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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台紙レスラベルを巻きつけたラベルロールを保持するロールホルダーと、
　前記ラベルロールから前記台紙レスラベルを繰り出させる繰り出しローラと、
　商品情報を前記台紙レスラベルに印字する印字部と、
　前記繰り出しローラおよび前記印字部の動作を制御する制御装置と、
を備え、
　前記制御装置は、
　前記商品情報を前記台紙レスラベルに印字するためのレイアウト情報を記憶するレイア
ウト情報記憶部を有し、
　前記印字部は、前記商品情報に含まれる第１の情報が前記台紙レスラベルの長手方向に
沿って平行に並び、前記商品情報に含まれる第２の情報が前記台紙レスラベルの長手方向
に直交する方向に沿って平行に並ぶように、前記レイアウト情報に基づいて、前記商品情
報を前記台紙レスラベルに印字し、
　前記第１の情報は、商品名および価格に関する情報を含み、
　前記第２の情報は、原材料に関する情報を含み、
　前記レイアウト情報は、前記第１の情報を配置する第１の領域と、前記第２の情報を配
置する第２の領域とに関する情報を含む、
ラベル印字装置。
【請求項２】
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　前記レイアウト情報は、前記第１の領域および前記第２の領域のそれぞれに配置される
バーコードに関する情報を含み、
　前記バーコードを構成する複数のバーは、それぞれ、前記台紙レスラベルの長手方向に
沿って延びる、
請求項１に記載のラベル印字装置。
【請求項３】
　前記印字部は、前記第１の領域と前記第２の領域との境界を示すマークを、前記台紙レ
スラベルに印字する、
請求項１又は２に記載のラベル印字装置。
【請求項４】
　前記マークは、実線、破線、および鎖線のいずれかを含む、
請求項３に記載のラベル印字装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラベル印字装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生鮮食品や加工食品等の商品は、商品の上面（表面）に、商品に関する情報（商
品情報）を示すためのラベル片が貼り付けられて販売されている。商品情報をラベル片に
印字するためのラベル印字装置は、例えば、特許文献１（特願２００２－２８３６３３号
公報）に提案されている。商品情報には、商品名、価格、および原材料等が含まれる。商
品情報は、一般的に、ラベル片に横書きされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記特許文献１で提案されたラベル印字装置は、ラベル片に印字された商品
情報が、ラベル印字装置を操作するオペレータにとって視認しやすくなるように、ラベル
片の下端部となる部分から台紙レスラベルを順次排出する。すなわち、台紙レスラベルに
印字される商品情報は、台紙レスラベルの長手方向が、ラベル片の上下方向となり、台紙
レスラベルの幅方向がラベル片の幅方向となるように、台紙レスラベルに印字される。こ
こで、商品情報は、所定のフォントサイズで印字されることが好ましいため、一行に配置
できる文字数は限られる。そのため、商品情報のうち、一行で印字することが好ましい項
目（例えば、商品名）が多数の情報を含む場合には、別途、幅寸法の大きな台紙レスラベ
ルを用意する必要が生じる。
【０００４】
　本発明の課題は、印字情報の量に関わらず台紙レスラベルを効果的に用いることが可能
なラベル印字装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るラベル印字装置は、ロールホルダーと、繰り出しローラと、印字部と、制
御装置と、を備える。ロールホルダーは、台紙レスラベルを巻きつけたラベルロールを保
持する。繰り出しローラは、ラベルロールから台紙レスラベルを繰り出させる。印字部は
、商品情報を台紙レスラベルに印字する。制御装置は、繰り出しローラおよび印字部の動
作を制御する。制御装置は、レイアウト情報記憶部を有する。レイアウト情報記憶部は、
商品情報を台紙レスラベルに印字するためのレイアウト情報を記憶する。印字部は、商品
情報に含まれる第１の情報が台紙レスラベルの長手方向に沿って平行に並び、商品情報に
含まれる第２の情報が台紙レスラベルの長手方向に直交する方向に沿って平行に並ぶよう
に、レイアウト情報に基づいて、商品情報を台紙レスラベルに印字する。
【０００６】
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　本発明に係るラベル印字装置は、商品情報に含まれる一部の情報を台紙レスラベルの長
手方向に沿って平行に印字し、商品情報に含まれる他の情報を台紙レスラベルの長手方向
に直交する方向に沿って平行に印字する。また、第１の情報は、商品名および価格に関す
る情報を含み、第２の情報は、原材料に関する情報を含み、レイアウト情報は、第１の情
報を配置する第１の領域と、第２の情報を配置する第２の領域とに関する情報を含む。こ
れにより、印字情報の量に関わらず台紙レスラベルを効果的に用いることができる。また
、これにより、商品名および価格に必要な幅寸法に応じて、ラベル片の幅寸法を決定する
ことができる。
【０００７】
　また、レイアウト情報は、第１の領域および第２の領域のそれぞれに配置されるバーコ
ードに関する情報を含み、バーコードを構成する複数のバーは、それぞれ、台紙レスラベ
ルの長手方向に沿って延びることが好ましい。これにより、複数の商品が重ねられた状態
でも、バーコードを読み取ることができる。
【０００８】
　また、印字部は、第１の領域と第２の領域との境界を示すマークを、台紙レスラベルに
印字することが好ましい。これにより、商品に対して、好ましい態様でラベル片を貼りつ
けることができる。
【０００９】
　また、マークは、実線、破線、および鎖線のいずれかを含むことが好ましい。これによ
り、ラベル片を、第１の領域と第２の領域との境界で好適に折り曲げることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るラベル印字装置は、印字情報の量に関わらず台紙レスラベルを効果的に用
いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るラベル発行装置を備えた包装装置の外観斜視図である
。
【図２】包装装置のブロック図である。
【図３】ラベルロールが装着されたラベル発行装置の概略図である。
【図４】台紙レスラベルの裏面を示す図である。
【図５】第１フォーマットを用いて商品情報を印字した台紙レスラベルの表面を示す図で
ある。
【図６】第２フォーマットを用いて商品情報を印字した台紙レスラベルの表面を示す図で
ある。
【図７】メイン領域およびサブ領域を有する台紙レスラベルの貼付け例を示す図である。
【図８】商品マスタの例を示す図である。
【図９】フォーマット情報に記憶されている情報の例を示す図である。
【図１０】フォーマット情報に記憶されている情報の例を示す図である。
【図１１】ラベル発行装置の動作フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る印字装置（ラベル発行装置）１６０について、図面を参照し
ながら説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の技術的範囲を限定するものではない
。
【００１３】
　（１）全体構成
　図１は、本発明に係るラベル発行装置１６０を備えた包装装置１００の外観斜視図であ
る。図２は、包装装置１００のブロック図である。包装装置１００は、図１および図２に
示すように、主として、計量搬入機構２０、包装機構３０、操作部７０、およびラベル発
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行ユニット６０を備える。また、包装装置１００は、図２に示すように、計量搬入機構２
０、包装機構３０、操作部７０、およびラベル発行ユニット６０を制御する制御装置８０
をさらに備える。本実施形態では、包装装置１００に含まれるラベル発行ユニット６０お
よび制御装置８０をラベル発行装置１６０として説明する。
【００１４】
　計量搬入機構２０は、商品Ｐを包装装置１００の内部に搬入すると共に、商品Ｐの重量
を計量する機構である。計量搬入機構２０によって計量された商品Ｐは、包装機構３０に
搬送される。
【００１５】
　包装機構３０は、トレーや容器に入れられた商品Ｐをフィルムで包装する機構である。
包装機構３０は、主として、包装材保持ユニット３１と、包装ステーション３２と、シー
ル部３３とを含む。包装材保持ユニット３１は、フィルムロールを保持するユニットであ
る。包装ステーション３２は、フィルムロールから繰り出されたフィルムを商品Ｐの下面
側に折り込んで商品Ｐをフィルムで包装する。また、包装ステーション３２は、包装され
た商品Ｐをシール部３３へ送り出す。シール部３３は、商品Ｐの下面に折り込まれたフィ
ルムに対して熱シールを施す。
【００１６】
　操作部７０は、包装装置１００を操作する際に用いるユニットである。操作部７０は、
主として、タッチパネル７１と、機械キー７２とを含む。タッチパネル７１は、液晶ディ
スプレイと一体的に形成されている。タッチパネル７１には、包装装置１００の実行状況
や、包装装置１００で包装している商品Ｐに関する情報等が示される。タッチパネル７１
および機械キー７２によって入力された内容に基づき、包装装置１００は動作する。
【００１７】
　ラベル発行ユニット６０は、包装された商品Ｐに貼り付けるためのラベル片ＬＰを発行
する。以下、ラベル発行ユニット６０の構成および制御装置８０の構成について詳細に説
明する。
【００１８】
　（２）ラベル発行ユニットの詳細構成
　ラベル発行ユニット６０は、台紙レスラベルＬＳに商品情報を印字してラベル片ＬＰを
発行する。ラベル発行ユニット６０は、上述したように、制御装置８０によって制御され
る。台紙レスラベルＬＳとは、連続するシート状の紙部材である。台紙レスラベルＬＳは
、裏面に粘着剤が付された粘着面を有する。粘着面には、台紙が付されていない。即ち、
ラベルシートＬＳは、台紙レスである。台紙レスラベルＬＳの裏面には、図４に示すよう
に、アイマークＥＭが設けられている。アイマークＥＭは、台紙レスラベルＬＳとは異な
る色が付された部分である。アイマークＥＭは、後述するラベル検知センサ６５によって
検出される。ラベル検知センサ６５がアイマークＥＭを検出することによって、ラベルロ
ールＬＲから繰り出された台紙レスラベルＬＳの量（長さ）が判別される。アイマークＥ
Ｍは、台紙レスラベルＬＳの長手方向（台紙レスラベルＬＳが繰り出される方向）に、所
定の距離間隔を空けて設けられている。台紙レスラベルＬＳの表面には、商品情報が印字
される。台紙レスラベルＬＳの表面は、感熱発色層と剥離層とによって形成されている。
具体的に、台紙レスラベルＬＳの表面は、感熱発色層に粘着面の粘着剤が付着しないよう
に、シリコンコーティングが施されている。
【００１９】
　以下、図３を参照して、ラベル発行ユニット６０の構成を詳細に説明する。ラベル発行
ユニット６０は、主として、ロールホルダー６１、サーマルヘッド（印字部）６２、プラ
テンローラ（繰り出しローラ）６３、カッター機構６４、およびラベル検知センサ６５を
備える。
【００２０】
　（２－１）ロールホルダー
　ロールホルダー６１は、ラベルロールＬＲを回転可能に保持する機構である。ラベルロ
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ールＬＲは、シート状の台紙レスラベルＬＳが巻き付けられたロールである。ロールホル
ダー６１は、ラベルロールＬＲを装着させる装着部を有する。装着部は、回転軸を有する
。回転軸の回転駆動により、ラベルロールＬＲは回転し、台紙レスラベルＬＳが繰り出さ
れる。なお、回転軸の先端には、図示しないストッパーが取り付けられている。ストッパ
ーは、装着部に装着されたラベルロールＬＲが装着部から抜けないように規制する。台紙
レスラベルＬＳは、図３に示すように、表面を上側に向けた状態で下流に搬送される。
【００２１】
　（２－２）サーマルヘッド
　サーマルヘッド６２は、ラベルロールＬＲから繰り出されたシート状の台紙レスラベル
ＬＳの表面に商品情報等を印字する印字部である。台紙レスラベルＬＳに印字される商品
情報には、例えば、図５または図６に示すように、商品名、単価、重量（正味量）、原材
料、バーコード、金額、加工日、加工時刻、消費期限、消費時刻、カロリー、保存方法、
店名、住所などが含まれる。詳細に、台紙レスラベルＬＳの表面には、後述する各フォー
マット情報で定義された印字項目の種類に応じた商品情報が印字される。
【００２２】
　サーマルヘッド６２は、後述するプラテンローラ６３の上方に位置する。サーマルヘッ
ド６２は、台紙レスラベルＬＳの表面の感熱発色層に熱を加えて発色させ、上述の商品情
報を台紙レスラベルＬＳに印字する。
【００２３】
　（２－３）プラテンローラ
　プラテンローラ６３は、台紙レスラベルＬＳを前方へ送り出すローラである。プラテン
ローラ６３は、サーマルヘッド６２に対向するように、サーマルヘッド６２の下方に配置
されている。プラテンローラ６３は、サーマルヘッド６２との間に台紙レスラベルＬＳを
挟み込む。サーマルヘッド６２およびプラテンローラ６３の間に挟み込まれた台紙レスラ
ベルＬＳは、プラテンローラ６３の回転駆動によって排出口に向かって送り出される。
【００２４】
　（２－４）カッター機構
　カッター機構６４は、連続する台紙レスラベルＬＳから、商品情報を印字した部分を切
り離す。言い換えると、カッター機構６４は、台紙レスラベルＬＳを切断し、台紙レスラ
ベルＬＳから商品Ｐに貼り付けられるラベル片ＬＰを切り離す。
【００２５】
　カッター機構６４は、台紙レスラベルＬＳの搬送経路において、排出口の手前に配置さ
れる。また、カッター機構６４は、台紙レスラベルＬＳの搬送経路において、サーマルヘ
ッド６２およびプラテンローラ６３より下流に位置する。
【００２６】
　カッター機構６４は、移動カッター６４ａと、固定カッター６４ｂとを含む。移動カッ
ター６４ａは、台紙レスラベルＬＳの上面側に配置される。移動カッター６４ａは、図示
しないアクチュエータによって上下方向に移動可能な構成を有する。すなわち、移動カッ
ター６４ａは、台紙レスラベルＬＳに対して近接する方向および離反する方向に移動する
。固定カッター６４ｂは、台紙レスラベルＬＳの下面側に配置される。移動カッター６４
ａは、下方に移動したとき、固定カッター６４ｂとの間で台紙レスラベルＬＳを挟み込み
、台紙レスラベルＬＳからラベル片ＬＰを切り離す。カッター機構６４によって台紙レス
ラベルＬＳから切り離されたラベル片ＬＰは、商品Ｐに貼り付けられる。
【００２７】
　（２－５）ラベル検知センサ
　ラベル検知センサ６５は、光電センサである。ラベル検知センサ６５は、下流方向に搬
送される台紙レスラベルＬＳに光を照射し、台紙レスラベルＬＳから反射する光を受ける
。ラベル検知センサ６５は、台紙レスラベルＬＳから反射する光の量の違いにより、台紙
レスラベルＬＳのアイマークＥＭを検知する。ラベル検知センサ６５によってアイマーク
ＥＭが検知されると、後述する制御装置８０に検知信号が送られる。ラベル検知センサ６
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５による検知結果に基づき、台紙レスラベルＬＳの搬送量が把握される。
【００２８】
　なお、台紙レスラベルＬＳの搬送経路には、ラベル検知センサ６５の他に、複数のラベ
ル検知センサが設けられている。複数のラベル検知センサによる検知結果に基づき、台紙
レスラベルＬＳの先端位置およびラベル片の先端位置が把握される。
【００２９】
　（３）制御装置
　図２に示すように、制御装置８０は、包装装置１００に含まれる各構成と接続され、各
構成との間で信号の送受信を行う。制御装置８０は、主として、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
、ハードディスク等から構成されている。また、制御装置８０は、記憶部８１および制御
部８２として機能する。
【００３０】
　（３－１）記憶部
　記憶部８１は、包装装置１００の制御に必要な各種プログラムおよび各種情報を記憶す
る。また、記憶部８１には、ラベル片ＬＰに商品情報を印字する際に必要な情報が記憶さ
れている。具体的に、記憶部８１には、商品マスタ記憶領域８１ａと、フォーマット情報
記憶領域（レイアウト情報記憶領域）８１ｂと、選択情報記憶領域８１ｃとが確保されて
いる。
【００３１】
　（３－１－１）商品マスタ記憶領域
　商品マスタ記憶領域８１ａには、商品Ｐに関する基本情報が記憶されている。例えば、
図８に示すように、商品Ｐに関する基本情報には、呼出番号、商品名、商品コード、単価
、重量、原材料等が含まれる。また、基本情報には、商品に関するバーコード、カロリー
、品種、保存方法等のその他の情報が含まれる。
【００３２】
　商品マスタ記憶領域８１ａに記憶されている基本情報には、商品に関する他の情報が関
連付けられる。商品に関する他の情報には、例えば、商品の加工日、加工時刻、消費期限
、店名、住所などが含まれる。本実施形態において、商品情報とは、基本情報と、基本情
報に関連付けられる全ての情報を意味する。
【００３３】
　（３－１－２）フォーマット情報記憶領域
　フォーマット情報記憶領域８１ｂには、台紙レスラベルＬＳに商品情報を印字する際に
参照するフォーマットに関する情報（フォーマット情報）が記憶されている。フォーマッ
ト情報は、例えば、ラベル片ＬＰの大きさ、印字項目の種類、および印字項目のレイアウ
ト等に関する情報を定義する。
【００３４】
　フォーマット情報記憶領域８１ｂでは、図９に示すように、フォーマット番号と、フォ
ーマット情報とが関連付けて記憶されている。また、図１０に示すように、フォーマット
番号と商品番号とが関連付けて記憶されている。以下にフォーマット情報に含まれる各情
報について詳細に説明する。
【００３５】
　（ａ）ラベル片ＬＰの大きさ
　ラベル片ＬＰの大きさに関する情報とは、一のラベル片ＬＰの大きさを定義する情報で
ある。ラベル片ＬＰの大きさは、ラベル片ＬＰを貼り付ける商品Ｐの種類によって異なる
。
【００３６】
　ラベル片ＬＰの大きさとは、台紙レスラベルＬＳの長手方向の長さに対応するラベル片
ＬＰの長さを意味する。したがって、ラベル片ＬＰの大きさは、台紙レスラベルＬＳの長
手方向の長さ（繰り出し量）によって変化する。
【００３７】
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　具体的に、ラベル片ＬＰの天地方向を台紙レスラベルＬＳの幅方向として台紙レスラベ
ルＬＳの繰り出し量の変化させた場合には、ラベル片ＬＰの高さは一定で、ラベル片ＬＰ
の幅が変化する。一方、ラベル片ＬＰの天地方向を台紙レスラベルＬＳの長手方向として
台紙レスラベルＬＳの繰り出し量の変化させた場合には、ラベル片ＬＰの幅は一定で、ラ
ベル片ＬＰの高さ（上下方向の長さ）が変化する。
【００３８】
　（ｂ）印字項目の種類
　印字項目の種類に関する情報とは、ラベル片ＬＰに印字される項目の種類に関する情報
である。ラベル片ＬＰに印字する項目の種類および数は、ラベル片ＬＰを貼り付ける商品
の種類によって異なる。印字項目の種類とは、全商品情報のうち印字項目とする情報の種
類を意味する。すなわち、印字項目には、商品マスタ記憶領域８１ａに記憶されている商
品の基本情報の他、加工日や消費期限に関する情報、計量搬入機構２０によって得られた
計量情報、およびバーコード情報等が含まれる。
【００３９】
　（ｃ）印字項目のレイアウト
　印字項目のレイアウトに関する情報（レイアウト情報）には、図９に示すように、ラベ
ル片ＬＰが含む領域の種類（メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲ）と、各領域のレイアウ
トと、各領域における文字およびバーコードＢＣに関するレイアウトとに関する情報が含
まれる。
【００４０】
　（ｃ－１）ラベル片が含む領域の種類
　ラベル片ＬＰが含む領域には、メイン領域とサブ領域とが含まれる。図５は、メイン領
域ＭＲのみからなるラベル片ＬＰの例である。また、図６は、メイン領域ＭＲおよびサブ
領域ＳＲの両方からなるラベル片ＬＰの例である。メイン領域ＭＲとは、商品Ｐの表面（
上面）に貼り付けられる領域であり、サブ領域ＳＲとは、商品Ｐの側面に貼り付けられる
領域である（図７参照）。
【００４１】
　メイン領域ＭＲには、印字項目のうち、商品Ｐの基本的な情報を含む第１の情報が印字
される。第１の情報には、各印字項目に含まれる情報量が増えた場合であっても、各印字
項目に含まれる全ての情報を一行におさめる必要がある印字項目を含むこととする。言い
換えると、第１の情報は、一の印字項目に含まれる全ての文字を、複数行に亘らせずに一
行で印字させるべきである印字項目を含む。例えば、第１の情報には、商品名、単価（商
品の価格）、および重量が含まれる。本実施形態では、その他、第１の情報が、主要原材
料、カロリー、商品の加工日、加工時刻、消費期限、店名、住所等を含む。
【００４２】
　一方、サブ領域ＳＲには、印字項目のうち、商品の詳細情報を含む第２の情報が印字さ
れる。第２の情報には、各印字項目に含まれる全ての情報を、複数行に亘って印字させて
も良いような印字項目が含まれる。例えば、第２の情報には、原材料（添加物）および商
品の取り扱い方法等が含まれる。
【００４３】
　（ｃ－２）領域のレイアウト
　メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲには、それぞれ天地方向に関する情報が定義されて
いる。ここで、天地方向に関する情報とは、上下方向を定義する情報である。具体的に、
天地方向に関する情報では、各領域の上下方向が、台紙レスラベルＬＳの長手方向に直交
する方向に一致するのか、台紙レスラベルＬＳの長手方向に一致するのかを定義する。
【００４４】
　さらに、一のフォーマットにメイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲの両方が含まれる場合
には、メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲのそれぞれが、一のラベル片ＬＰにどのように
配置されるかについての領域配置情報が定義される。すなわち、領域配置情報として、ラ
ベル片ＬＰにおいてメイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲのそれぞれを配置するための座標
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が記憶されている。
【００４５】
　なお、図６に示すように、メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲの境界には、メイン領域
ＭＲおよびサブ領域ＳＲの境界を示すためのマークＢＭが設けられる。境界を示すための
マークＢＭは、例えば、台紙レスラベルＬＳの幅方向に延びる直線である。直線は、実線
、破線、および鎖線のいずれかである。
【００４６】
　（ｃ－３）文字およびバーコードに関するレイアウト
　レイアウト情報には、各領域における文字のレイアウトに関する情報と、バーコードＢ
Ｃのレイアウトに関する情報とが含まれる。
【００４７】
　文字に関するレイアウト情報として、印字項目の配置、文字方向、およびフォント・フ
ォントサイズ等に関する情報が記憶されている。印字項目の配置に関する情報とは、各印
字項目についての座標である。言い換えると、印字項目に含まれる各情報をどの場所に配
置するかをそれぞれ定義する。文字方向に関する情報とは、各領域において文字が並ぶ方
向を定義する情報である。具体的に、文字方向に関する情報では、縦書きまたは横書きの
いずれかを定義する。フォント・フォントサイズもまた、各印字項目に対してそれぞれ定
義される。
【００４８】
　また、バーコードＢＣに関するレイアウト情報として、バーコードＢＣの配置およびバ
ーｂｒの向きに関する情報が記憶されている。バーコードＢＣの配置に関する情報は、各
領域においてバーコードＢＣを配置するための座標である。また、バーｂｒの向きに関す
る情報とは、バーコードＢＣを構成する複数のバーｂｒがそれぞれいずれの方向に延びて
いるかを定義するものである。具体的には、バーｂｒの延びる方向は、いずれの場合にも
、台紙レスラベルＬＳの長手方向と一致するように設定されている。言い換えると、バー
コードＢＣは、バーコードＢＣの長手方向が、台紙レスラベルＬＳの幅方向に延びるよう
に、ラベル片ＬＰに配置される。
【００４９】
　（ｄ）フォーマット情報の例
　フォーマット情報記憶領域８１ｂには、例えば、図９に示すように、第１フォーマット
および第２フォーマットを含む複数フォーマットに関する情報（フォーマット情報）が記
憶されている。
【００５０】
　（ｄ－１）第１フォーマット
　第１フォーマットは、メイン領域ＭＲのみからなるフォーマットである（図５参照）。
メイン領域ＭＲの天地方向は、台紙レスラベルＬＳの長手方向に直交する方向である。印
字情報は横書きされる。すなわち、印字情報となる第１の情報は、台紙レスラベルＬＳの
長手方向に沿って平行に並ぶ。バーコードＢＣを構成するバーｂｒの延びる方向は、台紙
レスラベルＬＳの長手方向と一致する。また、第１フォーマットでは、印字項目として、
商品名、価格、熱量等が設定される。
【００５１】
　（ｄ－２）第２フォーマット
　第２フォーマットは、メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲからなるフォーマットである
（図６参照）。メイン領域ＭＲは、ラベル片ＬＰ全体における下側２／３の領域である。
メイン領域ＭＲの天地方向は、台紙レスラベルＬＳの長手方向に直交する方向に一致する
。印字情報は横書きされる。すなわち、商品情報（印字項目）に含まれる第１の情報は、
台紙レスラベルＬＳの長手方向に沿って平行に並ぶ。バーコードを構成するバーの延びる
方向は、台紙レスラベルＬＳの長手方向と一致する。
【００５２】
　一方、サブ領域ＳＲは、ラベル片ＬＰ全体における上側１／３の領域である。サブ領域
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ＳＲは、メイン領域ＭＲに隣接して配置される。サブ領域ＳＲの天地方向は、台紙レスラ
ベルＬＳの長手方向に一致する。より具体的に、サブ領域ＳＲは、台紙レスラベルＬＳの
長手方向において、メイン領域ＭＲに近い側が上端、メイン領域ＭＲから離れた側が下端
となるように配置される。印字情報は横書きされる。すなわち、商品情報（印字項目）に
含まれる第２の情報は、台紙レスラベルＬＳの長手方向に直交する方向に沿って平行に並
ぶ。言い換える、第２の上方は、台紙レスラベルＬＳの幅方向に沿って平行に並ぶ。バー
コードＢＣを構成するバーｂｒの延びる方向は、台紙レスラベルＬＳの長手方向と一致す
る。また、第２フォーマットでは、印字項目として、商品名、価格、熱量、原材料、添加
物等が設定される。
【００５３】
　（３－１－３）選択情報記憶領域
　選択情報記憶領域８１ｃには、操作部７０によって選択された各種情報が関連付けて記
憶される。ここで、選択情報記憶領域８１ｃに記憶される各種情報には、ラベル片ＬＰに
印字される商品に関する商品番号が含まれる。
【００５４】
　（３－２）制御部
　制御部８２は、記憶部８１に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する。ま
た、制御部８２は、選択受付部８２ａとして機能する。選択受付部８２ａは、ユーザによ
って操作部７０を介して入力された各種情報を受け付ける。選択受付部８２ａによって受
け付けられる各種情報には、印字対象となる商品の商品番号が含まれる。選択受付部８２
ａによって受け付けられた情報は、選択情報記憶領域８１ｃに記憶される。また、選択受
付部８２ａによって受け付けられた情報に基づき、制御部８２は、包装装置１００を構成
する各部に制御指令を送信する。また、制御部８２は、選択受付部８２ａによって受け付
けられた商品番号に基づいて、商品情報と、当該商品情報に対応付けられたフォーマット
情報とを呼び出す。制御部８２は、呼び出した商品情報とフォーマット情報とに基づいて
印字用のイメージデータを生成する。制御部８２は、イメージデータに基づいて台紙レス
ラベルＬＳに商品情報が印字され、ラベル片ＬＰが生成されるように、ロールホルダー６
１の回転軸、サーマルヘッド６２、プラテンローラ６３、およびカッター機構６４等を駆
動させる。
【００５５】
　（４）ラベル発行装置の動作
　次に、図１１を参照して、ラベル発行装置１６０の動作を説明する。
【００５６】
　ステップＳ１１では、操作部７０におけるユーザからの入力（商品の選択）の有無が判
定される。ステップＳ１１において、入力が判定されると、ステップＳ１２に進む。
【００５７】
　ステップＳ１２では、ステップＳ１１で入力された選択に係る商品の商品情報と、当該
商品に関連付けられたフォーマット情報を呼び出す。その後、ステップＳ１３に進む。
【００５８】
　ステップＳ１３では、ステップＳ１２において呼び出した商品情報およびフォーマット
情報に基づいて印字用のイメージデータを生成する。生成されたイメージデータは、記憶
部８１に記憶される。その後、ステップＳ１４に進む。
【００５９】
　ステップＳ１４では、装着部の回転軸を回転するとともに、プラテンローラ６３を回転
する。これにより、ラベルロールＬＲから台紙レスラベルＬＳが繰り出される。その後、
ステップＳ１５に進む。
【００６０】
　ステップＳ１５では、記憶部８１に記憶されたイメージデータに基づいて、台紙レスラ
ベルＬＳの表面に商品情報が印字される。その後、ステップＳ１６に進む。
【００６１】
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　ステップＳ１６では、ラベル検知センサ６５によって、台紙レスラベルＬＳのアイマー
クＥＭが所定数検知されたかどうかが判定される。すなわち、台紙レスラベルＬＳが所定
量（一のラベル片ＬＰに対応する量）搬送されたかどうかが判定される。ステップＳ１６
では、所定数のアイマークＥＭが検知されるまで待機し、所定数のアイマークＥＭが検知
されるとステップＳ１７に進む。
【００６２】
　ステップＳ１７では、カッター機構６４を駆動させる。すなわち、移動カッター６４ａ
を固定カッター６４ｂ側へ移動させて、連続する台紙レスラベルＬＳを、長手方向に直交
する方向に切断する。これにより、台紙レスラベルＬＳから一のラベル片ＬＰを切り離す
。
【００６３】
　（５）特徴
　（５－１）
　上記実施形態に係るラベル発行装置１６０は、制御装置８０が、商品情報を台紙レスラ
ベルに印字するための複数のフォーマット情報（レイアウト情報）を記憶する。複数のフ
ォーマット情報には、メイン領域ＭＲとサブ領域ＳＲとからなるフォーマットに関する情
報を含む。メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲについては、それぞれ天地方向が設定され
ている。また、各領域における文字方向も設定される。具体的に、メイン領域ＭＲに割り
当てられた第１の情報（商品の基本的な情報）は、台紙レスラベルの長手方向に沿って平
行に並ぶように設定される。また、サブ領域ＳＲに割り当てられた第２の領域（商品の詳
細情報）は、台紙レスラベルの長手方向に直交する方向に沿って平行に並ぶように設定さ
れる。すなわち、複数の印字情報（商品情報）のうち、メイン領域ＭＲに表示される印字
情報と、サブ領域ＳＲに表示される印字情報とが異なる文字方向に設定される。
【００６４】
　従来、商品情報は、一般的に、ラベル片に横書きされていた。ラベル片に印字される商
品情報は、ラベル印字装置を操作するオペレータにとって視認しやすくなるように、ラベ
ル片の下端部となる部分から台紙レスラベルを順次排出される。すなわち、台紙レスラベ
ルに印字される商品情報は、台紙レスラベルの長手方向がラベル片の上下方向となり、台
紙レスラベルの幅方向がラベル片の幅方向となるように、台紙レスラベルに印字される。
ここで、商品情報は、予め決められたフォントサイズで印字されることが好ましいため、
一行に配置できる文字数は限られる。そのため、商品情報のうち、一行で印字することが
好ましい項目（例えば、商品名）が多数の文字を含む場合には、別途、幅寸法の大きな台
紙レスラベルを用意する必要が生じる。すなわち、一つの印字項目が、複数行にわたって
印字されることを避けるために、情報量に応じて異なる幅寸法の台紙レスラベルを準備す
ることが必要となる。
【００６５】
　しかし、上記実施形態に係るラベル発行装置１６０は、商品名等のような商品の基本的
な情報（第１の情報）を、台紙レスラベルの長手方向に沿って平行に並ぶように設定する
フォーマットを有する。これにより、メイン領域ＭＲの寸法（具体的には、台紙レスラベ
ルＬＳの長手方向に対応する寸法）を大きく設定したフォーマットを用いることにより、
商品名の文字数が多い商品についても、新たな幅寸法の台紙レスラベルを用いることなく
、好適に商品情報を印字することができる。
【００６６】
　（５－２）
　上記実施形態に係るラベル発行装置１６０では、メイン領域ＭＲに表示させる第１の情
報が、商品名および価格に関する情報を含み、サブ領域ＳＲに表示させる第２の情報が、
原材料に関する情報を含む。これにより、商品名および価格に必要な幅寸法に応じて、メ
イン領域ＭＲの幅寸法を決定することができる。
【００６７】
　（５－３）
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　上記実施形態に係るラベル発行装置１６０では、メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲの
それぞれにバーコードＢＣが印字されるように、バーコードＢＣに関する情報がフォーマ
ットに記憶されている。また、バーコードＢＣを構成する複数のバーｂｒは、それぞれ、
台紙レスラベルの長手方向に沿って延びるような向きで配置されるように、各フォーマッ
トに記憶されている。
【００６８】
　メイン領域ＭＲとサブ領域ＳＲとは商品の異なる面に貼り付けられるように商品情報が
印字されている。具体的に、メイン領域ＭＲは、商品の表面（上面）に貼り付けられ、サ
ブ領域ＳＲは、商品の側面に貼り付けられる。したがって、バーコードＢＣがそれぞれの
領域に設けられることにより、複数の商品が重ねられた状態で、商品の表面のバーコード
ＢＣが読み取れない場合であっても、商品の側面のバーコードＢＣを読み取ることができ
る。
【００６９】
　（５－４）
　また、上記実施形態に係るラベル発行装置１６０は、メイン領域ＭＲとサブ領域ＳＲと
の境界に、境界を示すマークＢＭが印字される。具体的に、マークＢＭは、実線、破線、
および鎖線のいずれかである。これにより、メイン領域ＭＲおよびサブ領域ＳＲの境界で
ラベル片ＬＰを確実に折り曲げることができる。その結果、商品Ｐの上面に対してメイン
領域ＭＲを、商品の側面に対してサブ領域ＳＲを、それぞれ好適に貼り付けることができ
る。
【００７０】
　（６）変形例
　（６－１）変形例Ａ
　上記実施形態では、カッター機構６４によって台紙レスラベルＬＳから切り離されたラ
ベル片ＬＰがユーザによって商品に貼り付けられた。ここで、ラベル発行装置１６０は、
ラベル片ＬＰを商品に自動的に貼り付けるためのラベル貼付け機構を備えていてもよい。
【００７１】
　（６－２）変形例Ｂ
　上記実施形態で用いた台紙レスラベルＬＳは、裏面に粘着面を有すると共に、アイマー
クＥＭを有した。ここで、台紙レスラベルＬＳの裏面は、粘着部および非粘着部が台紙レ
スラベルＬＳの幅方向を横切るように交互に並ぶ面を有していてもよい。これにより、ア
イマークＥＭの代わり粘着部の位置を認識することにより、台紙レスラベルＬＳの繰り出
し量を判定することができる。
【００７２】
　（６－３）変形例Ｃ
　上記実施形態に係る包装装置１００は、他の装置と接続されていてもよい。また、制御
装置８０に記憶される情報が、当該他の装置から送られた情報であってもよい。
【００７３】
　（６－４）変形例Ｄ
　上記実施形態では、ラベル発行装置１６０として、包装装置１００に組み込まれた態様
を例に挙げて説明したが、ラベル発行装置１６０が単独で機能する構成であってもよい。
【符号の説明】
【００７４】
２０　　　　計量搬入機構
３０　　　　包装機構
６０　　　　ラベル発行ユニット
６１　　　　ロールホルダー
６２　　　　サーマルヘッド（印字部）
６３　　　　プラテンローラ（繰り出しローラ）
６４　　　　カッター機構



(12) JP 6054682 B2 2016.12.27

10

20

６５　　　　ラベル検知センサ
７０　　　　操作部
８０　　　　制御装置
８１　　　　記憶部
８１ａ　　　商品マスタ記憶領域
８１ｂ　　　フォーマット情報記憶領域（レイアウト情報記憶領域）
８１ｃ　　　選択情報記憶領域
８２　　　　制御部
８２ａ　　　選択受付部
１００　　　包装装置
１６０　　　ラベル発行装置（ラベル印字装置）
ＬＲ　　　　ラベルロール
ＬＳ　　　　台紙レスラベル
ＬＰ　　　　ラベル片
ＥＩ　　　　アイキャッチ情報
ＧＩ　　　　一般情報
ＥＲ　　　　アイキャッチ領域
ＧＲ　　　　一般領域
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７５】
【特許文献１】特願２００２－２８３６３３号公報

【図１】 【図２】
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