記基材から、より離れた位置にある転写層のバインダーほどガラス転移温度又は
融点が、低い条件にすることができる。
【００３７】
（中間層）
　本発明の熱転写箔は、複数の転写層の間に、前記転写層とは異なる分散系の中間層を設
けることができ、熱転写箔から転写層を剥離させ、被転写体へ転写させる際に、転写層の
剥離性を高めることができる。上記の転写層は、例えば着色剤、バインダー、接着性を有
する樹脂などを有機溶剤に溶解ないし分散させた塗工液により、基材に塗工して形成でき
る。それに対して、中間層は無機粒子などを水系溶媒に分散させた塗工液により、基材に
塗工して形成できるため、中間層は「転写層とは異なる分散系」という表現をした。
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【００３８】
　上記の中間層は、水溶性樹脂またはエマルジョン化可能な親水性樹脂を含有する層であ
り、水溶性樹脂としては、具体的には、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリビニルアルコー
ル樹脂、親水性ウレタン樹脂、セルロースのヒドロキシルアルキル置換誘導体、ポリアク
リルアミド、ポリ（メタ）アクリル酸およびその金属塩等が挙げられる。
【００３９】
　また上記の中間層は、水溶性樹脂またはエマルジョン化可能な親水性樹脂のみから構成
するだけでなく、無機粒子を加えて構成することができる。その無機粒子は、コロイド状
の無機顔料の超微粒子が好ましく、例えば、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム等
のケイ酸金属塩；アルミナ又はアルミナ水和物（アルミナゾル、コロイダルアルミナ、カ
チオン性アルミニウム酸化物又はその水和物、疑ベーマイト等）、シリカ又はシリカゾル
、酸化マグネシウム、酸化チタン等の金属酸化物類；炭酸マグネシウム等の炭酸塩；等、
従来公知の化合物を使用することができる。また、金属酸化物類、炭酸塩が好ましく、金
属酸化物類がより好ましく、アルミナ又はアルミナ水和物が更に好ましく、特に、アルミ
ナゾルが耐熱性、強靭性の付与する効果が高く、好ましい。
【００４０】
　上記中間層は、上記のコロイド状無機顔料超微粒子として１種のみからなるものであっ
てもよいし、上記コロイド状無機顔料超微粒子として２種以上からなるものであってもよ
い。上記コロイド状無機顔料超微粒子の平均粒径は、通常１００ｎｍ以下、好ましくは５
０ｎｍ以下、特に好ましくは３～３０ｎｍである。コロイド状無機顔料超微粒子は、水系
溶媒にゾル状に分散しやすくする目的で、塩酸、酢酸等の分散安定剤を配合して酸性タイ
プに処理したものであってもよいし、微粒子電荷をカチオンにしたものであってもよいし
、表面処理したものであってもよい。コロイド状無機顔料超微粒子は、例えば、アルミナ
ゾル１００（日産化学工業（株）製）、アルミナゾル２００（日産化学工業（株）製）等
、市販品であってもよい。上記中間層は、水性塗工液を基材上に塗工し、乾燥することに
より形成することができるが、ゾルゲル法を用いて形成することが好ましい。それは、バ
インダー樹脂を使用せずに、被膜を形成するので、熱転写箔の耐熱性、強靭性をもたせる
ことができる。上記中間層の形成方法は、上記の材料を含む塗工液を調整し、例えば、グ
ラビア印刷法、スクリーン印刷法、グラビア版を用いたリバースロールコーティング法等
の公知の手段にて塗布して、形成することができる。上記中間層は、乾燥後塗工量が０．
０１～１０ｇ／ｍ2となる量で塗工することができるが、優れた耐熱性等を付与する点で
、乾燥後塗工量が０．０５ｇ／ｍ2以上１．０ｇ／ｍ2以下となる量で塗工することが好ま
しい。
【００４１】
（背面層）
　また、基材の他方の面に、サーマルヘッドの粘着を防止し、且つ、滑り性を良くするた
めに、背面層３を設けることも可能である。この背面層は、バインダー樹脂に滑り剤、界
面活性剤、無機粒子、有機粒子、顔料等を添加したものを、好適に使用し、形成される。
　背面層に使用されるバインダー樹脂は、例えば、エチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、酢酸セルロース、酢酪
酸セルロース、硝化綿等のセルロース系樹脂、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、
ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン、アクリル樹脂、
ポリアクリルアミド、アクリロニトリル－スチレン共重合体等のビニル系樹脂、ポリエス
テル樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン変性またはフッ素変性ウレタン樹脂等が挙げら
れる。これらのなかで、数個の反応性基、例えば、水酸基を有しているものを使用し、架
橋剤として、ポリイソシアネート等を併用して、架橋樹脂を使用することが好ましい。
【００４２】
　背面層を形成する手段は、上記のごとき、バインダー樹脂に滑り剤、界面活性剤、無機
粒子、有機粒子、顔料等を添加した材料を、適当な溶剤中に溶解または分散させて、塗工
液を調製し、この塗工液をグラビアコーター、ロールコーター、ワイヤーバー等の慣用の
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塗工手段により、塗工し、乾燥するものである。このような背面層の厚みは、従来公知の
手段で、塗工、乾燥させて、乾燥時で０．１～１０ｇ／ｍ2程度、好ましくは０．５～５
ｇ／ｍ2程度とすることができる。
【００４３】
　上記で説明したように、本発明の熱転写箔は基材の一方の面に、少なくとも２層の転写
層を積層した構成であり、２色以上のインキ層を面順次に塗り分けた熱転写シートに比べ
、インキ層（転写層）単位のパネル数が減少することで、基材が節約できる。また、同じ
画面数を小巻にした場合、２色以上のインキ層を面順次に塗り分けた熱転写シートに比べ
、小巻の外周を小さくできるため、プリンターの小型化にもなる。また、小巻外周を同じ
にした場合は、２色以上のインキ層を面順次に塗り分けた熱転写シートに比べ、巻き画面
数を増やすことができるため、熱転写シート交換の回数を減少させることができ、使用者
の作業効率が高まる利点がある。
【００４４】
（画像形成方法）
　本発明の画像形成方法は、大別すると、２つの方法がある。
　まず一つは、基材の一方の面に、少なくとも２層の転写層を積層した熱転写箔と、被転
写体を用いて、前記被転写体に前記転写層が転写された印画物を形成する画像形成方法に
おいて、
　前記熱転写箔と、前記被転写体を重ね合わせて、前記被転写体に、前記熱転写箔の前記
基材上に積層された複数の転写層のうち、少なくとも１層を加熱転写する転写工程を有し
、
　前記転写工程での加熱転写させる印加エネルギーを、前記被転写体の転写層を転写する
位置の違いによって、パターン状の単位で変化させて、
　前記被転写体に転写層による前記パターン状の複数の画像を形成する画像形成方法であ
って、
　前記基材から最も離れた位置にある転写層を前記被転写体へ転写させるための印加エネ
ルギーが最も小さく、
　前記基材から最も離れた位置にある転写層から、前記基材に最も近い転写層までの間で
、転写層の印加エネルギーが順次、増加していき、かつ前記基材に最も近い転写層と基材
との間の印加エネルギーが最も大きいものである。
【００４５】
　上記の画像形成方法で、少なくとも２層の転写層がそれぞれ異なる色相を有する着色転
写層であり、前記被転写体に転写層による前記パターン状の２色以上の画像を形成するこ
とが好ましく行われる。これにより、モノカラーの画像ではなく、２色以上の色を有した
色彩が豊かな画像を形成することができ、実用上好ましい。
【００４６】
　上記画像形成方法で、上記の印加エネルギーが順次、増加していく場合、転写層の厚み
方向で、その印画エネルギーが直線的に、比例の関係で増加することが含まれる。また、
各転写層の単位で、印加エネルギーのレベルが異なる場合、転写層の単位で、異なる転写
層では、印加エネルギーのレベル（数値）が、高い、中間、低いなどのレベル単位で、異
なった値になるようにすることができる。この場合は、転写層の単位でみたときの印加エ
ネルギーは、一つの転写層では印加エネルギーは一定の値である。
【００４７】
　上記の画像形成方法は、基材から最も離れた位置にある転写層の基材から剥離し、被転
写体へ転写させるための剥離エネルギーが最も小さく、前記基材から最も離れた位置にあ
る転写層から、前記基材に最も近い転写層までの間で、転写層の基材から剥離するエネル
ギーが、その転写層の単位で、順次、大きいレベルとなるものである。
　本発明の画像形成方法は、転写工程では被転写体から転写層を転写させるための印加エ
ネルギーの関係を規定しているが、熱転写箔の基材から転写層が、層単位で剥離する剥離
エネルギーの関係で規定することも可能である。この剥離エネルギーは、例えば剥離強度
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などで示すことができる。
【００４８】
　なお、図３で示した画像形成方法は、印加エネルギーにおける高レベル、低レベル、印
加エネルギー無しの条件であるが、それを剥離エネルギーの高レベル、低レベル、剥離エ
ネルギー無しに置き換えて、他は同様にした画像形成方法の例とすることができる。
　さらに、図４で示した画像形成方法においても、上記と同様に印加エネルギーを剥離エ
ネルギーに置き換えることができる。
【００４９】
　上記の印加エネルギーは、例えば高レベルでは４０～５０ｍＪ／ｍｍ2、中レベルでは
２０～３０ｍＪ／ｍｍ2、低レベルでは５～１５ｍＪ／ｍｍ2、のように設定することによ
り、本発明の画像形成方法に適用することができる。
　また、上記の印加エネルギーは、被転写体から剥離させたい各転写層のバインダーのガ
ラス転移温度又は融点に対応した温度になるように設定することが好ましい。
【００５０】
　上記の画像形成方法は、被転写体に転写層が転写された印画物を形成する方法であるが
、それだけではなく、その印画物を中間転写記録媒体として使用し、上記の被転写体に転
写された転写層を、別の対象物に再転写して、画像形成物としての最終的な印画物を形成
することも可能である。
【００５１】
（被転写体）
　本発明の画像形成方法で用いられる被転写体１０は、従来公知のいずれの被転写体でも
使用することができる。例えば、天燃パルプ紙、コート紙、トレーシングペーパー、加熱
転写時の熱で変形しないプラスチックフィルム、ガラス、金属、セラミックス、木材、布
等いずれのものでもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　　熱転写箔
　　２　　　基材
　　３　　　背面層
　　４　　　転写層
　１０　　　被転写体
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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