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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
テープ幅の異なる印字テープを使用可能なロールテープにおいて、
　円筒状の内コア部と、該内コア部の内径より大きな内径を有する円筒状の外コア部と、
を備えた二重筒構造のコア本体部と、
　少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿可能な外軸と、該外軸に同軸とされ該外
軸より一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部と、前記
外軸に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸と、を備える一対の軸部と、からな
り、
前記外コア部は、印字テープのテープ幅に応じた前記軸方向におけるコア長さを有し、
前記外コア部の前記軸方向におけるコア長さに関わらず、前記内コア部の前記軸方向にお
ける長さが印字テープの最小テープ幅と等しいか超える長さの一定長であり、
　前記コア本体部の軸方向両側から一対の前記軸部が嵌挿されることにより一体化連結さ
れたテープコアの前記外コア部外周に印字テープが巻回されてなることを特徴とするロー
ルテープ。
 
【請求項２】
　前記印字テープは、感熱紙テープであることを特徴とする請求項１に記載したロールテ
ープ。
【請求項３】
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　前記外コア部の前記軸方向におけるコア長さが前記印字テープのテープ幅と等しいか越
える長さであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載したロールテープ。
【請求項４】
一対の前記軸部の挿入部の前記軸方向における長さの合計は、前記内コア部の前記軸方向
における長さを僅かに超えない長さであることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れ
かに記載したロールテープ。
【請求項５】
　前記外軸及び前記受け軸は、円筒形状であることを特徴とする請求項１乃至請求項４の
何れかに記載したロールテープ。
【請求項６】
テープ幅の異なる印字テープを使用可能なロールテープおいて、
　円筒状の内コア部と、該内コア部の内径より大きな内径を有する円筒状の外コア部と、
を備えた二重筒構造のコア本体部と、
少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿可能な外軸と、該外軸に同軸とされ該外軸
より一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部と、前記外
軸に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸と、を備える一対の軸部と、からなり
、
前記外コア部は、印字テープのテープ幅に応じた前記軸方向におけるコア長さを有し、
前記外コア部の前記軸方向におけるコア長さに関わらず、前記内コア部の前記軸方向にお
ける長さが印字テープの最小テープ幅と等しいか超える長さの一定長であり、
　前記コア本体部の軸方向両側から一対の前記軸部が嵌挿されることにより一体化連結さ
れたテープコアの前記外コア部外周に印字テープが巻回されてなるロールテープと、
　前記軸部を回転可能に支持する一対のガイド溝と、
　前記印字テープの解かれた自由端をサーマルヘッド及び該サーマルヘッドに対向して配
置されたプラテンローラにより挟持しながら搬送し前記印字テープに印字を行う印字部を
有することを特徴とする印字装置。
【請求項７】
　前記印字テープは、感熱紙テープであることを特徴とする請求項６に記載した印字装置
。
【請求項８】
　前記外コア部の前記軸方向におけるコア長さが前記印字テープのテープ幅と等しいか越
える長さであることを特徴とする請求項６または請求項７に記載した印字装置。
【請求項９】
一対の前記軸部の挿入部の前記軸方向における長さの合計は、前記内コア部の前記軸方向
における長さを僅かに超えない長さであることを特徴とする請求項６乃至請求項８の何れ
かに記載した印字装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラベルプリンタなどに用いるロールテープ及びこのロールテープに印字を行
う印字装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、キーボードから入力され、或いは他の機器から受けた文字データなどに基づいて
テープ部材に文字列などを印字することにより、任意のラベルを作成する印字装置がある
。
【０００３】
　このような印字装置には、印字テープを収納可能とすると共に、印字手段や表示ディス
プレイ及び入力キーボードを備えた印字装置や、表示ディスプレイや入力キーボードを有
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することなく、印字テープを収納すると共にサーマルヘッド等の印字手段を備え、送り出
しローラ等によってテープを送り出しつつ印字を行う印字装置など、種々の形式のものが
ある。
【０００４】
　また、使用される印字テープにも、インクリボンとラベルテープとを収めたカセット型
とされて印字装置に装着するものや、印字が行われるテープ等のロール紙のみを印字装置
のテープ収納部に挿入するように装着するもの（例えば特許文献１）などがある。
【０００５】
　そして、この印字装置では、テープ幅の異なるテープを使用可能とするものも、数多く
使用されている。
【０００６】
　このような印字装置に用いられる印字テープとしては、今日、６ｍｍ幅、１２ｍｍ幅、
１８ｍｍ幅、３６ｍｍ幅等のものが多く用いられ、種々のテープ幅ではあっても、カセッ
ト型のものではカセットケースを共通として同一機種に使用可能とし、ロールテープ式の
ものではロール軸を共通とすることなどが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－４２８２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ロールテープ式の印字テープは、テープ使用後に破棄されるのはテープコアのみとなり
、省資源化に貢献しているも、テープ幅の異なる印字テープを所定の機種に用いる場合、
テープ幅が細くても印字装置のテープ収納部に印字テープを装着するためにテープコアは
幅の広い印字テープとの共通化を図らなければならなかった。
【０００９】
　このため、幅の広いテープコアに幅の狭いテープを巻くこととなり、資源を無駄に使用
することがあり、また、幅の広いテープコアに幅の狭いテープの中心を合わせて巻き付け
ることが困難な場合もあった。
【００１０】
　本発明は、この様な欠点を排除し、テープ幅が異なっても、印字装置への装着が容易で
あり、資源の無駄を省くことのできるテープコアを備えた印字用のロールテープを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るロールテープは、円筒状の内コア部及び該内コア部より軸方向外側に前記
内コア部の内径より大きな内径を有する円筒状の外コア部を備えたコア本体部に対して、
少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿される外軸、該外軸に同軸とされ該外軸よ
り一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部及び前記外軸
に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸を備える一対の軸部が、前記コア本体部
の軸方向両側から嵌挿されることにより一体化されたテープコアの前記外コア部外周に印
字テープが巻回されるものである。
【００１２】
　また、本発明に係る印字装置は、円筒状の内コア部及び該内コア部より軸方向外側に前
記内コア部の内径より大きな内径を有する円筒状の外コア部を備えたコア本体部に対して
、少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿される外軸、該外軸に同軸とされ該外軸
より一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部及び前記外
軸に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸を備える一対の軸部が、前記コア本体
部の軸方向両側から嵌挿されることにより一体化されたテープコアの前記外コア部外周に
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印字テープが巻回されたロールテープと、　前記軸部を回転可能に支持する一対のガイド
溝と、前記印字テープの解かれた自由端をサーマルヘッド及び該サーマルヘッドに対向し
て配置されたプラテンローラにより挟持しながら搬送し前記印字テープに印字を行う印字
部を有するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るロールテープは、外コア部と内コア部との二重筒形状とされる本体部を有
し、本体部の両側に内コア部に嵌挿可能な挿入部及び外コア部に嵌挿可能な外軸とを備え
た軸部を有するテープコアに印字テープが巻回さるものであるため、内コア部と軸部とに
より一定幅のロールテープ収納部に収納可能であり、テープ幅に合わせた外コア部として
部品の共通化を図ることができ、また、印字蔵置は、部品が共通化された幅の異なるロー
ルテープに容易に印字を行うことができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係るロールテープを使用する印字装置の一例の外観を示す図。
【図２】本発明に係るロールテープを使用する印字装置の一例のテープ収納状態を示す図
。
【図３】本発明に係るロールテープを使用する印字装置のプリンターユニットの一例を示
す図。
【図４】本発明に係るロールテープのテープコアを示す分解外観図。
【図５】本発明に係るロールテープの一例を示す断面図。
【図６】本発明に係るロールテープのテープ幅が異なる実施の形態を示す断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係るロールテープは、例えば図１に示すような印字装置10に使用されるもので
ある。
【００１６】
　この印字装置10は、図１に示したように、上面を形成するカバー部11の前端に印字され
たテープが排出される開口部17を有し、前後左右の側壁の内部に印字機構を備え、パーソ
ナルコンピュータやラベル作成用の文字入力装置からの印字データを受けるプラグ端子19
を本体部15に有するものである。
【００１７】
　この印字装置10は、図２に示すように、カバー部11の内側先端近傍にサーマルヘッド14
やカッター13を有し、図１に示した開口部17から排出された印字テープを開口部17の位置
でカッター13を用いて破断できるようにされている。
【００１８】
　また、カバー部11の内側に設けたサーマルヘッド14の位置に対向する位置の本体部15に
は、プラテンローラ31を有し、サーマルヘッド14とプラテンローラ31とで挟持した感熱紙
テープをプラテンローラ31で送り出しつつ、文字や記号、模様などの印字をサーマルヘッ
ド14により行っている。
【００１９】
　そして、ロールテープ50は、本体部15に収納されたプリンターユニット21のロールガイ
ド溝にテープコアの両端が支持されて印字装置10の本体部15に収納されるものである。
【００２０】
　このプリンターユニット21は、図３に示すように、金属板のシャーシを用い、ロールテ
ープ収納空間23やプラテンローラ31、プラテンローラ31と連動して回転するガイドローラ
33等を有するものである。
【００２１】
　このロールテープ収納空間23は、プリンターユニット21の奥側に形成され、左右の側板
37には上方が開口したＵ字形状のロールガイド溝25が形成され、テープコア60の軸部70両
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端をロールガイド溝25で支持し、ロールガイド溝25の近辺には側板37の内側にガイドリブ
27を有し、テープコア60の左右位置を定めるようにしている。
【００２２】
　そして、テープコア60に巻かれた感熱紙テープ53等の印字テープを引き出すガイドロー
ラ33をロールテープ収納空間23の前方に有し、このガイドローラ33はプラテンローラ31と
同期して回転することによりロール状に巻かれた印字テープをプラテンローラ31と共同し
て引き出すものである。
【００２３】
　この印字テープとされる感熱紙テープ53は、一面に再剥離可能な弱粘着性の粘着剤が塗
布された合成紙であって、粘着剤が塗布された面と逆の面には剥離コーティングが施され
、図４に示すようなテープコア60の本体部61に感熱紙テープ53が巻かれるものである。
【００２４】
　このテープコア60は、１個の本体部61と２個の軸部70で構成され、本体部61は円筒状の
外コア部63と円筒状の内コア部65の２重筒構造とされ、外コア部63と内コア部65を同軸と
して内コア部65が複数の板状のスポーク67により外コア部63の内側に固定され、外コア部
63の軸方向長さである幅を感熱紙テープ53の幅とほぼ一致するように形成されるものであ
る。
【００２５】
　また、軸部70は、円筒形状又は円柱形状とされる受け軸71を有し、受け軸71と同軸とさ
れる筒状の外軸73を有し、外軸73は受け軸71よりも軸方向長さが短く、外軸73と受け軸71
の一端を揃えるようにして複数の板状の補助壁81により受け軸71が外軸73の中に保持され
るものである。
【００２６】
　更に、この受け軸71と外軸73の揃えた端部には外軸73の外径に等しい直径を有する円板
状の端部壁77を有し、この端部壁77から外軸73と逆方向に挿入部75を突出させているもの
である。
【００２７】
　この挿入部75は、２枚の薄板を交差させた形状である十字型として２枚の板の交差位置
を端部壁77の中央とし、挿入部75の外側端部を結ぶ円の直径が内コア部65の内径に等しく
、挿入部75の端部壁77からの突出長さが内コア部65の軸方向長さの半分よりも僅かに短く
されているものである。
【００２８】
　また、円筒形の外軸73は、外コア部63の内径よりも僅かに小さな外径とされ、外周表面
には円周方向に等間隔として軸方向に延びる線状の突起83を複数本有するものである。
【００２９】
　従って、この２個の軸部70を本体部61の両側から各々各挿入部75を内コア部65の内部に
差し込むと、図５の（Ｂ）に示すように、各端部壁77を内コア部65の両端に当接させるよ
うにして内コア部65に嵌挿され、左右の両挿入部75の先端相互の間に僅かな間隙を残して
本体部61に軸部70が固定されることとなり、外軸73の端部壁77側を僅かに外コア部63に挿
入した状態とされる。
【００３０】
　尚、このとき、外軸73の外コア部63に嵌挿された部分の外軸73の外周面に設けた突起83
を外コア部63の内側に接触させて軸部70の固定を安定化させている。
【００３１】
　また、このとき、左右の外軸73の外側端部の相互間距離は、プリンターユニット21の左
右の側板37の内側相互間の距離よりも僅かに短い程度の略等しい長さであって、受け軸71
の外軸73から突出した部分がロールガイド溝25に挿入されてロールテープ50がロールテー
プ収納空間23に収納され、ガイドリブ27に左右の軸部70における外軸73の端部を軽く接触
させてプリンターユニット21の中心とロールテープ50の幅方向の中央とを一致させるもの
である。
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【００３２】
　そして、テープ幅の広い感熱紙テープ53によるロールテープ50は、図６の（Ａ）に示す
ように、外コア部63の軸方向長さである幅を広くし、最大幅としては、内コア部65の端部
から突出する外コア部63の軸方向長さを軸部70の外軸73の軸方向長さに等しい長さだけ内
コア部65の端部から突出させることができる。
【００３３】
　また、テープ幅の細い感熱紙テープ53の場合は、図６の（Ｂ）に示すように、外コア部
63の軸方向長さである幅を感熱紙テープ53の幅に合わせて短くするものである。
【００３４】
　このように、この実施の形態では、本体部61を内コア部65と外コア部63の二重筒構造と
し、外コア部63を印字テープである感熱紙テープ53の幅と略一致させているため、印字テ
ープのテープコア60への巻き付けに際してテープコア60の中心と印字テープの中心を合わ
せてテープコア60への印字テープの巻き付けを容易とすることができる。
【００３５】
　また、内コア部65の両側から挿入部75を嵌挿して本体部61の両側に軸部70を設けるため
、内コア部65及び軸部70の大きさ及び形状を一定として印字テープのテープ幅に係わらず
一定の機種に装着可能なロールテープ50とすることができ、テープ幅が広い場合は外軸73
の突起83を外コア部63の内側に接触させるようにして外軸73を外軸73に嵌挿可能としてい
るため、テープの引出しに際して負荷が大きくなるテープ幅の広いロールテープ50では、
本体部61と軸部70との結合を強くしたテープコア60とすることができる。
【００３６】
　従って、内コア部65の軸方向長さを一定として外コア部63の軸方向長さのみを変化させ
、同一大きさにして同一形状の軸部70を使用することにより、テープ幅の異なる印字テー
プである感熱紙テープ53であっても、内コア部65の軸方向長さ及び外軸73の軸方向長さや
受け軸71の軸方向長さが一定であるため、同一の印字装置10に装着することができる。
【００３７】
　そして、感熱紙テープ53の幅と外コア部63の幅を合わせているため、テープコア60に感
熱紙テープ53を巻きつけてロールテープ50とする際、感熱紙テープ53とテープコア60の左
右方向の中央を容易に一致させたロールテープ50とすることができる。
【００３８】
　このように、印字テープとして感熱紙テープ53を用いたロールテープ50は、インクリボ
ンを使用することなく、サーマルヘッド14により容易に文字等の印字表示が可能な印字装
置用の印字テープとすることができ、資材の無駄な消費を少なくして種々のラベルを作成
することができる。
【００３９】
　また、受け軸71と受け軸71との間にはスポーク67を設けつつ空間を形成し、受け軸71に
も軸心に沿って円筒形の中空部を設けており、テープコア60の本体部61を外コア部63と内
コア部65とにより形成し、スポーク67により内コア部65と外コア部63とを一体として間に
空間を設けているため、軸部70や本体部61を軽量化しつつ資材の節用を図ることができる
。
【００４０】
　また、挿入部75は２枚の板状体を交差させて十字形状とするものに限ることなく、端部
壁77の中心から複数方向に板状形状を放射状に配置することや、受け軸71や受け軸71と同
軸の円筒形状とすることもできる。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、そ
の他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々
の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
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れる。
【００４２】
　以下に、本願出願の最初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[１]　円筒状の内コア部及び該内コア部より軸方向外側に設けられ前記内コア部の内径よ
り大きな内径を有する円筒状の外コア部を備えたコア本体部と、
　少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿される外軸と、該外軸に同軸とされ該外
軸より一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部及び前記
外軸に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸を備える一対の軸部と、からなり、
　前記コア本体部の軸方向両側から一対の前記軸部が嵌挿されることにより一体化連結さ
れたテープコアの前記外コア部外周に印字テープが巻回されてなることを特徴とするロー
ルテープ。
 [２]　前記印字テープは、感熱紙テープであることを特徴とする前記[１]に記載したロ
ールテープ。
 [３]　前記外コア部の軸方向長さが前記印字テープのテープ幅と略等しいか越える長さ
であることを特徴とする前記[１]または前記[２]に記載したロールテープ。
 [４]　前記外コア部は、前記印字テープの幅に応じた軸方向長さを有し、前記内コア部
は、前記外コア部の軸方向長さにかかわらず、１対の前記挿入部の軸方向長さを合わせた
長さに略等しい軸方向の長さを有することを特徴とする前記[１]乃至前記[３]の何れかに
記載したロールテープ。
 [５]　前記外軸及び前記受け軸は、円筒形状であることを特徴とする前記[１]乃至前記[
４]の何れかに記載したロールテープ。
 [６]　円筒状の内コア部及び該内コア部より軸方向外側に設けられ前記内コア部の内径
より大きな内径を有する外コア部を備えたコア本体部と、
　少なくとも一部の外周が前記外コア部内に嵌挿される外軸と、該外軸に同軸とされ該外
軸より一方へ突出し前記内コア部内に少なくとも一部の外周が嵌挿される挿入部及び前記
外軸に同軸とされ前記外軸より他方へ突出する受け軸を備える一対の軸部と、からなり、
　前記コア本体部の軸方向両側から一対の前記軸部が嵌挿されることにより一体化連結さ
れたテープコアの前記外コア部外周に印字テープが巻回されてなるロールテープと、
　前記軸部を回転可能に支持する一対のガイド溝と、
　前記印字テープの解かれた自由端をサーマルヘッド及び該サーマルヘッドに対向して配
置されたプラテンローラにより挟持しながら搬送し前記印字テープに印字を行う印字部を
有することを特徴とする印字装置。
 [７]　前記印字テープは、感熱紙テープであることを特徴とする前記[６]に記載した印
字装置。
 [８]　前記外コア部の軸方向長さが前記印字テープのテープ幅と略等しいか越える長さ
であることを特徴とする前記[６]または前記[７]に記載した印字装置。
 [９]　前記外コア部は、前記印字テープの幅に応じた軸方向長さを有し、前記内コア部
は、前記外コア部の軸方向長さにかかわらず、１対の前記挿入部の軸方向長さを合わせた
長さに略等しい軸方向の長さを有することを特徴とする前記[６]乃至前記[８]の何れかに
記載した印字装置。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　印字装置
　１１　カバー部　　　　　　　　　　　　１３　カッター
　１４　サーマルヘッド　　　　　　　　　１５　本体部
　１７　開口部　　　　　　　　　　　　　１９　プラグ端子
　２１　プリンターユニット
　２３　テープ収納空間　　　　　　　　　２５　ガイド溝
　２７　ガイドリブ　　　　　　　　　　　３１　プラテンローラ
　３３　ガイドローラ　　　　　　　　　　３７　側板
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　５０　ロールテープ　　　　　　　　　　５３　感熱紙（印字）テープ
　６０　テープコア
　６１　本体部　　　　　　　　　　　　　６３　外コア部
　６５　内コア部　　　　　　　　　　　　６７　スポーク
　７０　軸部　　　　　　　　　　　　　　７１　受け軸
　７３　外軸　　　　　　　　　　　　　　７５　挿入部
　７７　端部壁　　　　　　　　　　　　　８１　補助壁
　８３　突起

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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