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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被印字媒体を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段により搬送される前記被印字媒体に対し、印字を形成する印字手段と、
を有し、
　印字形成後の前記被印字媒体により印字ラベルを作成する印字ラベル作成装置であって
、
　前記印字ラベルに対し印字形成されるテキスト文字を操作入力するためのテキスト編集
画面を表示する表示手段と、
　前記印字ラベルに印字形成される前記テキスト文字、前記印字ラベルにおいて前記テキ
スト文字に適用する装飾スタイル、前記印字ラベルにおいて前記テキスト文字を包囲する
枠、及び、前記印字ラベルにおいて前記テキスト文字とともに形成するシンボル、の組み
合わせをそれぞれ含む、予め生成された複数のサンプルラベルデータを記憶するサンプル
ラベル記憶手段と、
　前記サンプルラベル記憶手段から読み出された１つの前記サンプルラベルデータが前記
テキスト編集画面において表示された状態で、当該サンプルラベルデータに含まれる前記
テキスト文字、前記装飾スタイル、前記枠、及び前記シンボルのうち少なくとも１つを編
集操作可能な操作手段と、
　前記操作手段における前記編集操作の結果に応じた、前記テキスト文字、前記装飾スタ
イル、前記枠、及び前記シンボルを含む、印字データを生成する印字データ生成手段と、
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　前記印字データ生成手段により生成された前記印字データに対応した印字が形成された
前記印字ラベルを作成するように、前記搬送手段及び前記印字手段を連携して制御する連
携制御手段と、
　前記テキスト編集画面に表示された１つの前記サンプルラベルデータの前記テキスト文
字が、前記操作手段によって変更された場合に、その変更されたテキスト文字を用いて当
該１つのサンプルデータを上書き更新して前記サンプルラベル記憶手段に記憶する、更新
処理手段と、
を有することを特徴とする印字ラベル作成装置。
【請求項２】
　請求項１記載の印字ラベル作成装置において、
　前記操作手段は、
　１つの印字ラベルに形成される複数行にわたる前記テキスト文字が前記テキスト表示画
面に表示された状態で、前記装飾スタイル及び前記シンボルのうち少なくとも１つを、各
行ごとに個別に編集操作可能に構成されている
ことを特徴とする印字ラベル作成装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の印字ラベル作成装置において、
　前記テキスト編集画面に表示された１つの前記サンプルラベルデータの前記テキスト文
字が、前記操作手段によって変更された場合に、前記サンプルラベル記憶手段に記憶され
た他のサンプルデータに含まれる前記テキスト文字を、前記変更されたテキスト文字の内
容で置き換える、テキスト置換手段を有する
ことを特徴とする印字ラベル作成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印字ラベルを作成する印字ラベル作成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　搬送される被印字媒体に印字を形成し、印字ラベルを作成する印字ラベル作成装置が既
に知られている（例えば、特許文献１参照）。この従来技術では、テキスト文字と、この
テキスト文字を包囲する枠（飾り枠）と、を備えた印字ラベルが作成可能であり、特に、
互いに大きさの異なる複数の枠を備えた印字ラベルを作成することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－３０５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、多種多様な態様の印字ラベルを作成したいというユーザのニーズが高まっている
。この結果、印字ラベルにおいて、テキスト文字を上記枠で包囲するのみならず、テキス
ト文字自体に所望の装飾スタイル（例えばフォント種類、文字幅、書式、下線等）を適用
したり、さらにテキスト文字と共に所望のシンボルを印字形成したい、というニーズが生
じている。
【０００５】
　しかしながら、上記のような印字ラベルを作成する場合、上記すべての要素、すなわち
、テキスト文字、装飾スタイル、枠、シンボル等を、ユーザが１つ１つマニュアル操作で
設定するのは非常に煩雑であり、不便である。これを回避するために、特定のテキスト文
字、特定の装飾スタイル、特定の枠、特定のシンボル、を１つずつ適宜に組み合わせたい
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わゆるテンプレートを用意することが考えられる。この場合、ユーザは当該テンプレート
を読み出して使用するだけで足り、上記マニュアル操作の設定は必要ない。しかしながら
この場合、手軽に読み出すことはできても当該読み出したテンプレートに含まれるテキス
ト文字、装飾スタイル、枠、シンボル等を変更（編集）することはできない。この結果、
上述の多種多様なニーズには十分には対応できず、不便であった。
【０００６】
　本発明の目的は、ユーザが多種多様なラベルを容易に作成することができ、利便性を向
上できる印字ラベ作成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本願発明は、被印字媒体を搬送する搬送手段と、前記搬送
手段により搬送される前記被印字媒体に対し、印字を形成する印字手段と、を有し、印字
形成後の前記被印字媒体により印字ラベルを作成する印字ラベル作成装置であって、前記
印字ラベルに対し印字形成されるテキスト文字を操作入力するためのテキスト編集画面を
表示する表示手段と、前記印字ラベルに印字形成される前記テキスト文字、前記印字ラベ
ルにおいて前記テキスト文字に適用する装飾スタイル、前記印字ラベルにおいて前記テキ
スト文字を包囲する枠、及び、前記印字ラベルにおいて前記テキスト文字とともに形成す
るシンボル、の組み合わせをそれぞれ含む、予め生成された複数のサンプルラベルデータ
を記憶するサンプルラベル記憶手段と、前記サンプルラベル記憶手段から読み出された１
つの前記サンプルラベルデータが前記テキスト編集画面において表示された状態で、当該
サンプルラベルデータに含まれる前記テキスト文字、前記装飾スタイル、前記枠、及び前
記シンボルのうち少なくとも１つを編集操作可能な操作手段と、前記操作手段における前
記編集操作の結果に応じた、前記テキスト文字、前記装飾スタイル、前記枠、及び前記シ
ンボルを含む、印字データを生成する印字データ生成手段と、前記印字データ生成手段に
より生成された前記印字データに対応した印字が形成された前記印字ラベルを作成するよ
うに、前記搬送手段及び前記印字手段を連携して制御する連携制御手段と、前記テキスト
編集画面に表示された１つの前記サンプルラベルデータの前記テキスト文字が、前記操作
手段によって変更された場合に、その変更されたテキスト文字を用いて当該１つのサンプ
ルデータを上書き更新して前記サンプルラベル記憶手段に記憶する、更新処理手段と、を
有することを特徴とする。
 
【０００８】
　本願発明においては、搬送手段で搬送される被印字媒体に対し、印字手段によって印字
が形成されることで、印字ラベルが作成される。
【０００９】
　このとき、サンプルラベル記憶手段に、予め生成されたサンプルラベルデータが複数個
記憶されている。各サンプルラベルデータは、テキスト文字、そのテキスト文字に適用す
る装飾スタイル（例えばフォント種類、文字幅、書式、下線等）、そのテキスト文字を包
囲する枠、シンボル、の組み合わせを含んでいる。そして、それら記憶された複数のサン
プルラベルデータの中から１つが読み出されて表示手段のテキスト編集画面に表示される
と、ユーザが操作手段を操作することで、当該表示されたサンプルラベルデータに含まれ
る上記テキスト文字、装飾スタイル、枠、シンボルの少なくとも１つを、所望の内容に編
集することができる。編集後は、その編集操作内容に対応した印字データが印字データ生
成手段によって生成される。そして、連携制御手段が搬送手段及び印字手段を連携して制
御することで、上記印字データに対応する印字が形成された印字ラベルが作成される。
【００１０】
　以上の結果、ユーザは、予め記憶されている複数のサンプルラベルデータのうちの１つ
を読み出して適宜に編集するだけで、所望の態様の印字ラベルを容易に作成することがで
きる。これにより、手軽に読み出すことはできても編集が不可能なテンプレートを用いる
場合や、印字ラベルを構成するすべての要素（上記テキスト文字、装飾スタイル、枠、シ
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ンボル等）を１つ１つマニュアルで設定する必要がある場合に比べ、多種多様なラベルを
容易に作成できる。この結果、ユーザにとっての利便性を大きく向上することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザが多種多様なラベルを容易に作成することができ、利便性を向
上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態における印字ラベル作成装置を斜め上方向から見た外観を表
す斜視図である。
【図２】下カバーを開放した状態の印字ラベル作成装置を斜め下方向から見た外観を表す
斜視図である。
【図３】カートリッジの内部構造を模式的に表す拡大平面図である。
【図４】印字ラベル作成装置の制御系を表す機能ブロック図である。
【図５】サンプルラベル記憶部に記憶されたサンプルラベルデータの例を表す説明図であ
る。
【図６】テキスト編集画面でのサンプルラベルデータの編集操作の一例を説明するための
説明図である。
【図７】テキスト編集画面でのサンプルラベルデータの編集操作の他の例を説明するため
の説明図である。
【図８】サンプルラベル記憶部に記憶されているサンプルラベルデータに含まれる、詳細
データ内容を表す説明図である。
【図９】ＣＰＵによって実行される制御手順を表すフローチャートである。
【図１０】編集結果を上書きして記憶する変形例における、サンプルラベル記憶部に記憶
されたサンプルラベルデータの例を表す説明図である。
【図１１】１つのサンプルデータへの編集結果を他のサンプルデータにも反映させる変形
例における、サンプルラベル記憶部に記憶されたサンプルラベルデータの例を表す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１４】
　本実施形態の印字ラベル作成装置の概略構成について、図１～図３を用いて説明する。
図１において、この印字ラベル作成装置１は、所望の印字を行った印字済みラベル用テー
プを所定の長さに切断することにより、印字ラベルＬ（後述の図６、図７等参照）を作成
する。なお、本実施形態において印字ラベル作成装置１の前・後・左・右・上・下という
ときは、図１及び図２等に示す方向を指す。
【００１５】
　＜全体概略構成＞
　図１及び図２に示すように、印字ラベル作成装置１の筐体２は、装置下面を構成する下
カバー１５と、装置側面を構成する横カバー１６と、装置上面を構成する上カバー１７と
により構成されている。上カバー１７には、前方向から後方向に向けて、文字入力等の種
々の操作が行われるキーボード３（操作手段に相当）、印字ラベル作成装置１の各種機能
を実行させるための機能キー群４（操作手段に相当）、及び、入力した文字や記号等を表
示するための液晶ディスプレイ５（表示手段に相当）が設けられている。機能キー群４に
は、この例では、作成指示キー４Ａ、電源スイッチ４Ｂ、印刷キー４Ｃ等が含まれている
。また横カバー１６の右側後方には、印刷された印刷済ラベル用テープ１０９（後述の図
３参照）をカットするためのカッターレバー７が設けられている。
【００１６】
　印字ラベル作成装置１の下側後方には、カートリッジ８を着脱可能なカートリッジホル
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ダ９が設けられている。このカートリッジホルダ９は、印字ラベル作成装置１の前端部を
回転軸として開閉可能に構成された上記下カバー１５を閉じると覆われ、下カバー１５を
開放すると露出する。
【００１７】
　また、図２に示すように、印字ラベル作成装置１の下側後方には、カートリッジホルダ
９に隣接して、電池ＢＴ（後述の図４参照）を複数個収納可能な電池収納部７０が設けら
れている。なお、図２中、符号６０は、外部電源としてのＡＣアダプタ２２０（後述の図
４参照）の出力プラグが接続されるＤＣジャックである。
【００１８】
　＜カートリッジ＞
　図３に示すように、カートリッジ８は、筐体８Ａと、この筐体８Ａ内に配置され帯状の
基材テープ１０１が巻回された第１ロール１０２（実際は渦巻き状であるが、図では簡略
的に同心円状に示す）と、上記基材テープ１０１と略同じ幅である、透明なカバーフィル
ム１０３（被印字媒体に相当）が巻回された第２ロール１０４（実際は渦巻き状であるが
、図では簡略的に同心円状に示す）と、インクリボン１０５（熱転写リボン、但し被印字
テープが感熱テープの場合は不要）を繰り出すリボン供給側ロール１１１と、印字後のイ
ンクリボン１０５を巻取るリボン巻取りローラ１０６と、カートリッジ８のテープ排出部
の近傍に回転可能に支持されたテープ送りローラ２７と、を有する。
【００１９】
　テープ送りローラ２７は、上記基材テープ１０１と上記カバーフィルム１０３とを押圧
し接着させ上記印字済みラベル用テープ１０９としつつ、図３中矢印Ａで示す方向にテー
プ送りを行う。
【００２０】
　第１ロール１０２は、リール部材１０２ａの周りに上記基材テープ１０１を巻回してい
る。基材テープ１０１はこの例では４層構造となっており、詳細な図示を省略するが、内
側に巻かれる側よりその反対側へ向かって、適宜の粘着剤からなる貼り合わせ用粘着層、
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）等から成る色付きのベースフィルム、適宜の粘着
剤からなる貼り付け用粘着層、剥離紙の順序で積層され構成されている。
【００２１】
　第２ロール１０４は、リール部材１０４ａの周りに上記カバーフィルム１０３を巻回し
ている。第２ロール１０４より繰り出されるカバーフィルム１０３の裏面に、インクリボ
ン１０５がサーマルヘッド２３（印字手段に相当）に押圧されて当接させられる。
【００２２】
　このとき、上記のカートリッジ８の構成に対応して、カートリッジホルダ９には、上記
使用済みのインクリボン１０５を巻き取るためのリボン巻き取り軸１０７と、印字済みラ
ベル用テープ１０９を搬送するための上記テープ送りローラ２７を駆動するためのテープ
送りローラ駆動軸１０８（搬送手段に相当）とが設けられている。またカートリッジホル
ダ９には、カバーフィルム１０３に所望の印刷を行う上記サーマルヘッド２３が、カート
リッジ８の装着時にカートリッジ８の開口部１４（図２参照）に位置するように設けられ
ている。
【００２３】
　リボン巻取りローラ１０６及びテープ送りローラ２７は、カートリッジ８外に設けた例
えばパルスモータである駆動モータ２１１（後述の図４参照）の駆動力が、図示しないギ
ヤ機構を介し上記リボン巻取りローラ駆動軸１０７及び上記テープ送りローラ駆動軸１０
８に伝達されることによって、互いに連動し回転駆動される。
【００２４】
　上記構成において、カートリッジ８が上記カートリッジホルダ９に装着されロールホル
ダがリリース位置（図示省略）から図３に示す印字位置に移動されると、カバーフィルム
１０３及びインクリボン１０５が、上記サーマルヘッド２３と、このサーマルヘッド２３
に対向して設けたプラテンローラ２６との間に狭持される。これとともに、基材テープ１
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０１及びカバーフィルム１０３が、テープ送りローラ２７と、テープ送りローラ２７に対
向して設けた圧着ローラ２８との間に狭持される。そして、上記駆動モータの駆動力によ
って、リボン巻取りローラ１０６及びテープ送りローラ２７が、図３中矢印Ｂ及び矢印Ｃ
で示す方向にそれぞれ同期して回転駆動される。このとき、前述のテープ送りローラ駆動
軸１０８と上記圧着ローラ２８及びプラテンローラ２６はギヤ機構（図示せず）にて連結
されており、テープ送りローラ駆動軸１０８の駆動に伴いテープ送りローラ２７、圧着ロ
ーラ２８及びプラテンローラ２６が回転し、第１ロール１０２から基材テープ１０１が繰
り出され、上述のようにテープ送りローラ２７へ供給される。
【００２５】
　一方、第２ロール１０４からはカバーフィルム１０３が繰り出されるとともに、サーマ
ルヘッド制御回路２１７（後述の図４参照）によりサーマルヘッド２３に設けられた複数
の発熱素子が通電され、発熱する。このとき、カバーフィルム１０３の裏面側（すなわち
上記基材テープと接着される側）には、リボン巻取りローラ１０６により駆動されるイン
クリボン１０５が、上記サーマルヘッド２３に押圧されて当接させられる。この結果、カ
バーフィルム１０３の裏面に、所望の印字内容の印字データに対応した印字（詳細は後述
）が印刷される。
【００２６】
　そして、上記基材テープ１０１と上記印刷が終了したカバーフィルム１０３とが、上記
テープ送りローラ２７及び圧着ローラ２８の押圧により上記貼り合わせ用粘着層により接
着されて一体化され、印字済みラベル用テープ１０９として形成され、カートリッジ８外
へと排出される。カバーフィルム１０３への印字が終了したインクリボン１０５は、リボ
ン巻取りローラ駆動軸１０７の駆動によりリボン巻取りローラ１０６に巻取られる。
【００２７】
　カートリッジ８外へ排出された印字済みラベル用テープ１０９の搬送経路の下流側には
、固定刃４０と可動刃４１を備えた切断機構４２が設けられている。上記カッターレバー
７が操作されることにより可動刃４１が動作し、上記印字済みラベル用テープ１０９が切
断され、印字ラベルＬ（後述の図６、図７等参照）が生成される。
【００２８】
　＜制御系＞
　次に、図４を用いて、印字ラベル作成装置１の制御系について説明する。
【００２９】
　図４において、印字ラベル作成装置１は、所定の演算を行うＣＰＵ２１２を有している
。
【００３０】
　ＣＰＵ２１２には、上記液晶ディスプレイ５と、ＲＯＭ２１４と、ＲＡＭ２１３と、が
接続されている。またＣＰＵ２１２は、ＡＣアダプタ２２０に接続され印字ラベル作成装
置１の電源のオン・オフ処理を行う電源回路２１５と、上記リボン巻取りローラ駆動軸１
０７及び上記テープ送りローラ駆動軸１０８を駆動する駆動モータ２１１の駆動制御を行
うモータ駆動回路２１６と、上記サーマルヘッド２３の発熱素子の通電制御を行うサーマ
ルヘッド制御回路２１７とに接続されている。
【００３１】
　ＲＯＭ２１４には、各種制御プログラム（後述の図９のフローを実行する制御プログラ
ムを含む）が記憶されている。ＣＰＵ２１２は、ＲＡＭ２１３の一時記憶機能を利用しつ
つＲＯＭ２１４に予め記憶されたプログラムに従って信号処理を行い、それによって印字
ラベル作成装置１全体の制御を行う。
【００３２】
　＜本実施形態の特徴＞
　以上の基本構成において、本実施形態においては、最大の特徴として、予め作成され用
意されたサンプルラベルデータ（詳細は後述）を読み出して編集することによって、ユー
ザが、多種多様な印字ラベルＬを容易かつ手軽に作成することができる。以下、その詳細
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を順を追って説明する。
【００３３】
　＜サンプルラベルデータ＞
　本実施形態では、上記ＲＯＭ２１４に、サンプルラベル記憶部２１４ａ（サンプルラベ
ル記憶手段に相当）が備えられている。このサンプルラベル記憶部２１４ａに予め記憶さ
れた、サンプルラベルデータの例を、図５に示す。図５に示すように、本実施形態では、
複数（この例では１０個）のサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０が用意されている。
【００３４】
　サンプルラベルデータＬＤ１は、カテゴリ「Ｆｉｌｅ」のサンプルラベルデータの一例
であり、「ノート」の枠Ｆ１と、「Ｓａｌｅｓ　Ｒｅｐｏｒｔ」のテキスト文字Ｔ１と、
「ペーパー形状」のシンボルＳ１と、を含んでいる。
【００３５】
　サンプルラベルデータＬＤ２は、カテゴリ「Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｂｏｘ」のサンプルラベ
ルデータの一例であり、男性アバターと女性アバターとを両端部に含む「面談」の枠Ｆ２
と、「Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｌｉｓｔ」「Ｎｏ．００１－０９９」のテキスト文字Ｔ２と、
上記「Ｎｏ．００１－０９９」のテキストの両側にそれぞれ配置された「＜」「＞」のシ
ンボルＳ２と、を含んでいる。
【００３６】
　サンプルラベルデータＬＤ３は、カテゴリ「Ｋｉｔｃｈｅｎ」のサンプルラベルデータ
の一例であり、コーヒーカップとポットの絵柄を両端部にそれぞれ含む「休憩２」の枠Ｆ
３と、「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３と、を含んでいる。
【００３７】
　サンプルラベルデータＬＤ４は、カテゴリ「Ｎａｍｅ　ｂａｄｇｅ」のサンプルデータ
の一例であり、紋章状の飾りが左上及び右下に設けられた「飾り１５」の枠Ｆ４と、「Ｐ
ｅｔｅｒ　Ａ．Ｗｉｌｓｏｎ」「ＡＢＣ　Ｃｏｒｐ．」のテキスト文字Ｔ４と、上記「Ａ
ＢＣ　Ｃｏｒｐ．」のテキストの両側にそれぞれ配置された「（」「）」のシンボルＳ４
と、を含んでいる。
【００３８】
　サンプルラベルデータＬＤ５は、カテゴリ「Ｇａｒａｇｅ」のサンプルデータの一例で
あり、スパナとギヤの絵柄を両端部にそれぞれ含む「工具」の枠Ｆ５と、「Ｂｏｌｔｓ」
のテキスト文字Ｔ５と、を含んでいる。
【００３９】
　サンプルラベルデータＬＤ６は、カテゴリ「Ｓｃｒａｐｂｏｏｋｉｎｇ」のサンプルデ
ータの一例であり、太陽、パラソル、ヨットの絵柄を両端部に含む「季節２」の枠Ｆ６と
、「Ａｎｄｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｏｏｌ」「Ａｕｇ．２０１４」のテキスト文字Ｔ６と、
上記「Ａｕｇ．２０１４」のテキストの両側にそれぞれ配置された「－」「－」のシンボ
ルＳ６と、を含んでいる。
【００４０】
　サンプルラベルデータＬＤ７は、カテゴリ「Ｇａｒｄｅｎｉｎｇ」のサンプルラベルデ
ータの一例であり、花柄の「季節３」の枠Ｆ７と、「Ｒｏｓｅｍａｒｙ」のテキスト文字
Ｔ７と、を含んでいる。
【００４１】
　サンプルラベルデータＬＤ８は、カテゴリ「Ａｄｄｒｅｓｓ」のサンプルデータの一例
であり、右端にペンの絵柄を備えた「ペン」の枠Ｆ８と、「Ｌｉｓａ　Ｎｅｗｂｅｒｒｙ
」「１２３　ＡＢＣ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ，Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｃｉｔｙ」のテキスト文字
Ｔ８と、を含んでいる。
【００４２】
　サンプルラベルデータＬＤ９は、カテゴリ「Ｇｉｆｔ」のサンプルラベルデータの一例
であり、左端にリボンの絵柄を備えた「リボン２」の枠Ｆ９と、「Ｆｏｒ　Ａｌｌ　ｔｈ
ａｔ　Ｙｏｕ　Ｄｏ・・・」「Ｈａｐｐｙ　Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ　Ｄａｙ」のテキスト文字
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Ｔ９と、「Ｈａｐｐｙ　Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ　Ｄａｙ」のテキストの両側にそれぞれ配置さ
れた「プレゼント」「ハート」の絵柄のシンボルＳ９とを含んでいる。
【００４３】
　サンプルラベルデータＬＤ１０は、カテゴリ「Ｃａｕｔｉｏｎ」のサンプルラベルデー
タの一例であり、左端にメガホンの絵柄を備えた「メガホン２」の枠Ｆ１０と、「Ｗａｒ
ｎｉｎｇ！」のテキスト文字Ｔ１０と、を含んでいる。
【００４４】
　＜サンプルラベルデータの編集操作の例　その１＞
　そして、本実施形態では、サンプルラベル記憶部２１４ａから読み出された上記サンプ
ルラベルデータを、テキスト編集画面（後述）上で、ユーザが適宜に編集することができ
る。このサンプルラベルデータの編集操作の一例を図６（ａ）～（ｅ）により説明する。
【００４５】
　まず、図６（ａ）は、上記液晶ディスプレイ５にカーソルＫを含むテキスト編集画面５
Ａが表示された状態を表している。このテキスト編集画面５Ａでは、例えば上記キーボー
ド３等を用いて、ユーザは所望のテキストを入力し編集を行うことが可能である（この例
では「１２３・・・」のテキストが入力済みである）。
【００４６】
　このテキスト編集画面５Ａの表示状態で、ユーザが適宜の操作（例えば後述のように上
記機能キー群４の作成指示キー４Ａを用いた印字ラベルＬの作成開始指示）を行う。する
と、図６（ｂ）に示すように、上記サンプルラベル記憶部２１４ａに記憶されているすべ
てのサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０がサンプルラベル記憶部２１４ａ読み出され
、それらがテキスト編集画面５Ａに（例えばスクロールを介して）一覧表示される（図６
（ｂ）の右側にはサンプルラベルデータＬＤ１，ＬＤ３，ＬＤ５・・がスクロールされる
挙動を概念的に示している）。
【００４７】
　その後、ユーザが上記一覧表示されたサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０のうち１
つ（この例ではサンプルラベルデータＬＤ３）を選択すると、当該選択されたサンプルラ
ベルデータＬＤ３の内容がテキスト編集画面５Ａに（編集可能に）表示される。すなわち
この例では、上記選択に応じ、図６（ｃ）に示すように、サンプルラベルデータＬＤ３に
対応した「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキストが、テキスト編集画面５Ａ内で編集可
能な状態でカーソルＫとともに表示されている。
【００４８】
　この表示状態で、ユーザは、上記キーボード３等を操作することで、上記「Ｃｏｆｆｅ
ｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキストを編集し、内容を変更することができる。図６（ｄ）に示す
例では、「Ｓｕｇａｒ」のテキストに変更した例を示している。
【００４９】
　上記のようなユーザによる編集操作後、その編集操作内容を反映したサンプルラベルデ
ータＬＤ３により印字データが生成され、対応する印字ラベルが作成される。図６（ｅ）
に示す例では、上記編集操作に対応し、中央の「Ｓｕｇａｒ」のラベルテキストＬＴ３の
外周側を、上記「休憩２」の枠Ｆ３に対応したラベル枠ＬＦ３が取り囲んだ態様の、印字
ラベルＬ３が作成される。
【００５０】
　＜サンプルラベルデータの編集操作の例　その２＞
　サンプルラベルデータの編集操作の別の例を図７（ａ）～（ｅ）により説明する。この
例は、上記とは異なり、複数行のテキスト文字を含むサンプルラベルデータを読み込んで
、当該複数行のテキスト文字の内容を編集する場合の例である。
【００５１】
　まず、図７（ａ）は、上記同様、上記液晶ディスプレイ５にカーソルＫを含むテキスト
編集画面５Ａが表示された状態を表している。このテキスト編集画面５Ａの表示状態で、
ユーザが適宜の操作を行うことで、図７（ｂ）に示すように、上記サンプルラベルデータ



(9) JP 6299966 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

ＬＤ１～ＬＤ１０がテキスト編集画面５Ａに（例えばスクロールを介して）一覧表示され
る（図７（ｂ）の右側にはサンプルラベルデータＬＤ２，ＬＤ６，ＬＤ８・・がスクロー
ルされる挙動を概念的に示している）。
【００５２】
　その後、ユーザが上記一覧表示されたサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０のうち１
つ（この例ではサンプルラベルデータＬＤ６）を選択すると、当該選択されたサンプルラ
ベルデータＬＤ６の内容がテキスト編集画面５Ａに（編集可能に）表示される。すなわち
、図７（ｃ）に示すように、サンプルラベルデータＬＤ６に対応した、「Ａｎｄｙ　ｉｎ
　ｔｈｅ　ｐｏｏｌ」（１行目）及び「Ａｕｇ．２０１４」（２行目）のテキストが、テ
キスト編集画面５Ａ内で編集可能な状態でカーソルＫとともに表示されている。
【００５３】
　この表示状態で、ユーザは、上記キーボード３等を操作することで、上記２行のテキス
ト内容を編集し、内容を変更することができる。図７（ｄ）に示す例では、１行目の内容
を、「Ａｎｄｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｏｏｌ」から「Ｓｕｕｍｅｒ　Ｖａｃａｔｉｏｎ」の
テキストに変更した例を示している。
【００５４】
　上記のようなユーザによる編集操作後、その編集操作内容を反映したサンプルラベルデ
ータＬＤ６により印字データが生成され、対応する印字ラベルが作成される。図７（ｅ）
に示す例では、上記編集操作に対応し、中央の「Ｓｕｍｍｅｒ　Ｖａｃａｔｉｏｎ」「Ａ
ｕｇ．２０１４」の２行にわたるラベルテキストＬＴ６の外周側を、上記「季節３」の枠
Ｆ６に対応したラベル枠ＬＦ６が取り囲み、かつ「Ａｕｇ．２０１４」のテキストの左右
両側に「－」「－」のシンボルＳ６に対応したラベルシンボルＬＳ６が配置された態様の
、印字ラベルＬ６が作成される。
【００５５】
　＜装飾スタイル、枠、シンボルの編集＞
　なお、以上の図５～図７を用いて行った説明では、説明の便宜上、読み出されたサンプ
ルラベルデータのテキストのみを編集した場合を例にとって説明したが、これに限られな
い。すなわち、図８に示すように、各サンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０には、上記
テキスト文字Ｔ１～Ｔ１０、そのテキスト文字Ｔ１～Ｔ１０を包囲する枠Ｆ１～Ｆ１０、
そのテキスト文字Ｔ１～Ｔ１０に対応して配置されるシンボルＳ１，Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６，
Ｓ９、が対応づけられるとともに、さらに、各テキスト文字Ｔ１～Ｔ１０に適用する装飾
スタイル（この例では、フォント種類、文字幅、書式、下線等）が対応づけられて上記サ
ンプルラベル記憶部２１４ａ記憶されている。
【００５６】
　すなわち、図５の各段にそれぞれ対応して表す図８の各段に示すように、上記サンプル
ラベルデータＬＤ１に対して、上記「Ｓａｌｅｓ　Ｒｅｐｏｒｔ」のテキスト文字と、上
記「ノート」の枠と、が対応づけられるとともに、上記「ペーパー形状」のシンボルが、
１行目（テキスト文字が１行の場合は１行目のみが存在し２行目が存在しないとみなされ
る。以下同様）のテキストの末尾（最終）に配置されるように、対応づけられる。そして
このときの１行目の「Ｓａｌｅｓ　Ｒｅｐｏｒｔ」のテキスト文字に係わる装飾スタイル
として、フォント種類「ＨＥＬ（欧文フォント）」、文字幅「１」（適宜の単位。例えば
０．５ｉｎｃｈ相当又は１０ｍｍ相当。以下同様）、文字スタイル「Ｉ（斜体）かつＢＬ
Ｄ（太字）」、下線「ｏｆｆ（なし）」、の内容が（デフォルトとして）対応づけられて
いる。
【００５７】
　同様に、上記サンプルラベルデータＬＤ２に対して、１行目の上記「Ｃｕｓｔｏｍｅｒ
　Ｌｉｓｔ」及び２行目の「上記Ｎｏ．００１－０９９」のテキスト文字と、上記「面談
」の枠と、が対応づけられるとともに、上記「＜」のシンボルが２行目のテキストの先頭
に配置され、上記「＞」のシンボル２行目のテキストの末尾（最終）に配置されるように
、対応づけられている。そしてこのときの１行目の「Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｌｉｓｔ」のテ
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キスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＳＯＦ（ソフィアホント）」、
文字幅「３／２」、文字スタイル「ＢＬＤ（太字）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」、の内容
が（デフォルトとして）対応づけられている。また、２行目の「Ｎｏ．００１－０９９」
のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＡＴＬ」、文字幅「２／３
」、文字スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」、の内容が（デフ
ォルトとして）対応づけられている。
【００５８】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ３に対して、上記「Ｃｏｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」の
テキスト文字と、上記「休憩２」の枠と、が対応づけられる。そして、このときの１行目
の「Ｃｏｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種
類「ＢＥＬ（ベルジウムフォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「ＢＬＤ（太字）」
、下線「Ｏｆｆ（なし）」の内容が（デフォルトとして）対応づけられている。
【００５９】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ４に対して、１行目の「Ｐｅｔｅｒ　Ａ．Ｗｉｌ
ｓｏｎ」及び２行目の「ＡＢＣ　Ｃｏｒｐ．」のテキスト文字と、上記「飾り１５」の枠
と、が対応づけられると共に、上記「（」のシンボルが２行目のテキストの先頭に配置さ
れ、上記「）」のシンボルが２行目のテキストの末尾（最終）に配置されるように、対応
づけられている。そしてこのときの１行目の「Ｐｅｔｅｒ　Ａ．Ｗｉｌｓｏｎ」のテキス
ト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＢＲＵ（ブルネイフォント）」、文
字幅「３／２」、文字スタイル「ＢＬＤ（太字）」、下線「ＵＮＤ（あり）」の内容が（
デフォルトして）対応づけられている。また、２行目の「ＡＢＣ　Ｃｏｒｐ．」のテキス
ト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＨＥＬ（欧文フォント）」、文字幅
「１」、文字スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」の内容が（デ
フォルトとして）対応づけられている。
【００６０】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ５に対して、上記「Ｂｏｌｔｓ」のテキスト文字
と、上記「工具」の枠と、が対応づけられる。そして、このときの１行目の「Ｂｏｌｔｓ
」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＬＡ（レターゴシックフ
ォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（な
し）」の内容が（デフォルトとして）対応づけられている。
【００６１】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ６に対して、１行目の「Ａｎｄｙ　ｉｎ　ｔｈｅ
　ｐｏｏｌ」及び２行目の「Ａｕｇ．２０１４」のテキスト文字と、上記「季節２」の枠
と、が対応づけられると共に、上記「－」のシンボルが２行目のテキストの先頭に配置さ
れ、上記「－」のシンボルが２行目のテキストの末尾（最終）に配置されるように、対応
づけられている。そしてこのときの１行目の「Ａｎｄｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｏｏｌ」のテ
キスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＦＬＯ」、文字幅「１」、文字
スタイル「ＳＬＤ」、下線「Ｏｆｆ（なし）」の内容が（デフォルトとして）対応づけら
れている。また、２行目の「Ａｕｇ．２０１４」のテキスト文字に係わる装飾スタイルと
して、フォント種類「ＢＥＬ（ベルジウムフォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「
Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」の内容が（デフォルトとして）対応づ
けられている。
【００６２】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ７に対して、上記「Ｒｏｓｅｍａｒｙ」のテキス
ト文字と、上記「季節３」の枠と、が対応づけられる。そして、このときの１行目の「Ｒ
ｏｓｅｍａｒｙ」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＵＳ（米
文フォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ
（なし）」の内容が（デフォルトして）対応づけられている。
【００６３】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ８に対して、１行目の「Ｌｉｓａ　Ｎｅｗｂｅｒ
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ｒｙ」及び２行目の「１２３　ＡＢＣ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ，Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｃｉｔｙ
」のテキスト文字と、上記「ペン」の枠と、が対応づけられている。そしてこのときの１
行目の「Ｌｉｓａ　Ｎｅｗｂｅｒｒｙ」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フ
ォント種類「ＢＲＵ（ブルネイフォント）」、文字幅「３／２」、文字スタイル「ＢＬＤ
（太字）」、下線「ＵＮＤ（あり）」の内容が（デフォルトとして）対応づけられている
。また、２行目の「１２３　ＡＢＣ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ，Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｃｉｔｙ」
のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＵＳ（米文フォント）」、
文字幅「２／３」、文字スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」の
内容が（デフォルトとして）対応づけられている。
【００６４】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ９に対して、１行目の「Ｆｏｒ　Ａｌｌ　ｔｈａ
ｔ　Ｙｏｕ　Ｄｏ・・・」及び２行目の「Ｈａｐｐｙ　Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ　Ｄａｙ」のテ
キスト文字と、「リボン２」の枠と、が対応づけられるとともに、上記「プレゼント」の
シンボルが２行目のテキストの先頭に配置され、上記「ハート」のシンボルが２行目のテ
キストの末尾（最終）に配置されるように、対応づけられている。そしてこのときの１行
目の「Ｆｏｒ　Ａｌｌ　ｔｈａｔ　Ｙｏｕ　Ｄｏ・・・」のテキスト文字に係わる装飾ス
タイルとして、フォント種類「ｃａｌ（カリフォルニアフォント）」、文字幅「３／２」
、文字スタイル「Ｉ（斜体）＋ＳＬＤ」、下線「Ｏｆｆ（なし）」の内容が（デフォルト
として）対応づけられている。また、２行目の「Ｈａｐｐｙ　Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ　Ｄａｙ
」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「ＢＲＵ（ブルネイフォン
ト）」、文字幅「２／３」、スタイル「Ｎｏｒｍａｌ（標準）」、下線「Ｏｆｆ（なし）
」の内容が（デフォルトとして）対応づけられている。
【００６５】
　また、上記サンプルラベルデータＬＤ１０に対して、上記「Ｗａｒｎｉｎｇ！」のテキ
スト文字と、上記「メガホン２」の枠と、が対応づけられる。そして、このときの１行目
の「Ｗａｒｎｉｎｇ！」のテキスト文字に係わる装飾スタイルとして、フォント種類「Ｈ
ＥＬ（欧文フォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「Ｉ（斜体）＋ＢＬＤ（太字）」
、下線「ｏｆｆ（なし）」の内容が（デフォルトとして）対応づけられている。
【００６６】
　したがって、前述のようにして１つのサンプルラベルデータＬＤが読み出された後に、
当該サンプルデータＬＤに対して上記のようにデフォルトとして対応づけられた上記各デ
ータを、ユーザの好みに応じて、適宜に編集（変更）することができる。すなわち、前述
のように、テキスト文字を自在に入力して内容を変更可能であり、枠は予め用意された別
の枠へと変更（差し替え）可能であり、シンボルについても予め用意された別のシンボル
へと変更（差し替え）可能である。また、上記装飾スタイルのうち、フォント種類、書式
については、予め用意された別の内容へと変更可能であり、下線についてはＯＮとＯＦＦ
との間に適宜に切り替え可能であり、文字幅については、所定範囲内で所定間隔にて自在
に設定可能である。また、その際、上記サンプルラベルデータＬＤ２，ＬＤ４，ＬＤ６，
ＬＤ８，ＬＤ９に関して上述したように、１つの印字ラベルＬに複数行にわたってテキス
ト文字が含まれる場合には、複数行にわたるテキスト文字がテキスト編集画面５Ａに表示
された状態で、上記の装飾スタイルやシンボルを各行ごとに個別に編集操作（設定）でき
るようになっている。
【００６７】
　＜制御手順＞
　以上説明した手法を実現するために、ＣＰＵ２１２によって実行される処理手順を図９
に示す。
【００６８】
　図９において、例えばユーザが上記機能キー群４の電源スイッチ４Ｂを操作することに
より、このフローが開始される。
【００６９】
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　まず、ステップＳ１０では、ＣＰＵ２１２は、液晶ディスプレイ５に表示信号を出力し
、テキスト編集画面５Ａを表示させる（上記図６（ａ）参照）。
【００７０】
　その後、ステップＳ２０で、ＣＰＵ２１２は、ユーザが、例えば機能キー群４の作成指
示キー４Ａ等を行うことで、サンプルラベル記憶部２１４ａに記憶されているサンプルラ
ベルデータＬＤ１～ＬＤ１０の表示操作を行ったか否か、を判定する。表示操作が実行さ
れていない場合は、ステップＳ２０の判定が満たされず（Ｓ２０：ＮＯ）、ループ待機す
る。表示操作が実行された場合は、ステップＳ２０の判定が満たされ（Ｓ２０：ＹＥＳ）
、ステップＳ３０に移行する。
【００７１】
　ステップＳ３０では、ＣＰＵ２１２は、サンプルラベル記憶部２１４ａに記憶されてい
るサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０を読み出す（そして例えばＲＡＭ２１３に一時
的に記憶する）とともに、液晶ディスプレイ５に表示信号を出力して上記テキスト編集画
面５Ａ上に一覧表示する（上記図６（ｂ）参照）。
【００７２】
　その後、ステップＳ４０で、ＣＰＵ２１２は、上記ステップＳ３０で一覧表示されたサ
ンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０のうちのいずれか１つがキーボード３（又は機能キ
ー群４）を用いて選択されたか否かを判定する。いずれか１つが選択されていない場合は
、ステップＳ４０の判定が満たされず（Ｓ４０：ＮＯ）、ステップＳ４０の判定が満たさ
れるまでループ待機する。いずれか１つが選択された場合は、ステップＳ４０の判定が満
たされ（Ｓ４０：ＹＥＳ）、ステップＳ５０に移行する。
【００７３】
　そして、ステップＳ５０で、ＣＰＵ２１２は、上記ステップＳ４０で選択された１つの
サンプルラベルデータＬＤ３の内容を、テキスト編集画面５Ａ上に表示する。上記図６（
ｃ）の例では、前述のように、上記サンプルラベルデータＬＤ３に対応づけられた、「Ｃ
ｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字が表示される。なおこのとき、前述のようにし
て当該サンプルレベルデータＬＤ３に対応づけられた、フォント種類「ＢＥＬ（ベルジウ
ムフォント）」、文字幅「１」、文字スタイル「ＢＬＤ（太字）」、下線「Ｏｆｆ（なし
）」等の装飾スタイルの内容を、併せてテキスト編集画面５Ａ上に表示してもよい。
【００７４】
　その後、ステップＳ５１で、ＣＰＵ２１２は、上記ステップＳ５０で表示した１つのサ
ンプルラベルデータＬＤ３に対応するテキスト文字（上記図６（ｄ）の例では「Ｃｏｆｆ
ｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３）、上記装飾スタイル、上記枠、上記シンボル等
に対する、キーボード３（又は機能キー群４）を介したユーザの編集操作を受付ける。前
述の図６（ｃ）及び図６（ｄ）に示した例では、テキスト編集画面５Ａにおいて、「Ｃｏ
ｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」から「Ｃｏｆｅｅ」の文字を削除する編集操作を受け付ける。
【００７５】
　そして、ステップＳ５２では、ＣＰＵ２１２は、上記ステップＳ５１での編集操作を終
了する指示（例えば上記印刷キー４Ｃ等の押下）がなされたか否かを判定する。編集操作
の終了指示がされていない場合は、ステップＳ５２の判定が満たされず（Ｓ５２：ＮＯ）
、ステップＳ５０に戻って同様の手順（ラベル内容表示及び編集受付）を繰り返す。編集
操作の終了指示がされた場合は、ステップＳ５２の判定が満たされ（Ｓ５２：ＹＥＳ）、
ステップＳ６０に移行する。
【００７６】
　ステップＳ６０では、ＣＰＵ２１２は、上記ステップＳ５１で実行された編集操作結果
を反映したテキスト文字、装飾スタイル、枠、シンボル等に基づく印字データを生成する
。前述のように「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」から「Ｃｏｆｅｅ」の文字を削除するテキ
スト文字の編集操作のみがなされた上記図６（ｅ）の例では、上記サンプルレベルデータ
ＬＤ３に対応づけられた、フォント種類「ＢＥＬ（ベルジウムフォント）」、文字幅「１
」、文字スタイル「ＢＬＤ（太字）」、下線「Ｏｆｆ（なし）」等の装飾スタイルによる
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、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字と、そのテキスト文字の外周側を囲む、上記「休憩２」
の枠Ｆ３と、を含む、上記サーマルヘッド２３の発熱素子を通電するための印字データが
生成される。なお、このステップＳ６０を実行するＣＰＵ２１２が各請求項記載の印字デ
ータ生成手段として機能する。
【００７７】
　その後、ステップＳ７０で、ＣＰＵ２１２は、モータ駆動回路２１６に制御信号を出力
し、駆動モータ２１１によりテープ送りローラ駆動軸１０８及びリボン巻取りローラ駆動
軸１０７を駆動開始する。これにより、カバーフィルム１０３、基材テープ１０１、及び
印字済みラベル用テープ１０９（以下適宜、単にカバーフィルム１０３等」という）の搬
送が開始される。
【００７８】
　そして、ステップＳ８０で、上記のようにして搬送されるカバーフィルム１０３等が所
定の印字領域の開始位置まで搬送されたかどうか（印字領域の前端に印字ヘッド２３が正
対する搬送方向位置になるまでカバーフィルム１０３等が搬送されたかどうか）、を判定
する。この判定は、例えばステッピングモータからなる上記駆動モータ２１１のパルス数
をカウントする等、公知の適宜の手法により行えば足りる。カバーフィルム１０３等が印
字領域の開始位置まで搬送されていなければステップＳ８０の判定が満たされず（Ｓ８０
：ＮＯ）、ステップＳ８０の判定が満たされるまでループ待機する。カバーフィルム１０
３等が印字領域の開始位置まで搬送されたらステップＳ８０の判定が満たされ（Ｓ８０：
ＹＥＳ）、ステップＳ９０に移る。
【００７９】
　ステップＳ９０では、ＣＰＵ２１２は、ステップＳ６０で生成された印字データに基づ
きサーマルヘッド２３の発熱素子に通電を行う印字処理を行う。これにより、カバーフィ
ルム１０３に、上記通電された発熱素子によりインクリボン１０５のインクが転写され、
上記印字データに対応した印字が形成される。
【００８０】
　その後、ステップＳ１００では、ＣＰＵ２１２は、搬送されるカバーフィルム１０３等
が印字領域の終了位置まで搬送されたかどうか（印字領域の後端に印字ヘッド２３が正対
する搬送方向位置になるまでカバーフィルム１０３等が搬送されたかどうか）、を判定す
る。この判定も上記同様の公知の手法により行えば足りる。カバーフィルム１０３等が印
字領域の終了位置まで搬送されていなければステップＳ１００の判定が満たされず（Ｓ１
００：ＮＯ）、ステップＳ９０に戻って同様の手順を繰り返す。カバーフィルム１０３等
が印字領域の終了位置まで搬送されていればステップＳ１００の判定が満たされ（Ｓ１０
０：ＹＥＳ）、ステップＳ１１０に移る。
【００８１】
　ステップＳ１１０では、搬送されるカバーフィルム１０３等が、上記印字データに基づ
き印字領域よりラベル後端側に設定される所定の切断位置まで搬送されたかどうか（上記
切断位置に上記可動刃４１が正対する搬送方向位置になるまで、印字済みラベル用テープ
１０９が搬送されたかどうか）、を判定する。この判定も、前述と同様の公知の手法によ
り行えば足りる。カバーフィルム１０３等が切断位置まで搬送されていなければステップ
Ｓ１１０の判定が満たされず（Ｓ１１０：ＮＯ）、ステップＳ１１０の判定が満たされる
までループ待機する。カバーフィルム１０３等が切断位置まで搬送されたらステップＳ１
１０の判定が満たされ（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、ステップＳ１２０に移る。
【００８２】
　ステップＳ１２０では、モータ駆動回路２１６に制御信号を出力し、駆動モータ２１１
によるテープ送りローラ駆動軸１０８及びリボン巻取りローラ駆動軸１０７の駆動を停止
する。これにより、カバーフィルム１０３、基材テープ１０１、及び印字済みラベル用テ
ープ１０９の搬送が停止する。なお、上記ステップＳ７０～ステップＳ１２０を実行する
ＣＰＵ２１２が各請求項記載の連携制御手段として機能する。
【００８３】
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　その後、ステップＳ１３０で、液晶ディスプレイ５に表示信号を出力する。これにより
、ユーザに対し、カッターレバー７を操作し切断機構１５を動作させ上記印字済みラベル
用テープ１０９を切断するよう促す、適宜の表示が行われる。ユーザがカッターレバー７
を操作することで、印字済ラベル用テープ１０９の切断が行われ、上記ステップＳ５１で
実行された編集操作結果を反映したテキスト文字、装飾スタイル、枠、シンボル等による
印字ラベルＬが生成される。その後、このフローを終了する。
【００８４】
　以上説明したように、本実施形態では、ユーザは、予めサンプルラベル記憶部２１４ａ
に記憶されている複数のサンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０のうちの１つを読み出し
て適宜に編集するだけで、所望の態様の印字ラベルＬを容易に作成することができる。こ
れにより、手軽に読み出すことはできても編集が不可能なテンプレートを用いる場合や、
印字ラベルＬを構成するすべての要素（上記テキスト文字、装飾スタイル、枠、シンボル
等）を１つ１つマニュアルで設定する必要がある場合に比べ、多種多様なラベルを容易に
作成できる。この結果、ユーザにとっての利便性を大きく向上することができる。
【００８５】
　また、本実施形態では特に、印字ラベルＬに複数行にわたってテキスト文字が含まれる
場合（上述したサンプルラベルデータＬＤ２，ＬＤ４，ＬＤ６，ＬＤ８，ＬＤ９に係わる
編集操作参照）には、各行ごとに、装飾スタイルやシンボルを個別に設定できる。これに
より、さらに多種多様なラベルを作成できるので、ユーザにとっての利便性を確実に向上
することができる。
【００８６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸
脱しない範囲内で種々の変形が可能である。以下、そのような変形例を順を追って説明す
る。上記した本実施形態と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略又は簡略化
する。
【００８７】
（１）編集結果を上書きして記憶する場合
　本変形例では、前述したように、上記サンプルラベルデータＬＤ３が読み出された後、
その「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３が「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字
に変更された場合（上記ステップＳ５１参照）には、ＣＰＵ２１２は、その変更されたテ
キスト文字を用いて当該１つのサンプルラベルデータＬＤ３を上書き更新して上記サンプ
ルラベル記憶部２１４ａに記憶する。また同様に、上記サンプルラベルデータＬＤ６が読
み出された後、その「Ａｎｄｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｏｏｌ」のテキスト文字Ｔ６が「Ｓｕ
ｍｍｅｒ　Ｖａｃｔｉｏｎ」のテキスト文字に変更された場合（上記ステップＳ５１参照
）には、ＣＰＵ２１２は、その変更されたテキスト文字を用いて当該１つのサンプルラベ
ルデータＬＤ６を上書き更新して上記サンプルラベル記憶部２１４ａに記憶する。これら
の処理を実行するＣＰＵ２１２が各請求項記載の更新処理手段として機能する。
【００８８】
　これらの結果、上記図５に対応する図１０に示されるように、新たに記憶されたサンプ
ルラベルデータＬＤ３は、コーヒーカップとポットの絵柄を両端部にそれぞれ含む「休憩
２」の枠Ｆ３と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３′と、が含まれ、新たに記憶された
サンプルラベルデータＬＤ６は、太陽、パラソル、ヨットの絵柄を両端部に含む「季節２
」の枠Ｆ６と、「Ｓｕｍｍｅｒ　Ｖａｃａｔｉｏｎ」「Ａｕｇ．２０１４」のテキスト文
字Ｔ６′と、が含まれることとなる。
【００８９】
　本変形例においては、読み出して一度変更したサンプルラベルデータのテキスト文字の
内容が、次回移行の読み出し時には当該サンプルラベルデータの中にデフォルトとして組
み込まれることとなる。この結果、ユーザにとっての利便性をさらに確実に向上すること
ができる。
【００９０】
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　（２）１つのサンプルデータへの編集結果を他のサンプルデータにも反映させる場合
　本変形例では、前述したように、上記サンプルラベルデータＬＤ３が読み出された後、
その「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３が「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字
に変更された場合（上記ステップＳ５１参照）には、ＣＰＵ２１２は、上記サンプルラベ
ル記憶部２１４ａに記憶された他のすべてのサンプルラベルデータ（この例ではサンプル
ラベルデータＬＤ１，ＬＤ２，ＬＤ４～ＬＤ１０）に含まれるテキスト文字Ｔ１，Ｔ２，
Ｔ４～Ｔ１０を、上記変更されたテキスト文字Ｔ３′の内容（すなわち「Ｓｕｇａｒ」）
で置き換える。この処理を実行するＣＰＵ２１２が各請求項記載のテキスト置換手段とし
て機能する。
【００９１】
　上記処理の結果を、上記図５に対応する図１１に示す（但し、煩雑防止のためにサンプ
ルラベルデータＬＤ４，ＬＤ６，ＬＤ８，ＬＤ９については図示省略している）。図１１
に示されるように、上記の置き換えに対応して、新たなサンプルラベルデータＬＤ１は、
「ノート」の枠Ｆ１と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ１″と、「ペーパー形状」のシ
ンボルＳ１と、を含んでいる。
【００９２】
　同様に、新たなサンプルラベルデータＬＤ２は、男性アバターと女性アバターとを両端
部に含む「面談」の枠Ｆ２と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ２″と、を含んでいる。
新たなサンプルラベルデータＬＤ３は、コーヒーカップとポットの絵柄を両端部にそれぞ
れ含む「休憩２」の枠Ｆ３と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ３″と、を含んでいる。
新たなサンプルラベルデータＬＤ５は、スパナとギヤの絵柄を両端部にそれぞれ含む「工
具」の枠Ｆ５と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ５″と、を含んでいる。新たなサンプ
ルラベルデータＬＤ７は、花柄の「季節３」の枠Ｆ７と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字
Ｔ７″と、を含んでいる。サンプルラベルデータＬＤ１０は、左端にメガホンの絵柄を備
えた「メガホン２」の枠Ｆ１０と、「Ｓｕｇａｒ」のテキスト文字Ｔ１０″と、を含んで
いる。
【００９３】
　本変形例においては、１つのサンプルラベルデータを読み出してそのテキスト文字の内
容を変更したら、それ以外のすべてのサンプルラベルデータのテキスト文字の内容も自動
的に同じ内容に変更される。この結果、全サンプルラベルデータＬＤ１～ＬＤ１０のテキ
スト文字Ｔ１～Ｔ１０の変更を、１回の操作で一斉に行うことができるので、ユーザにと
っての利便性をさらに確実に向上することができる。
【００９４】
　なお、以上の説明において、「垂直」「平行」「平面」等の記載がある場合には、当該
記載は厳密な意味ではない。すなわち、それら「垂直」「平行」「平面」とは、設計上、
製造上の公差、誤差が許容され、「実質的に垂直」「実質的に平行」「実質的に平面」と
いう意味である。
【００９５】
　また、以上の説明において、外観上の寸法や大きさが「同一」「等しい」「異なる」等
の記載がある場合は、当該記載は厳密な意味ではない。すなわち、それら「同一」「等し
い」「異なる」とは、設計上、製造上の公差、誤差が許容され、「実質的に同一」「実質
的に等しい」「実質的に異なる」という意味である。但し、例えばしきい値や基準値等、
所定の判定基準となる値あるいは区切りとなる値の記載がある場合は、それらに対しての
「同一」「等しい」「異なる」等は、上記とは異なり、厳密な意味である。
【００９６】
　なお、以上において、図４等の各図中に示す矢印は信号の流れの一例を示すものであり
、信号の流れ方向を限定するものではない。
【００９７】
　また、図９に示すフローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものでは
なく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更
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【００９８】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ
て利用しても良い。
【００９９】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　　　　　　　印字ラベル作成装置
　３　　　　　　　　キーボード（操作手段）
　５　　　　　　　　液晶ディスプレイ（表示手段）
　２３　　　　　　　サーマルヘッド（印字手段）
　１０８　　　　　　テープ送りローラ駆動軸（搬送手段）
　２１２　　　　　　ＣＰＵ
　２１４　　　　　　ＲＯＭ
　２１４ａ　　　　　サンプルラベル記憶部（サンプルラベル記憶手段）
　Ｆ１～１０　　　　枠
　ＬＤ１～１０　　　サンプルラベルデータ
　Ｓ１，Ｓ２，Ｓ４　シンボル
　Ｓ６，Ｓ９　　　　シンボル
　Ｔ１～Ｔ１０　　　テキスト文字

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(19) JP 6299966 B2 2018.3.28

【図１１】



(20) JP 6299966 B2 2018.3.28

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ４１Ｊ    3/46     　　　　        　　　　　

(72)発明者  関　珊珊
            名古屋市瑞穂区苗代町１５番１号　ブラザー工業株式会社内

    審査官  小宮山　文男

(56)参考文献  特開２００３－０８５１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０３０６０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１９３３２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４０２１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００３６９１５（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　　３／３６　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　　３／４６　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２１／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０２３　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１７／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

