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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字等を入力するキーが配列されたキー配列部と、キーから入力された文字等を表示す
る液晶ディスプレイとが配設された上側装置本体と、
　テープが内蔵されたテープカセットと、前記キーから入力された文字等をテープカセッ
トから引き出されたテープに印字する印字ヘッドが配設されるカセット収納部が設けられ
、前記上側装置本体の下側に取り付けられる下側装置本体と、
　前記下側装置本体の下面に着脱可能に取り付けられ、前記カセット収納部を開閉するカ
バー部材とを有するテープ作成装置において、
　前記上側装置本体、下側装置本体及びカバー部材の一端部を被覆する第１プロテクタ部
材と、
　前記一端部と反対側に位置する上側装置本体、下側装置本体及びカバー部材の他端部を
被覆する第２プロテクタ部材と、
　前記下側装置本体の両側部に取り付けられたグリップ部材と、を備え、
　前記第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材は、前記上側装置本体及び下側装置本
体を被覆する部分とカバー部材を被覆する部分との間で２分割され、
　前記第１プロテクト部材の下側装置本体を被覆する部分は前記グリップ部材の一端部側
の端部を被覆し、前記第２プロテクト部材の下側装置本体を被覆する部分は前記グリップ
部材の他端部側の端部を被覆することを特徴とするテープ作成装置。
【請求項２】
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　前記グリップ部材の上部は、前記上側装置本体の下端縁と前記下側装置本体の上端縁と
の間で挟持され、
　前記グリップ部材の下部は、前記下側装置本体に形成された段部と前記カバー部材の上
端縁との間で挟持されていることを特徴とする請求項１に記載のテープ作成装置。
【請求項３】
　前記下側装置本体の両側部は、前記グリップ部材を取り付けるための凹状に形成された
取付部が設けられ、グリップ部材の表面とその周囲の下側装置本体表面とは連続的な同一
面を形成することを特徴とする請求項１に記載のテープ作成装置。
【請求項４】
　前記第１プロテクタ部材、第２プロテクタ部材及びグリップ部材は、エラストマーから
形成されていることを特徴とする請求項１に記載のテープ作成装置。
【請求項５】
　前記下側装置本体は、更に、電池を収納する電池収納部が設けられ、前記カバー部材は
、前記カセット収納部と電池収納部を開閉することを特徴とする請求項１に記載のテープ
作成装置。
【請求項６】
　前記カバー部材の一端部には、前記下側装置本体の下面からカバー部材を着脱するため
の係合部が設けられ、前記第１プロテクタ部材は、係合部を囲むように被覆し、カバー部
材の係合部の表面は、第１プロテクタ部材の表面よりも低いことを特徴とする請求項１に
記載のテープ作成装置。
【請求項７】
　前記第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材は、リムーバブルタイプ粘着材を使用
して、上側装置本体及び下側装置本体とカバー部材を被覆することを特徴とする請求項１
に記載のテープ作成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、装置内部にテープが内蔵されたテープカセットと電池を収納する電池収納部
とを有するテープ作成装置に関し、特に装置を保護するプロテクタ部材を分割して構成す
ることによりプロテクタ部材を装着した状態でのテープカセット及び電池の交換作業を可
能としたテープ作成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、長尺状のテープが収納されるテープカセットを装置本体内に格納し、内蔵す
る電池により駆動モータを介してプラテンローラを駆動すると共に、印字手段を介してテ
ープに印字して外部に排出するように構成される携帯用のテープ作成装置が種々提案され
ている。
　例えば、特開平９－２５４４５０号公報には、テープ作成装置のケースの内面に上下に
ほぼ重複して配置された制御用基板とテープカセットとの間の空間部であって、この制御
用基板の長手方向一側の側方に切欠部を形成し、この欠き部に駆動モータが配置され、ケ
ース内には、駆動モータが配置された側と反対側に電源回路部及び複数個の乾電池が電池
収納部に並列状に収納されているテープ作成装置が記載されている。
　このようなテープ作成装置によれば、テープカセットと電池収納部との間の空間を形成
する必要がなく、制御用基板そのものを長くしたり、ケースを大きくするという無駄がな
くなり、テープ作成装置を短くコンパクトにできる。また、ケースの広幅部の長手方向の
一側に駆動モータを配置し、他側に電池収納部を設けると、重量の重い両部品である駆動
モータと電池とがケースの両端に配置される結果、ケースを人が手に持って入力操作する
場合に、一方に重量が偏らず、操作性が向上する。また、制御用基板の広幅面の短辺一側
に液晶表示装置を偏らせて設け、この駆動モータを配置すべき切欠き部を液晶表示装置の
側方に位置させると、制御用基板の長手方向の寸法も短くでき、テープ作成装置のケース
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の長手方向寸法も短くなり、テープ作成装置全体を短くコンパクトにできる。
【０００３】
【特許文献１】
　特開平９－２５４４５０号公報（第３頁、図１～図３）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の携帯用のテープ作成装置では、コンパクト化により携帯可能とし
て種々の場所で使用されるにもかかわらず、誤って落下した際のテープ作成装置を保護す
るためのプロテクタ部材は設けられていなかった。従って、かかる携帯可能なテープ作成
装置では、その落下の衝撃等から保護すべくプロテクタ部材の装着が望まれている。しか
しながら、テープ作成装置の保護のために装置全体をプロテクタで被覆した場合には、装
置内部に収納されたテープカセットや電池の交換の度毎にプロテクタ部材を取り外す必要
がある。かかるプロテクタ部材の取り外し作業は、非常に不安定な状況で行わなければな
らない場合が多く、この結果、交換作業は極めて煩雑なものとなっていた。
　本発明は、前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、保護用のプ
ロテクタ部材により装置を被覆した場合であっても、テープカセット交換の際に、その都
度プロテクタ部材の取り外しを行うことなく、容易に交換作業を行うことが可能なテープ
作成装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため請求項１に係るテープ作成装置は、文字等を入力するキーが配
列されたキー配列部と、キーから入力された文字等を表示する液晶ディスプレイとが配設
された上側装置本体と、テープが内蔵されたテープカセットと、前記キーから入力された
文字等をテープカセットから引き出されたテープに印字する印字ヘッドが配設されるカセ
ット収納部が設けられ、前記上側装置本体の下側に取り付けられる下側装置本体と、前記
下側装置本体の下面に着脱可能に取り付けられ、前記カセット収納部を開閉するカバー部
材とを有するテープ作成装置において、前記上側装置本体、下側装置本体及びカバー部材
の一端部を被覆する第１プロテクタ部材と、前記一端部と反対側に位置する上側装置本体
、下側装置本体及びカバー部材の他端部を被覆する第２プロテクタ部材と、前記下側装置
本体の両側部に取り付けられたグリップ部材と、を備え、前記第１プロテクタ部材及び第
２プロテクタ部材は、前記上側装置本体及び下側装置本体を被覆する部分とカバー部材を
被覆する部分との間で２分割され、前記第１プロテクト部材の下側装置本体を被覆する部
分は前記グリップ部材の一端部側の端部を被覆し、前記第２プロテクト部材の下側装置本
体を被覆する部分は前記グリップ部材の他端部側の端部を被覆することを特徴とする。
【０００６】
　このような特徴を有する請求項１に係るテープ作成装置によれば、上側装置本体、下側
装置本体及びカバー部材の一端部を被覆し、テープ作成装置を保護する第１プロテクタ部
材と、反対側に位置する他端部を被覆する第２プロテクタ部材とを、上側装置本体及び下
側装置本体を被覆する部分とカバー部材を被覆する部分との間で２分割してそれぞれ装着
するので、第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材をテープ作成装置に装着した状態
で、カバー部材を下側装置本体の下面から取り外すことが可能である。従って、テープカ
セットの交換の際に第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材の取り外しを行うことな
く、容易に交換が可能となる。
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【００１０】
　また、このような特徴を有する請求項１に係るテープ作成装置によれば、第１プロテク
タ部材の下側装置本体を被覆する部分はグリップ部材の一端部側の端部を被覆し、第２プ
ロテクタ部材の下側装置本体を被覆する部分はグリップ部材の他端部側の端部を被覆する
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ので、第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材をテープ作成装置に取り付けた状態に
おいては、第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材によってグリップ部材を取り付け
た部分が太くなることなく、持ち易さが阻害されることがない。
【００１１】
　また、請求項２に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
前記グリップ部材の上部は、前記上側装置本体の下端縁と前記下側装置本体の上端縁との
間で挟持され、前記グリップ部材の下部は、前記下側装置本体に形成された段部と前記カ
バー部材の上端縁との間で挟持されていることを特徴とする。
【００１２】
　このような特徴を有する請求項２に係るテープ作成装置によれば、下側装置本体の両側
にグリップ部材を設け、グリップ部材の上部を上側装置本体の下端縁と下側装置本体の上
端縁とに挟持し、グリップ部材の下部を下側装置本体の段差とカバー部材の上端縁とに挟
持することでグリップ部材は固定されるので、グリップ部材は通常の使用時においては外
れ難く、且つリサイクル時においてはカバー部材を下側装置本体から外し、上側装置本体
と下側装置本体とを分離することによりグリップ部材の固定が解除され容易に取り外すこ
とができる。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
　また、請求項３に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
前記下側装置本体の両側部は、前記グリップ部材を取り付けるための凹状に形成された取
付部が設けられ、グリップ部材の表面とその周囲の下側装置本体表面とは連続的な同一面
を形成することを特徴とする。
【００１６】
　このような特徴を有する請求項３に係るテープ作成装置によれば、下側装置本体の両側
部に、グリップ部材を取り付けるための凹状に形成された取付部が設けられることで、取
り付けられたグリップ部材の表面とその周囲の下側装置本体表面とは連続的な同一面を形
成するので、グリップ部材の端部に指等を引っ掛けることにより、グリップ部材が外れる
虞が無い。
【００１７】
　また、請求項４に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
前記第１プロテクタ部材、第２プロテクタ部材及びグリップ部材は、エラストマーから形
成されていることを特徴とする。
【００１８】
　このような特徴を有する請求項４に係るテープ作成装置によれば、第１プロテクタ部材
、第２プロテクタ部材及びグリップ部材がエラストマーから形成されているので、第１プ
ロテクタ部材、第２プロテクタ部材はテープ作成装置を落下させた場合に衝撃を和らげる
とともに装置に傷がつくことを防止する。また、グリップ部材においては滑り止めの効果
を有し、操作者にとって手に持ちやすくなる。
【００１９】
　また、請求項５に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
前記下側装置本体は、更に、電池を収納する電池収納部が設けられ、前記カバー部材は、
前記カセット収納部と電池収納部を開閉することを特徴とする。
【００２０】
　このような特徴を有する請求項５に係るテープ作成装置によれば、下側装置本体は、カ
セット収納部とともに電池を収納する電池収納部が設けられ、カバー部材は、カセット収
納部と電池収納部を開閉するので、カセット収納部と電池収納部のカバー部材を共通化す
ることにより、テープカセット及び電池の交換が容易となる。
【００２１】
　また、請求項６に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
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前記カバー部材の一端部には、前記下側装置本体の下面からカバー部材を着脱するための
係合部が設けられ、前記第１プロテクタ部材は、前記係合部を囲むように被覆し、カバー
部材の係合部の表面は、第１プロテクタ部材の表面よりも低いことを特徴とする。
【００２２】
　このような特徴を有する請求項６に係るテープ作成装置によれば、カバー部材の一端部
に、下側装置本体の下面からカバー部材を着脱するための係合部が設けられ、第１プロテ
クタ部材はテープ作成装置に取り付けた際に、係合部を囲むように被覆し、且つカバー部
材の係合部の表面が第１プロテクタ部材の表面よりも低いので、テープ作成装置を落下さ
せた場合に、カバー部材の係合部よりも先に第１プロテクタ部材が落下点に対して当接す
るので、カバー部材が外れる虞が無い。
【００２３】
　また、請求項７に係るテープ作成装置は、請求項１に記載のテープ作成装置において、
前記第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材は、リムーバブルタイプ粘着材を使用し
て、上側装置本体及び下側装置本体とカバー部材を被覆することを特徴とする。
【００２４】
　このような特徴を有する請求項７に係るテープ作成装置によれば、第１プロテクタ部材
及び第２プロテクタ部材は、リムーバブルタイプ粘着材を使用して、上側装置本体及び下
側装置本体とカバー部材を被覆するので、装置を分解したときに、各部材に粘着材が付着
せずに分解が可能である。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係るテープ作成装置について具体化した一実施形態に基づき図面を参照
しつつ詳細に説明する。先ず、本実施形態に係るテープ作成装置の概略構成について図１
及び図２に基づき説明する。図１はテープ作成装置の全体を示す斜視図、図２はテープ作
成装置の背面側を示した斜視図である。
　図１及び図２に示すように、テープ作成装置１は、ポリスチレン製の本体２と、この本
体２の背面部（テープ作成装置１を使用する際に使用者と対向する面と反対側の面）全体
を覆うように着脱可能に取り付けられる同じくポリスチレン製の背面カバー３とから構成
されている。また、本体２は、更に上側装置本体４と下側装置本体５とに分かれて構成さ
れている。上側装置本体４には、中央部表面に文字等を入力する各種キー６が配列された
キー配列部７が設けられ、上側表面の略中央部には左右方向に横長の窓部８が穿設され、
この窓部８の中にはキー６から入力された文字等を表示する液晶ディスプレイ９が配設さ
れている。
　また、本体２の液晶ディスプレイ９の左側側面部には、カッターレバー１０が設けられ
、このカッターレバー１０を親指などで内側に押すことにより、上端部に形成されるテー
プ排出口１１から排出された感熱テープ１２（図３参照）を切断刃（図示せず）にて切断
することができる。また、テープ１２は接着層を介して文字が印刷される受像紙と接着面
を保護する剥離紙よりなる。
【００２６】
　また、キー配列部７が設けられた下側装置本体４の左右幅寸法は、窓部８が設けられた
左右幅寸法よりも少し狭く形成されると共に、下側装置本体５の両側部にはグリップ部材
１３Ａ、１３Ｂが取り付けられている。グリップ部材１３Ａ、１３Ｂは弾性を有するスチ
レン系エラストマー樹脂材により成形され、滑り止めの役割を果たすとともに、操作者の
手に持ちやすいように構成されている。また、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂは後述するよ
うに本体２及び背面カバー３と同一面を構成するように取り付けられているので、グリッ
プ部材１３Ａ、１３Ｂの端部に指等が引っかかる虞もない。更に、グリップ部材１３Ａ、
１３Ｂの表面には、装置に対して平行に３本の突条１４が形成され、より滑り止めの効果
を高めている。
　尚、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂのテープ作成装置１への取り付け方法については後述
する。
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【００２７】
　また、テープ作成装置１には、液晶ディスプレイ９が設けられた端部を被覆する第１プ
ロテクタ部材１５と、第１プロテクタ部材１５とは別体に形成され、液晶ディスプレイ９
が設けられた端部の反対側にあたる端部を被覆する第２プロテクタ部材１６が取り付けら
れている。各プロテクタ部材１５、１６は上側装置本体４及び下側装置本体５と背面カバ
ー３との間で２つに分割して構成され、上側装置本体４及び下側装置本体５に第１プロテ
クタ部材１５Ａと第２プロテクタ部材１６Ａが取り付けられ、背面カバー３に第１プロテ
クタ部材１５Ｂと第２プロテクタ部材１６Ｂが各々取り付けられている。
　更に、各プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６Ｂは前記グリップ部材１３と同
様に弾性を有するスチレン系エラストマー樹脂材により成形されているので、テープ作成
装置１を落下させた際に衝撃を和らげるとともに、装置外装に傷がつくことを防止するこ
とができる。
　尚、第１及び第２プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６Ｂのテープ作成装置１
への取り付け方法については後述する。
【００２８】
　次に、下側装置本体５の内部構造について図３により説明する。図３は背面カバーを取
り外した際のテープ作成装置を背面側から示した斜視図である。
　図３に示すように、下側装置本体５には、テープカセット２０の外形とほぼ同じ略四角
形状で、ほぼテープカセット２０の厚さ寸法に等しい深さ寸法を裏側に膨出するように形
成されるカセット収納部２１が設けられている。また、このカセット収納部２１のカッタ
ーレバー１０側の端縁部近傍には、サーマルヘッド２２が取り付けられる薄板状のサーマ
ルヘッド取付部２３が、装置の長手方向に沿うように直角に立設されている。また、サー
マルヘッド２２に対向するカセット収納部２１の側部に設けられた駆動部２４にはプラテ
ンホルダ（図示せず）が回動可能に設けられている
【００２９】
　背面カバー３を下側装置本体４の下面に取り付けた際に、背面カバー３の内側面に設け
られる突起部２６（図４参照）が駆動部２４の係合孔２５内に進入し、プラテンホルダは
、サーマルヘッド２２側に回動すると共に、テープカセット２０のテープ１２の一部がサ
ーマルヘッド２２に押し付けられる位置まで、プラテンホルダをテープカセット２０側に
回動させて固定されている。この状態において、サーマルヘッド２２を介して印字された
テープ１２が搬送されテープ排出口１１より排出される。
　そして、下側装置本体４のカセット収納部２１が設けられた反対側には、電池が６本並
列に並べて収納される電池収納部２７がカセット収納部２１の底面部よりも裏面側に膨出
するように形成されている。
【００３０】
　また、背面カバー３を下側装置本体５の下面に取り付ける際には、第２プロテクタ部材
１６Ｂが設けられた側の端部に形成された第１差込部２８を下側装置本体４の差込溝２９
に差し込んだ後、第１差込部２８の反対側に設けられた第２差込部３０の爪部３１（図４
参照）を下側装置本体５に設けられた爪固定部（図示せず）に嵌合することによって背面
カバー３は取り付けられる。背面カバー３を取り付けた状態において第２差込部３０を装
置内部側に押し込むと、爪部３１が爪固定部から外れるように構成されているので、背面
カバー３は下側装置本体５に対して容易に着脱可能となっている。そして、背面カバー３
を取り外した状態では、テープカセット２１をカセット収納部２２から上方に取り出すこ
とができる。また、電池収納部２７に収納された電池を順次取り出して、交換することが
可能となっている。その際、第１及び第２プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６
Ｂは前記したように、上側装置本体４及び下側装置本体５と背面カバー３との間で２つに
分割して構成されているので、各プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６Ｂをテー
プ作成装置１に装着した状態で背面カバーを開閉することができる。
　また、背面カバー３の下側装置本体５に収納されたテープカセット２０に対向する部分
には確認窓３２が設けられ、プロテクタ部材１５Ｂは、この確認窓３２を覆うことなく背
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面カバー３に取り付けられている。従って、カセット収納部２１に収納したテープカセッ
ト２０の種類を背面カバー３を開けなくとも確認窓３２を通して確認できるようになって
いる。
【００３１】
　また、図２に示すように、第１プロテクタ部材１５Ａは、テープ作成装置１の液晶ディ
スプレイ９側頭頂を覆う部分において、テープ排出口１１及び背面カバー３の第２差込部
３０を覆わないように切り欠かれており、第１プロテクタ部材１５Ａが液晶ディスプレイ
９側に装着した状態で、テープ１２の排出を阻害することは無い。また、背面カバー３を
下側装置本体５から外すために、第２差込部３０を装置内部側へ押し込む操作を阻害する
ことは無い。従って、第１プロテクタ部材１５Ａを装着した状態のまま、印字したテープ
１２をテープ排出口１１より排出することができ、また、第２差込部３０を装置内部側へ
押し込んで背面カバー３を下側装置本体５から外すことができる。
　さらに、第１プロテクタ部材１５Ａを上側装置本体４及び下側装置本置５に取り付けた
状態で第２差込部３０の表面が第１プロテクタ部材１５Ａの表面より低くなっている。故
に、テープ作成装置１が落下した際、第１プロテクタ部材１５Ａが、第２差込部３０より
も先に落下先の床等に当接するので、第２差込部３０が押し込まれて背面カバー３が外れ
る虞は無い。
【００３２】
　次に、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂ、第１プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ及び第２プロ
テクタ部材１６Ａ、１６Ｂのテープ作成装置１への取り付け方法について図４乃至図６よ
り説明する。図４は正面側から見たテープ作成装置へのグリップ部材、第１プロテクタ部
材及び第２プロテクタ部材の取り付け方法を示す説明図である。図５は背面側から見たテ
ープ作成装置へのグリップ部材、第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材の取り付け
方法を示す説明図である。図６はテープ作成装置に取り付けたグリップ部材の断面図であ
る。
【００３３】
　テープ作成装置１の下側装置本体５のカセット収納部２１から電池収納部にかけての両
側部には、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂを取り付けるために凹状に形成された取付部４０
、４１が設けられている。取付部４０、４１はグリップ部材１３Ａ、１３Ｂが取り付けら
れた際に、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの表面とその周りの下側装置本体５や上側装置本
体４の表面とが連続的な同一面を形成するような深さ及び大きさに形成されている。また
、取付部４０の両端には中央にネジ穴が形成された円形状の第１係合部６０、６１がそれ
ぞれ設けられている。一方、グリップ部材１３Ａには第１係合部６０、６１に対応する位
置に、同じく中央にネジ穴が形成された第２係合部６２、６３が設けられている。また、
取付部４１には前記第１係合部６０、６１と同様の第１係合部６６、６７が、グリップ部
材１３Ｂには前記第２係合部６２、６３と同様の第２係合部６８、６９が設けられている
。更に、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの上部には第１係合片５０が中央及び両端部の計３
箇所に形成され、また、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの下部には第２係合片５１が端部に
沿って形成されている。
【００３４】
　グリップ部材１３Ａをテープ作成装置１に取り付けるに際して、先ず、グリップ部材１
３Ａに対して、取付部４０に接する内側面に両面テープ４２を貼付する。そして、グリッ
プ部材１３Ａを両面テープ４２により取付部４０に接着させる。その際に、第１係合部６
０、６１と第２係合部６２、６３とを嵌合させることで、容易に位置決めが可能である。
尚、本実施形態にて使用される両面テープ４２、４３、４４、４５、４６、４７はリムー
バブルタイプ粘着材を使用しており、接着後長時間経過した場合でも接着面に接着剤が残
ることなく容易に引き剥がすことが可能である。
【００３５】
　グリップ部材１３Ａを両面テープ４２により取付部４０に接着させた状態では、グリッ
プ部材１３Ａの上部に形成された第１係合片５０は取付部４０に形成された下側装置本体
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５の上端縁４８に当接されている（図６参照）。よって、両面テープによってグリップ部
材１３Ａを取付部４０に接着後、上側装置本体４を下側装置本体５に取り付けることで、
第１係合片５０は上側装置本体４の下端縁５２と下側装置本体５の上端縁４８によって挟
持され固定される。また、同様にグリップ部材の下部に形成された第２係合片５１は取付
部４０に形成された下側装置本体５の段部４９に当接されている。よって、グリップ部材
１３Ａ接着後に下側装置本体５に背面カバー３を取り付けることで、第２係合片５１は下
側装置本体４の段部４９と背面カバー３の上端縁５４によって挟持され固定される。
　更に、第１係合片５０が上側装置本体４の下端縁５２と下側装置本体５の上端縁４８に
よって挟持された際に、第１係合片５０の先端部に上向きに設けられた係合爪５３が上側
装置本体４の下端縁５２の内面に当接され、第１係合片５０はより強固に固定される。
　以上より、グリップ部材１３Ａはテープ作成装置１に取り付けられる。また、グリップ
部材１３Ｂは基本的にグリップ部材１３Ａと同じ構造を有し、前記の場合と同様にして、
テープ作成装置１に取り付けられている。従って、ここでは、その説明を省略する。
【００３６】
　前記したように背面カバー３はテープカセット２０や電池を交換するために下側装置本
体５に対して着脱可能に取り付けられているが、通常では操作者が上側装置本体４を下側
装置本体５から外す必要はないので、通常の使用時において背面カバー３を取り外した状
態であってもグリップ部材１３Ａ、１３Ｂの上部は常に挟持される。従って、背面カバー
３を取り外した際でもグリップ部材１３Ａ、１３Ｂが取付部４０、４１より外れることは
ない。また、取付部４０、４１を凹状とすることにより、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂと
本体２及び背面カバー３は連続的な同一面を形成するので、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂ
の端部に指等を引っ掛けることによりグリップ部材１３Ａ、１３Ｂが外れる虞はない。
【００３７】
　次に、第１プロテクタ部材１５Ａ及び第２プロテクタ部材１６Ａのテープ作成装置１へ
の取り付け方法について以下に説明する。第１プロテクタ部材１５Ａの角部にあたる両側
２箇所には、ネジ穴を中心に有する第３係合部６４、６５が設けられている。また、第１
プロテクタ部材１５Ａを装着した際、窓部８とカッターレバー１０にあたる位置に切り欠
き部５８、５９を形成することにより、窓部８に設けられた液晶ディスプレイ９の表示が
隠れることなく、またカッターレバー１０の動作も妨げられない。
【００３８】
　第１プロテクタ部材１５Ａ及び第２プロテクタ部材１６Ａを取り付ける際には、先ず、
前述した通り上側装置本体４と下側装置本体５とを接合しつつ、グリップ部材１３Ａ、１
３Ｂを取り付ける。その状態において、第１プロテクタ部材１５Ａの内部面に両面テープ
４４を貼付し、窓部８を覆うように本体２に接着する。その際、第３係合部６４、６５が
グリップ部材１３Ａ、１３Ｂに形成された第２係合部６３、６９にそれぞれ嵌合すること
で第１プロテクタ部材１５Ａは位置決めされる。その後、第３係合部６４、６５に設けら
れたネジ穴に、それぞれネジ８０を締結する。それによって、第１係合部６１、６７及び
第２係合部６３、６９及び第３係合部６４、６５がそれぞれネジ８０によって固定され、
第１プロテクタ部材１５Ａはテープ作成装置１に取り付けられる。また、ネジ８０を締結
することによって、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂも取付部４０、４１に固定されるので、
別途ネジ止めすることなく、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂをテープ作成装置１に、より確
実に固定することができる。そして、第１プロテクタ部材１５Ａの一部が、グリップ部材
１３Ａ、１３Ｂの液晶ディスプレイ９側端部を覆うように重なる。故に、グリップ部材１
３Ａ、１３Ｂの液晶ディスプレイ９側端部に指等を引っ掛けることによりグリップ部材１
３Ａ、１３Ｂが外れる虞は無い。
　また、第２プロテクタ部材１６Ａも上記と同様の方法にて、両面テープ４６により接着
し、ネジ８０を締結することで、第１係合部６０、６６及び第２係合部６２、６８及び第
３係合部７０、７１が固定され、テープ作成装置１に取り付けられる。そして、第２プロ
テクタ部材１６Ａの一部が、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの液晶ディスプレイ９とは反対
側の端部を覆うように重なる。故に、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの液晶ディスプレイ９
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とは反対側の端部に指等を引っ掛けることによりグリップ部材１３Ａ、１３Ｂが外れる虞
は無い。
【００３９】
　次に、第１プロテクタ部材１５Ｂ及び第２プロテクタ部材１６Ｂのテープ作成装置１へ
の取り付け方法について以下に説明する。背面カバー３の角部にあたるそれぞれ４箇所に
は、ネジ穴を中央に有する第１係合部７２、７３、７４、７５が形成されている。また、
第１プロテクタ部材１５Ｂ及び第２プロテクタ部材１６Ｂの両端部には、それぞれネジ穴
を中央に有する第２係合部７６、７７、７８、７９を有する。
【００４０】
　第１プロテクタ部材１５Ｂは内面部に両面テープ４５を貼付した後、背面カバー３の第
２差込部３０が設けられた角部に接着される。その際、第１係合部７２、７３が第２係合
部７６、７７に嵌合することにより、第１プロテクタ部材１５Ｂは位置決めされる。そし
て、第２係合部７６、７７に設けられたネジ穴にネジ８０を締結することにより、第１係
合部７２、７３と第２係合部７６、７７とが固定され、第１プロテクタ部材１５Ｂが取り
付けられる。
　また、第２プロテクタ部材１６Ｂも上記と同様の方法にて、両面テープ４７により接着
し、ネジ８０を締結することで、第１係合部７４、７５及び第２係合部７８、７９が固定
され、テープ作成装置１に取り付けられる。
　また、第１プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂと第２プロテクタ部材１６Ａ、１６Ｂとは、
上側装置本体４及び下側装置本体５と背面カバー３の液晶ディスプレイ９側の一端部とそ
の反対側の他端部に分かれて取り付けられ、第１プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂがグリッ
プ部材１３Ａ、１３Ｂの液晶ディスプレイ９側の一端とその反対側の他端のみに重なるだ
けなので、第１プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂと第２プロテクタ部材１６Ａ、１６Ｂを取
り付けた状態で、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂを取り付けた部分は太くならず、持ち易さ
が阻害されない。
【００４１】
　以上にて説明したとおり本実施例に係るテープ作成装置では、上側装置本体４、下側装
置本体５及び背面カバー３の一端部を被覆し、テープ作成装置１を保護する第１プロテク
タ部材１５Ａ、１５Ｂと、反対側に位置する他端部を被覆する第２プロテクタ部材１６Ａ
、１６Ｂとを、上側装置本体４及び下側装置本体５と背面カバー３との間で２分割してそ
れぞれ装着するとともに、下側装置本体５の両側にグリップ部材１３Ａ、１３Ｂを設け、
グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの上部に設けられた第１係合片５０を上側装置本体４の下端
縁５２と下側装置本体５の上端縁４０Ａとに挟持し、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂの下部
に設けられた第２係合片５１を下側装置本体４の上端縁４０Ｂと背面カバー３の上端縁５
４とに挟持することでグリップ部材１３Ａ、１３Ｂは固定されるので、第１プロテクタ部
材１５Ａ、１５Ｂ及び第２プロテクタ部材１６Ａ、１６Ｂをテープ作成装置１に装着した
状態で、背面カバー３を本体２から取り外すことが可能である。従って、テープカセット
２０や電池の交換の際には、各プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６Ｂを取り外
すことなく、交換が可能である。
　また、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂは、上側装置本体４及び下側装置本体５とで挟持さ
れることにより固定されていることから、通常の使用時においては外れる虞がなく、且つ
リサイクル時には上側装置本体４と下側装置本体５とを分離することで、容易に取り外す
ことができる。また、接着に使用されている両面テープはリムーバブルタイプ粘着材を使
用しており、接着後長時間経過した場合でも容易に引き剥がすことが可能であり、引き剥
がした後に粘着材が残ることは無い。また、下側装置本体５に設けられ、グリップ部材１
３Ａ、１３Ｂを取り付ける取付部４０、４１は、周囲に対して凹状に形成されていること
から、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂを取り付けた際に、本体２や背面カバー３と連続的な
同一面を形成するので、操作者がグリップ部材１３Ａ、１３Ｂの端部に指等を引っ掛ける
ことにより、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂが外れることを防止する。
【００４２】
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　また、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂ及び第１及び第２プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、
１６Ａ、１６Ｂは弾性を有するスチレン系エラストマー樹脂材より形成されているので、
テープ作成装置１を落下させた場合にも衝撃を和らげるとともに、滑り止めの効果を有し
、操作者の手に持ちやすくなっている。更に、本体２及び背面カバー３及び両面テープ４
２、４３、４４、４５、４６、４７においても同系列のポリスチレンを基材としているの
で、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂ及び第１及び第２プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６
Ａ、１６Ｂをテープ作成装置１より取り外さなくともリサイクル可能であり、リサイクル
性が高くなっている。
　本実施形態に係るテープ作成装置では、グリップ部材１３Ａ、１３Ｂ及び第１及び第２
プロテクタ部材１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、１６Ｂは、スチレン系エラストマー樹脂材より
形成されているが、他の弾性を有する材料、例えば、シリコンゴム等のゴムにて形成して
も良い。
　また、本実施形態に係るテープ作成装置１では、上側装置本体４及び下側装置本体５に
取り付けられる第１プロテクタ部材１５Ａと第２プロテクタ部材１６Ａとは、別体に成形
されているが、両者を連結して一体に形成しても良い。その際、キー配列部７と対向する
部分に開口を形成し、キー配列部７を露出させる。
　また、背面カバー３に取り付けられる第１プロテクタ部材１５Ｂと第２プロテクタ部材
１６Ｂも、別体に形成されているが、両者を連結して一体に形成しても良い。即ち、背面
カバー３の確認窓３２を除く前面をプロテクタ部材で被覆するように構成しても良い。
　更に、第１プロテクタ部材１５Ａと第２プロテクタ部材１６Ａとをグリップ部材１３Ａ
、１３Ｂで一体的に連結するように構成しても良い。
【００４３】
【発明の効果】
　以上説明した通り、請求項１に記載の発明によれば、上側装置本体、下側装置本体及び
カバー部材の一端部を被覆し、テープ作成装置を保護する第１プロテクタ部材と、反対側
に位置する他端部を被覆する第２プロテクタ部材とを、上側装置本体及び下側装置本体を
被覆する部分とカバー部材を被覆する部分との間で２分割してそれぞれ装着するので、第
１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材をテープ作成装置に装着した状態で、カバー部
材を下側装置本体の下面から取り外すことが可能である。従って、テープカセットの交換
の際に第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材の取り外しを行うことなく、容易に交
換が可能となる。
【００４４】
【００４５】
　また、請求項１に記載の発明によれば、第１プロテクタ部材の下側装置本体を被覆する
部分はグリップ部材の一端部側の端部を被覆し、第２プロテクタ部材の下側装置本体を被
覆する部分はグリップ部材の他端部側の端部を被覆するので、第１プロテクタ部材及び第
２プロテクタ部材をテープ作成装置に取り付けた状態においては、第１プロテクタ部材及
び第２プロテクタ部材によってグリップ部材を取り付けた部分が太くなることなく、持ち
易さが阻害されることがない。
【００４６】
　また、請求項２に記載の発明によれば、下側装置本体の両側にグリップ部材を設け、グ
リップ部材の上部を上側装置本体の下端縁と下側装置本体の上端縁とに挟持し、グリップ
部材の下部を下側装置本体の段差とカバー部材の上端縁とに挟持することでグリップ部材
は固定されるので、グリップ部材は通常の使用時においては外れ難く、且つリサイクル時
においてはカバー部材を下側装置本体から外し、上側装置本体と下側装置本体とを分離す
ることによりグリップ部材の固定が解除され容易に取り外すことができる。
【００４７】
【００４８】
　また、請求項３に記載の発明によれば、下側装置本体の両側部に、グリップ部材を取り
付けるための凹状に形成された取付部が設けられることで、取り付けられたグリップ部材
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の表面とその周囲の下側装置本体表面とは連続的な同一面を形成するので、グリップ部材
の端部に指等を引っ掛けることにより、グリップ部材が外れる虞が無い。
【００４９】
　また、請求項４に記載の発明によれば、第１プロテクタ部材、第２プロテクタ部材及び
グリップ部材がエラストマーから形成されているので、第１プロテクタ部材、第２プロテ
クタ部材はテープ作成装置を落下させた場合に衝撃を和らげるとともに装置に傷がつくこ
とを防止する。また、グリップ部材においては滑り止めの効果を有し、操作者にとって手
に持ちやすくなる。
【００５０】
　また、請求項５に記載の発明によれば、下側装置本体は、カセット収納部とともに電池
を収納する電池収納部が設けられ、カバー部材は、カセット収納部と電池収納部を開閉す
るので、カセット収納部と電池収納部のカバー部材を共通化することにより、テープカセ
ット及び電池の交換が容易となる。
【００５１】
　また、請求項６に記載の発明によれば、カバー部材の一端部に、下側装置本体の下面か
らカバー部材を着脱するための係合部が設けられ、第１プロテクタ部材はテープ作成装置
に取り付けた際に、係合部を囲むように被覆し、且つカバー部材の係合部の表面が第１プ
ロテクタ部材の表面よりも低くなるので、テープ作成装置を落下させた場合に、カバー部
材の係合部よりも先に第１プロテクタ部材が落下点に対して当接するので、カバー部材が
外れる虞が無い。
【００５２】
　更に、請求項７に記載の発明によれば、第１プロテクタ部材及び第２プロテクタ部材は
、リムーバブルタイプ粘着材を使用して、上側装置本体及び下側装置本体とカバー部材を
被覆するので、装置を分解したときに、各部材に粘着材が付着せずに分解が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態に係るテープ作成装置の概略外観斜視図である。
【図２】　本実施形態に係るテープ作成装置の背面側からの概略外観斜視図である。
【図３】　本実施形態に係るテープ作成装置の下側装置本体内部の斜視図である。
【図４】　本実施形態に係るテープ作成装置のプロテクタ部材及びグリップ部材の取り付
け方法を示す説明図である。
【図５】　本実施形態に係るテープ作成装置の背面側からみたプロテクタ部材及びグリッ
プ部材の取り付け方法を示す説明図である。
【図６】　本実施形態に係るテープ作成装置に取り付けられたグリップ部材の断面図であ
る。
【符号の説明】
　　１　　　　　　　　　テープ作成装置
　　２　　　　　　　　　本体
　　３　　　　　　　　　背面カバー
　　４　　　　　　　　　上側装置本体
　　５　　　　　　　　　下側装置本体
　　６　　　　　　　　　キー
　　７　　　　　　　　　キー配列部
　　９　　　　　　　　　液晶ディスプレイ
　　１２　　　　　　　　テープ
　　１３Ａ、１３Ｂ　　　グリップ部材
　　１５Ａ、１５Ｂ　　　第１プロテクタ部材
　　１６Ａ、１６Ｂ　　　第２プロテクタ部材
　　２０　　　　　　　　テープカセット
　　２１　　　　　　　　カセット収納部
　　２２　　　　　　　　サーマルヘッド
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　　２７　　　　　　　　電池収納部
　　３０　　　　　　　　第２差込部
　　４０、４１　　　　　取付部
　　４２、４３、４４、４５、４６、４７　　　　両面テープ
　　４８　　　　　　　　下側装置本体上端縁
　　４９　　　　　　　　下側装置本体段部
　　５０　　　　　　　　第１係合片
　　５１　　　　　　　　第２係合片
　　５２　　　　　　　　上側装置本体下端縁
　　５３　　　　　　　　係合爪
　　５４　　　　　　　　背面カバー上端縁

【図１】 【図２】
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