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(57)【要約】
【課題】テープ状部材の印刷面の色およびインクリボン
の色の印刷イメージを、ユーザーが具体的に把握できる
ように表示する印刷システム等を提供する。
【解決手段】テープ印刷装置に装着されたカートリッジ
に設けられたカートリッジ情報記録部から、カートリッ
ジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテー
プ色情報、およびカートリッジに収容されたインクリボ
ンの色に関するインク色情報が含まれるカートリッジ情
報を、読み出すカートリッジ情報読出部と、読み出され
たカートリッジ情報を取得するカートリッジ情報取得部
と、取得されたカートリッジ情報に含まれるテープ色情
報およびインク色情報に基づいて、プレビュー印刷面２
９の色およびプレビュー印刷文字３１の色を、編集画面
２４にカラー表示する表示部と、を備えた。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられたカートリッジ情報記録部から、
前記カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテープ色情報、および
前記カートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情報が含まれるカート
リッジ情報を、読み出すカートリッジ情報読出部と、
　読み出された前記カートリッジ情報を取得するカートリッジ情報取得部と、
　取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記テープ色情報および前記インク色情報
に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の色および前記インクリボンの色をカラー表示す
る表示部と、
を備えたことを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
　テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられた識別情報記録部から、前記カー
トリッジに固有の識別情報を読み出す識別情報読出部と、
　前記識別情報と、前記カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテ
ープ色情報、および前記カートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情
報が含まれるカートリッジ情報と、を関連付けた関連情報を、記録した関連情報記録部と
、
　読み出された前記識別情報を取得する識別情報取得部と、
　取得された前記識別情報に関連付けられた前記カートリッジ情報を取得するカートリッ
ジ情報取得部と、
　取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記テープ色情報および前記インク色情報
に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の色および前記インクリボンの色をカラー表示す
る表示部と、
を備えたことを特徴とする印刷システム。
【請求項３】
　前記表示部は、前記テープ色情報および前記インク色情報に基づいて、印刷プレビュー
画像をカラー表示することを特徴とする請求項１または２に記載の印刷システム。
【請求項４】
　前記カートリッジ情報には、前記テープ状部材の印刷面の模様に関するテープ模様情報
が、さらに含まれ、
　前記表示部は、前記テープ模様情報に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の模様を画
像表示することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記カートリッジ情報には、前記テープ状部材の印刷面の光沢に関するテープ光沢情報
が、さらに含まれ、
　前記表示部は、前記テープ光沢情報に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の光沢を画
像表示することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項６】
　前記カートリッジ情報には、前記カートリッジにおける前記テープ状部材の残量に関す
るテープ長情報、および前記カートリッジにおける前記インクリボンの残量に関するリボ
ン長情報が、さらに含まれ、
　前記テープ印刷装置における前記テープ状部材の消費量に応じて、記録されている前記
テープ長情報を更新し、前記テープ印刷装置における前記インクリボンの消費量に応じて
、記録されている前記リボン長情報を更新する残量情報更新部を、さらに備え、
　前記表示部は、取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記テープ長情報および前
記リボン長情報に基づいて、前記テープ状部材の残量および前記インクリボンの残量を、
さらに表示することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項７】
　前記カートリッジ情報には、前記テープ印刷装置が備えたテープカッターにより前記テ
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ープ状部材を切断することの適否を示すカット特性に関するカット特性情報が、さらに含
まれ、
　前記表示部は、取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記カット特性情報に基づ
いて、前記カット特性を、さらに表示することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか
に記載の印刷システム。
【請求項８】
　テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられたカートリッジ情報記録部から読
み出された、前記カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテープ色
情報、および前記カートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情報が含
まれるカートリッジ情報を、取得するカートリッジ情報取得部と、
　取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記テープ色情報および前記インク色情報
に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の色および前記インクリボンの色をカラー表示す
る表示部と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられた識別情報記録部から読み出され
た、前記カートリッジに固有の識別情報を取得する識別情報取得部と、
　前記識別情報と、前記カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテ
ープ色情報、および前記カートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情
報が含まれるカートリッジ情報と、を関連付けた関連情報に基づいて、取得された前記識
別情報に関連付けられた前記カートリッジ情報を取得するカートリッジ情報取得部と、
　取得された前記カートリッジ情報に含まれる前記テープ色情報および前記インク色情報
に基づいて、前記テープ状部材の印刷面の色および前記インクリボンの色をカラー表示す
る表示部と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクリボンを用いてテープ状部材に印刷を行うテープ印刷装置を備えた印
刷システム、および該印刷システムを構成する情報処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、収容した印字テープの色およびインクリボンの色に関する色情報を特定する後方
識別部（孔）が設けられたテープカセットが装着され、後方検出スイッチにより後方識別
部を検出し、その検出結果に基づいて、印字テープの色およびインクリボンの色（文字色
）を、テキスト情報としてディスプレイに表示するテープ印字装置が知られている（特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０１１４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のテープ印刷装置は、印字テープの色およびインクリボンの色の表
示を、テキスト情報として行うため、ユーザーは、印字テープの色およびインクリボンの
色を知ることはできるが、その印刷イメージを具体的に把握することが困難であった。
【０００５】
　本発明は、テープ状部材の印刷面の色およびインクリボンの色の印刷イメージを、ユー
ザーが具体的に把握できるように表示する印刷システム、および該印刷システムを構成す
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る情報処理装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の印刷システムは、テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられたカー
トリッジ情報記録部から、カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関する
テープ色情報、およびカートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情報
が含まれるカートリッジ情報を、読み出すカートリッジ情報読出部と、読み出されたカー
トリッジ情報を取得するカートリッジ情報取得部と、取得されたカートリッジ情報に含ま
れるテープ色情報およびインク色情報に基づいて、テープ状部材の印刷面の色およびイン
クリボンの色をカラー表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の情報処理装置は、テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられたカー
トリッジ情報記録部から読み出された、カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面
の色に関するテープ色情報、およびカートリッジに収容されたインクリボンの色に関する
インク色情報が含まれるカートリッジ情報を、取得するカートリッジ情報取得部と、取得
されたカートリッジ情報に含まれるテープ色情報およびインク色情報に基づいて、テープ
状部材の印刷面の色およびインクリボンの色をカラー表示する表示部と、を備えたことを
特徴とする。
【０００８】
　この構成によれば、テープ印刷装置に装着されたカートリッジのカートリッジ情報記録
部から読み出されたカートリッジ情報、すなわち、テープ状部材の印刷面の色に関するテ
ープ色情報、およびインクリボンの色に関するインク色情報に基づいて、表示部が、テー
プ状部材の印刷面の色およびインクリボンの色をカラー表示する。したがって、テープ状
部材の印刷面の色およびインクリボンの色（文字色）の印刷イメージを、ユーザーが具体
的に把握できるように表示することができる。
【０００９】
　本発明の他の印刷システムは、テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられた
識別情報記録部から、カートリッジに固有の識別情報を読み出す識別情報読出部と、識別
情報と、カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテープ色情報、お
よびカートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情報が含まれるカート
リッジ情報と、を関連付けた関連情報を、記録した関連情報記録部と、読み出された識別
情報を取得する識別情報取得部と、取得された識別情報に関連付けられたカートリッジ情
報を取得するカートリッジ情報取得部と、取得されたカートリッジ情報に含まれるテープ
色情報およびインク色情報に基づいて、テープ状部材の印刷面の色およびインクリボンの
色をカラー表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の他の情報処理装置は、テープ印刷装置に装着されたカートリッジに設けられた
識別情報記録部から読み出された、カートリッジに固有の識別情報を取得する識別情報取
得部と、識別情報と、カートリッジに収容されたテープ状部材の印刷面の色に関するテー
プ色情報、およびカートリッジに収容されたインクリボンの色に関するインク色情報が含
まれるカートリッジ情報と、を関連付けた関連情報に基づいて、取得された識別情報に関
連付けられたカートリッジ情報を取得するカートリッジ情報取得部と、取得されたカート
リッジ情報に含まれるテープ色情報およびインク色情報に基づいて、テープ状部材の印刷
面の色およびインクリボンの色をカラー表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、テープ印刷装置に装着されたカートリッジの識別情報記録部から読
み出された識別情報と関連付けられたカートリッジ情報、すなわち、テープ状部材の印刷
面の色に関するテープ色情報、およびインクリボンの色に関するインク色情報に基づいて
、表示部が、テープ状部材の印刷面の色およびインクリボンの色をカラー表示する。した
がって、テープ状部材の印刷面の色およびインクリボンの色（文字色）の印刷イメージを
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、ユーザーが具体的に把握できるように表示することができる。
【００１２】
　上記の印刷システムにおいて、表示部は、テープ色情報およびインク色情報に基づいて
、印刷プレビュー画像をカラー表示することが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、表示部が、印刷プレビュー画像において、テープ状部材の印刷面を
、テープ色情報に基づいてカラー表示すると共に、印刷文字や図形等を、リボン色情報に
基づいてカラー表示する。したがって、印刷後のテープ状部材の印刷イメージを、ユーザ
ーが具体的に把握できるように表示することができる。
【００１４】
　上記の印刷システムにおいて、カートリッジ情報には、テープ状部材の印刷面の模様に
関するテープ模様情報が、さらに含まれ、表示部は、テープ模様情報に基づいて、テープ
状部材の印刷面の模様を画像表示することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、取得されたカートリッジ情報に含まれた、テープ状部材の印刷面の
模様に関するテープ模様情報に基づいて、表示部が、テープ状部材の印刷面の模様を画像
表示する。したがって、テープ状部材の印刷面の模様のイメージを、ユーザーが具体的に
把握できるように表示することができる。
【００１６】
　上記の印刷システムにおいて、カートリッジ情報には、テープ状部材の印刷面の光沢に
関するテープ光沢情報が、さらに含まれ、表示部は、テープ光沢情報に基づいて、テープ
状部材の印刷面の光沢を画像表示することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、取得されたカートリッジ情報に含まれた、テープ状部材の印刷面の
光沢に関するテープ光沢情報に基づいて、表示部が、テープ状部材の印刷面の光沢を画像
表示する。したがって、テープ状部材の印刷面の光沢のイメージを、ユーザーが具体的に
把握できるように表示することができる。
【００１８】
　上記の印刷システムにおいて、カートリッジ情報には、カートリッジにおけるテープ状
部材の残量に関するテープ長情報、およびカートリッジにおけるインクリボンの残量に関
するリボン長情報が、さらに含まれ、テープ印刷装置におけるテープ状部材の消費量に応
じて、記録されているテープ長情報を更新し、テープ印刷装置におけるインクリボンの消
費量に応じて、記録されているリボン長情報を更新する残量情報更新部を、さらに備え、
表示部は、取得されたカートリッジ情報に含まれるテープ長情報およびリボン長情報に基
づいて、テープ状部材の残量およびインクリボンの残量を、さらに表示することが好まし
い。
【００１９】
　この構成によれば、表示部が、テープ印刷装置におけるテープ状部材やインクリボンの
消費量に応じて更新された残量情報に基づいて、テープ状部材の残量およびインクリボン
の残量を表示する。したがって、ユーザーが、テープ印刷装置に装着されているカートリ
ッジに、テープ状部材やインクリボンがどの程度残っているのかを、容易に把握すること
ができる。
【００２０】
　上記の印刷システムにおいて、カートリッジ情報には、テープ印刷装置が備えたテープ
カッターによりテープ状部材を切断することの適否を示すカット特性に関するカット特性
情報が、さらに含まれ、表示部は、取得されたカートリッジ情報に含まれるカット特性情
報に基づいて、カット特性を、さらに表示することが好ましい。
【００２１】
　テープ状部材のなかには、テープ印刷装置に備えられたテープカッターの刃の摩耗を防
ぐため、テープ状部材をテープカッターで切断しない方が好ましいもの（例えば、布製の
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テープ状部材や厚手のテープ状部材）が存在する場合が考えられる。
　この点、本構成によれば、取得されたカートリッジ情報に含まれた、テープカッターに
よりテープ状部材を切断することの適否を示すカット特性に関するカット特性情報に基づ
いて、表示部が、カット特性を表示する。したがって、ユーザーが、テープ状部材をテー
プカッターで切断しても問題ないか否かを、容易に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図２】印刷システムの制御構成を示すブロック図である。
【図３】第１～第３カートリッジに収容されているテープ状部材の印刷面の色などを示す
表である。
【図４】第１カートリッジがテープ印刷装置に装着された場合に、携帯端末のタッチパネ
ルに表示される編集画面の例を示す図である。
【図５】第２カートリッジがテープ印刷装置に装着された場合に、携帯端末のタッチパネ
ルに表示される編集画面の例を示す図である。
【図６】第３カートリッジがテープ印刷装置に装着された場合に、携帯端末のタッチパネ
ルに表示される編集画面の例を示す図である。
【図７】第３カートリッジがテープ印刷装置に装着された場合に、携帯端末のタッチパネ
ルに表示されるカートリッジ情報画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の印刷システムおよび情報処理装置に係る一実施
形態について説明する。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態の印刷システム１は、情報処理装置としての携帯端末２
と、テープ印刷装置３とから構成されている。テープ印刷装置３は、例えばＵＳＢ（Univ
ersal Serial Bus）ケーブル４で接続された無線ＬＡＮ（Local Area Network）ルーター
５を介して、携帯端末２と通信可能に無線接続されている。すなわち、無線ＬＡＮルータ
ー５は、プリントサーバーとして機能している。もちろん、テープ印刷装置３と携帯端末
２とを、無線ＬＡＮルーター５を介さず、無線或いは有線で、直接接続可能な構成として
もよい。
【００２５】
　印刷システム１では、携帯端末２が、ユーザーによる入力に基づいて作成した印刷デー
タを、テープ印刷装置３に送信する。また、テープ印刷装置３が、携帯端末２から受信し
た印刷データに基づいて、テープ状部材６に印刷を行う。
【００２６】
　携帯端末２は、タブレット端末やスマートフォンであり、タッチパネル７および操作ボ
タン８を備えている。タッチパネル７は、ユーザーに対して後述する編集画面２４などを
カラー表示する表示部として機能すると共に、ユーザーからの画面上に対するタッチ操作
（いわゆる、タップ、フリップ、ピンチ、ドラッグなど）を検出する。操作ボタン８は、
物理的な操作子であり、電源ＯＮ／ＯＦＦ機能や、アプリケーションの終了機能など、特
定の機能が割り当てられている。
【００２７】
　テープ印刷装置３は、カートリッジ９が着脱可能に構成されている。カートリッジ９は
、テープ状部材６と、図示しないインクリボンと、プラテンローラーと、これらを収容し
たカートリッジケースとで構成されている。テープ印刷装置３は、携帯端末２から受信し
た印刷データに基づいて、カートリッジ９からテープ状部材６をテープ排出口１０に向け
て繰り出しつつ、印刷処理を行う。テープ状部材６の印刷済み部分は、テープ印刷装置３
に備えられたテープカッター１８（図２参照）により、或いは、装置外のハサミ等により
、切り離される。切り離されたテープ片は、ラベル等として用いられる。
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【００２８】
　カートリッジ９には、テープ状部材６の色、光沢、模様、幅、材質、インクリボンの色
、幅などが異なる、複数種類のものが用意されている。カートリッジ９には、後述するカ
ートリッジ情報を記録した情報記録部１１（カートリッジ情報記録部）が搭載されている
。情報記録部１１は、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）で構成されており、
図示しないが、書換可能なＩＣチップと、カートリッジ情報の送受信を非接触で行うため
のタグ側アンテナとを有している。なお、ＲＦＩＤに代えて、接触型のＩＣタグを用いて
もよい。
【００２９】
　次に、図２を参照し、印刷システム１の制御構成について説明する。携帯端末２は、タ
ッチパネル７と、無線通信インターフェース１２と、フラッシュメモリー１３と、端末側
制御部１４とを備えている。
【００３０】
　無線通信インターフェース１２は、無線ＬＡＮルータ５との通信を行うものであり、印
刷データやカートリッジ情報などの送受信に用いられ、カートリッジ情報取得部として機
能する。フラッシュメモリー１３は、専用アプリケーション１５を記憶している。専用ア
プリケーション１５は、後述する編集画面２４（図４等参照）をタッチパネル７に表示す
ると共に、編集画面２４におけるユーザーからの入力（タッチ操作）に基づいて、印刷デ
ータを作成するためのアプリケーションである。専用アプリケーション１５は、所定のサ
ーバー（Ｗｅｂサイト）からダウンロードされ、インストールされている。
【００３１】
　端末側制御部１４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等から成り、専用アプリケーション１５に基づく
印刷データ生成処理、テープ印刷装置３との通信処理、タッチパネル７の表示制御処理、
タッチパネル７の操作検出制御処理など、各種処理を制御する。
【００３２】
一方、テープ印刷装置３は、送りモーター１６と、印刷ヘッド１７と、テープカッター１
８と、カッターモーター１９と、情報読書き部２１と、有線通信インターフェース２２と
、装置側制御部２３とを備えている。
【００３３】
　送りモーター１６は、プラテンローラーを回転駆動する。印刷ヘッド１７は、サーマル
方式のものである。印刷ヘッド１７およびプラテンローラーが協働して、相互間に挟み込
んだテープ状部材６およびインクリボンを繰り出して送りつつ、テープ状部材６に印刷を
行う。テープカッター１８は、送られてきたテープ状部材６をテープ幅方向に切断する。
カッターモーター１９は、テープカッター１８を切断動作させる。
【００３４】
　情報読書き部２１は、装置側アンテナ（図示省略）を有し、情報記録部１１に対するカ
ートリッジ情報の読出しおよび書込みを行う。有線通信インターフェース２２は、ＵＳＢ
インターフェースなどにより構成され、印刷データやカートリッジ情報などの送受信に用
いられる。
【００３５】
　装置側制御部２３は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等から成り、テープ印刷装置３の各
部を制御する。ＲＯＭ内には、ＣＰＵが各種制御を行うための制御プログラムおよび制御
情報を記憶している。制御プログラムとしては、携帯端末２から送信された各種コマンド
を解析するためのコマンド解析プログラムや、印刷処理および切断処理を行うための印刷
／切断処理プログラムなどが含まれる。
【００３６】
　以上のように構成された印刷システム１において、ユーザーにより、テープ印刷装置３
にカートリッジ９が装着されると、テープ印刷装置３では、情報読書き部２１（カートリ
ッジ情報読出部）が、装着されたカートリッジ９に搭載された情報記録部１１からカート
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リッジ情報を読み出す。さらに、テープ印刷装置３では、有線通信インターフェース２２
が、読み出されたカートリッジ情報を、携帯端末２に送信する。携帯端末２では、無線通
信インターフェース１２が、テープ印刷装置３から送信されたカートリッジ情報を受信す
ると、タッチパネル７が、受信したカートリッジ情報に基づいて、後述する編集画面２４
の表示を行う。
【００３７】
　ユーザーが、編集画面２４において印刷しようとするテキストを編集した後、印刷実行
を指示すると、携帯端末２が、テープ印刷装置３に印刷データを送信し、テープ印刷装置
３が、送信された印刷データに基づいて、印刷・切断処理を行う。
【００３８】
　続いて、携帯端末２が表示する編集画面２４について具体的に説明する。編集画面２４
は、テープ印刷装置３から送信されたカートリッジ情報に基づいて表示される。そこで、
まず、カートリッジ９の情報記録部１１に記録されているカートリッジ情報について説明
する。
【００３９】
　カートリッジ情報には、例えば、テープ色情報、テープ模様情報、テープ初期長情報、
テープ長情報、テープ幅情報、テープ材質情報、テープ厚さ情報、カット特性情報、リボ
ン色情報、リボン初期長情報、リボン長情報、印刷条件情報、メディア分類情報などが含
まれる。
【００４０】
　テープ色情報は、テープ状部材６の印刷面の色に関する情報である。テープ色情報は、
例えば、ＲＧＢ各色の拡散反射率を８ビットの値としたものおよび透明テープ用の透過率
を示すアルファ・チャンネル８ビットで表される。拡散反射の光源入射角はテープ法線方
向を９０度したとき、３０ないし７０度程度が好ましく、例えば６０度とすることができ
る。ＲＧＢの各８ビットに代えて、或いはこれに加えて、ＣＹＭＫ（減色法）の各８ビッ
トで表してもよい。また、テープ色情報は色域や白点の色温度を示す色空間情報を含んで
もよい。
【００４１】
　テープ光沢情報はテープ状部材６の印刷面の光沢に関する情報である。テープ光沢情報
はその分光方法や光源がテープ色情報と同じで、ＲＧＢ若しくはＣＹＭＫ各色の正反射率
を８ビットの値としたものか、単に光沢度を表す８ビットで表される。また単に光沢の有
無で表してもよい。
【００４２】
　テープ模様情報は、テープ状部材６の印刷面の模様（地紋、絵柄等）に関する情報であ
り、模様の有無、模様の名称、模様の画像データ、タイリング（繰り返しパターン）の有
無等に関する情報である。なお、模様の画像データ形式は、ＴＩＦＦ等のビットマップ画
像およびＰＳ（POSTSCRIPT（登録商標））やＳＶＧ（Scalable Vector Graphics）等のベ
クトル画像のいずれでもよい。
【００４３】
　テープ初期長情報は、使用前のカートリッジ９に収容されたテープ状部材６の長さ、す
なわちテープ状部材６のテープ初期長に関する情報である。テープ長情報は、テープ状部
材６の長さに関する情報である。テープ長情報は、各印刷処理の終了後、当該印刷処理に
おけるテープ状部材６の消費量に応じて、更新される。テープ幅情報は、テープ状部材６
のテープ幅に関する情報である。
【００４４】
　テープ材質情報は、テープ状部材６の材質に関する情報である。テープ厚さ情報は、テ
ープ状部材６の厚さに関する情報である。カット特性情報は、カット特性、すなわち、テ
ープカッター１８によりテープ状部材６を切断することの適否を示す情報である。カット
特性は、テープ状部材６の材質に応じて設定されており、例えば、テープ状部材６が、Ｐ
ＥＴ（Polyethylene terephthalate）フィルム製の場合は、カット特性が「適」となり、
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布製の場合は、カット特性が「不適」となる。なお、カット特性が、テープ状部材６の材
質に代えて、或いはこれに加えて、テープ状部材６の厚さに応じて設定されたものであっ
てもよい。
【００４５】
　リボン色情報は、インクリボンの色に関する情報である。リボン色情報は、その分光方
法や光源および色空間がテープ色情報と同じでテープ色情報同様、例えば、ＲＧＢ各色の
拡散反射率を各８ビットの値としたものか、透明テープの場合はＲＧＢ各色の透過率を８
ビットの値としたもので表される。ＲＧＢの各８ビットに代えて、ＣＹＭＫの８ビットで
表してもよい。
【００４６】
　リボン初期長情報は、使用前のカートリッジ９に収容されたインクリボンの長さ、すな
わちインクリボンのリボン初期長に関する情報である。リボン長情報は、インクリボンの
残量長さ関する情報である。リボン長情報は、テープ長情報同様、各印刷処理の終了後、
当該印刷処理におけるインクリボンの消費量に応じて、更新される。
【００４７】
　印刷条件情報には、テープ状部材６の材質に応じた印刷濃度（印刷ヘッド１７の発熱温
度）の制限値や印刷速度の制限値、テープ状部材６とインクリボンとの組み合わせに応じ
た印刷濃度に対するγ特性値、などの情報が含まれる。メディア分類情報には、テープ状
部材６が剥離紙付きであるか否か、ダイカットラベルのようにテープ状部材６がカット済
みであるか否か、などの情報が含まれる。
【００４８】
　図３は、テープ状部材６およびインクリボンが異なる３種類のカートリッジ９（第１～
第３カートリッジ）に収容されているテープ状部材６の印刷面の色などを示す表である。
ここ場合、例えば、第１カートリッジの情報記録部１１に記録されているカートリッジ情
報は、以下の通りとなる。
＜カートリッジ情報＞
　・テープ色情報：Ｒ＝２５５，Ｇ＝２４１，Ｂ＝０, 色空間＝ｓＲＧＢ
　・テープ光沢情報：Ｒ＝８,Ｇ＝６，Ｂ＝０
　・テープ模様情報：無し
　・テープ初期長情報：５１００ｍｍ
　・テープ長情報：３４７０ｍｍ
　・テープ幅情報：１８ｍｍ
　・テープ材質情報：布
　・テープ厚さ情報：０．０６８ｍｍ
　・カット特性情報：不適
　・リボン色情報：Ｒ＝２３０，Ｇ＝０，Ｂ＝１８
　・リボン初期長：５２８０ｍｍ
　・リボン長情報：３６５０ｍｍ
【００４９】
　図４に示すように、編集画面２４は、上から順に、プレビュー表示領域２５と、カート
リッジ情報表示領域２６と、テキスト編集領域２７とを有している。
【００５０】
　テキスト編集領域２７は、ユーザーが、印刷しようとするテキストの編集を行うための
領域である。例えば、ユーザーがテキスト編集領域２７をタップすることで、編集画面２
４にソフトウェアキーボード（図示省略）が表示され、テキスト編集が可能となる。ここ
では、「いんさつ文字」と入力されたものとする。
【００５１】
　プレビュー表示領域２５は、印刷プレビュー画像２８を表示するための領域である。タ
ッチパネル７は、プレビュー表示領域２５で、印刷プレビュー画像２８におけるテープ状
部材６の印刷面（プレビュー印刷面２９）の色を、取得されたテープ色情報に基づいて、
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黄色に表示する。同様に、タッチパネル７は、印刷プレビュー画像２８における印刷文字
（プレビュー印刷文字３１）の色を、取得されたリボン色情報に基づいて、赤色に表示す
る。
【００５２】
　また、タッチパネル７は、印刷プレビュー画像２８のテープ幅（プレビューテープ幅Ｌ
１）を、取得されたテープ幅情報に基づいて、１８ｍｍで実寸表示する。さらに、タッチ
パネル７は、印刷プレビュー画像２８のテープ長（プレビューテープ長Ｌ２）を、テキス
トの文字数や文字の大きさ等に基づいて端末側制御部１４により算出されたテープ長に基
づいて、或いは、ユーザーにより指定されたテープ長に基づいて、実寸表示する。なお、
実寸表示された印刷プレビュー画像２８を、拡大・縮小表示可能とすることが好ましい。
【００５３】
　カートリッジ情報表示領域２６は、テープ残量等を表示するための領域である。タッチ
パネル７は、カートリッジ情報表示領域２６に、取得されたテープ長情報に基づいて、テ
ープ長さを「３ｍ４７ｃｍ」と表示すると共に、テープ初期長に対するテープ残量の比率
を示す棒グラフを表示する。同様に、タッチパネル７は、カートリッジ情報表示領域２６
に、取得されたリボン長情報に基づいて、リボン長さを「３ｍ６５ｃｍ」と表示すると共
に、リボン初期長に対するテープ残量の比率を示す棒グラフを表示する。
【００５４】
　また、上記のプレビューテープ長Ｌ２が、１００ｍｍであったものとすると、印刷・切
断処理後には、このテープ長に基づいて、テープ長情報が３３７０ｍｍに更新され、リボ
ン長情報が３５５０ｍｍに更新され、更新されたテープ長情報およびリボン長情報に基づ
いて、テープ長さおよびリボン長さが表示される。すなわち、テープ印刷装置３では、印
刷・切断処理後、装置側制御部２３が、印刷データにおけるテープ長に応じて、印刷・切
断処理後のテープ残量およびリボン残量を算出し、その算出結果に基づいて、情報読書き
部２１（残量情報更新部）が、情報記録部１１に記録されているテープ長情報およびリボ
ン長情報を更新する。なお、本実施形態では、印刷データにおけるテープ長を、テープ状
部材６の消費量およびインクリボンの消費量としているが、テープ状部材６或いはインク
リボンの送り量を検出し、その検出結果をテープ状部材６の消費量およびインクリボンの
消費量として、テープ長情報およびリボン長情報を更新するようにしてもよい。
【００５５】
　このように、タッチパネル７が、テープ印刷装置３におけるテープ状部材６やインクリ
ボンの消費量に応じて更新されたテープ長情報およびリボン長情報に基づいて、テープ残
量およびリボン残量を表示する。したがって、ユーザーが、テープ印刷装置３に装着され
ているカートリッジ９に、テープ状部材６やインクリボンがどの程度残っているのかを、
容易に把握することができる。
【００５６】
　また、タッチパネル７は、カートリッジ情報表示領域２６に、取得されたテープ材質情
報に基づいて、テープ種類（テープ材質）を「布」と表示すると共に、取得されたテープ
厚さ情報に基づいて、テープ厚さを「６８μｍ」若しくは「薄手」と表示する。さらに、
タッチパネル７は、カートリッジ情報表示領域２６に、取得されたカット特性情報に基づ
いて、カット特性として「カット出来ません」といった表示をする。
【００５７】
　このように、取得されたカートリッジ情報に含まれたカット特性情報に基づいて、タッ
チパネル７が、カット特性を表示する。したがって、ユーザーが、テープ状部材６をテー
プカッター１８で切断しても問題ないか否かを、容易に把握することができる。ユーザー
は、「カット出来ません」との表示を受け、テープ印刷装置３が、印刷処理後に、テープ
カッター１８によるテープ状部材６の切断処理を行わないように、携帯端末２或いはテー
プ印刷装置３に対して設定することが可能である。
【００５８】
　なお、携帯端末２に、テープ材質情報およびテープ厚さ情報の少なくとも一方と、カッ
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ト特性情報とを関連付けた情報を記録しておき、取得されたテープ材質情報やテープ厚さ
情報と関連付けられたカット特性情報に基づいて、タッチパネル７がカット特性を表示す
るようにしてもよい。
【００５９】
　次に、第２カートリッジがテープ印刷装置３に装着された場合における、編集画面２４
に表示について説明する。第２カートリッジには、第１カートリッジと略同様のテープ状
部材６およびインクリボンが収容されているが、テープ状部材６の印刷面の色が、「灰色
」である点、テープ状部材６の印刷面の光沢が「光沢有り」である点、テープ状部材６の
材質が「ＰＥＴフィルム」である点、カット特性が「適」である点、インクリボンの色が
「黒色」である点で相違している（図３参照）。このため、第２カートリッジの情報記録
部１１に記録されているカートリッジ情報についても、第１カートリッジの場合と略同様
であるが、テープ色情報が「Ｒ＝１６０，Ｇ＝１６０，B＝１７２，色空間＝ｓＲＧＢ」
である点、テープ光沢情報が、「Ｒ＝２２０，Ｇ＝２２０，B＝２３６」である点、テー
プ材質情報が「ＰＴＥフィルム」である点、カット特性が「適」である点、リボン色情報
がＲ＝５，Ｇ＝０，B＝０である点で相違している。
【００６０】
　図５に示すように、この場合、タッチパネル７は、プレビュー表示領域２５における印
刷プレビュー画像２８およびカートリッジ情報表示領域２６におけるテープ残量等を、第
１カートリッジの場合と略同様に表示するが、プレビュー印刷面２９の色を、取得された
テープ色情報とテープ光沢情報に基づいて、灰色且つ光沢有りに表示する。ここで、「光
沢有り」は、例えば、部分的に白いスポットを表示すると共に、当該スポットから周辺に
向けてグラデーション表示することで、表現される。また、タッチパネル７は、カートリ
ッジ情報表示領域２６において、テープ種類を「フィルム」と表示すると共に、カット特
性として「カット出来ます」といった表示をする。
【００６１】
　次に、第３カートリッジがテープ印刷装置３に装着された場合における、編集画面２４
の表示について説明する。第３カートリッジには、第２カートリッジと略同様のテープ状
部材６およびインクリボンが収容されているが、テープ状部材６の印刷面の色が、「白色
」である点、よび印刷面の模様が「雪のパターン１、タイリング有り」である点で相違し
ている（図３参照）。このため、第３カートリッジの情報記録部１１に記録されているカ
ートリッジ情報についても、第２カートリッジの場合と略同様であるが、テープ色情報が
、「Ｒ＝２５１，Ｇ＝２５４，B＝２５５，色空間＝ｓＲＧＢ」である点、テープ光沢情
報が、「Ｒ＝０，Ｇ＝１，B＝３」である点、テープ模様情報が、「名称＝雪のパターン
１．ｐｓ（画像データ）、タイリング有り」である点で相違している。
【００６２】
　図６に示すように、この場合、タッチパネル７は、プレビュー表示領域２５における印
刷プレビュー画像２８およびカートリッジ情報表示領域２６におけるテープ残量等を、第
２カートリッジの場合と略同様に表示するが、プレビュー印刷面２９の色を、取得された
テープ色情報に基づいて、白色且つ光沢無しに表示すると共に、取得されたテープ模様情
報（画像データ）に基づいて、テープ状部材６の印刷面の模様を画像表示する。また、テ
ープ模様情報がタイリング有りの場合は、テープ模様をテープ全面にタイル状に配置して
画像表示する。
【００６３】
　このように、取得されたカートリッジ情報に含まれた、テープ状部材６の印刷面の模様
に関するテープ模様情報に基づいて、タッチパネル７が、テープ状部材６の印刷面の模様
を画像表示する。したがって、テープ状部材６の印刷面の模様のイメージを、ユーザーが
具体的に把握できるように表示することができる。特に、印刷プレビュー画像２８におい
て、印刷される文字等と、模様との位置関係（重なり具合）を、印刷前にユーザーが確認
できるため、便利である。
【００６４】
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　図７に示すように、タッチパネル７は、編集画面２４とは別ウィンドウで、或いは、編
集画面２４のテキスト編集領域２７等とは別の領域に、カートリッジ情報画面３２を表示
する。なお、以下では、第３カートリッジが装着された場合を例示する。
【００６５】
　図７（ａ）に示すように、タッチパネル７は、カートリッジ情報画面３２の「情報」タ
ブに、テープ色（テープ状部材６の印刷面の色）、文字色（インクリボンの色）、光沢の
有無およびテープ幅を表示する。すなわち、テープ色情報に基づいて、テープ色情報をカ
ラー表示すると共に光沢の有無を表示し、リボン色情報に基づいて、文字色をカラー表示
し、テープ幅情報に基づいて、テープ幅の数値を表示する。また、タッチパネル７は、カ
ートリッジ情報画面３２の「情報」タブに、編集画面２４におけるカートリッジ情報表示
領域２６と同様に、テープ残量等を表示する。
【００６６】
　さらに、図７（ｂ）に示すように、タッチパネル７は、カートリッジ情報画面３２の「
背景」タブに、テープ模様情報（画像データ）に基づいて、模様の画像および模様の名称
「雪のパターン１」を表示する。
【００６７】
　以上のように、本実施形態の印刷システム１および携帯端末２によれば、テープ印刷装
置３に装着されたカートリッジ９の情報記録部１１から読み出されたカートリッジ情報、
すなわち、テープ状部材６の印刷面の色に関するテープ色情報、およびインクリボンの色
に関するインク色情報に基づいて、タッチパネル７が、編集画面２４およびカートリッジ
情報画面３２において、テープ状部材６の印刷面の色およびインクリボンの色をカラー表
示する。したがって、テープ状部材６の印刷面の色およびインクリボンの色（文字色）の
印刷イメージを、ユーザーが具体的に把握できるように表示することができる。
【００６８】
　また、タッチパネル７が、印刷プレビュー画像２８において、テープ状部材６の印刷面
を、テープ色情報に基づいてカラー表示すると共に、印刷文字や図形等を、リボン色情報
に基づいてカラー表示する。したがって、印刷後のテープ状部材６（ラベル等）の印刷イ
メージを、ユーザーが具体的に把握できるように表示することができる。
【００６９】
　さらに、タッチパネル７が、編集画面２４において印刷プレビュー画像２８をカラー表
示するだけでなく、カートリッジ情報画面３２を表示することで、テキストの入力前にも
、ユーザーが、インクリボンの色（文字色）の印刷イメージを具体的に把握することがで
きる。もちろん、編集画面２４およびカートリッジ情報画面３２のいずれかを表示する構
成であってもよい。
【００７０】
　なお、本実施形態では、情報処理装置として、携帯端末２を例に説明したが、ノート型
ＰＣ（Personal Computer）やデスクトップ型ＰＣなどであってもよい。もっとも、本実
施形態の携帯端末２の場合、テープ印刷装置３とは離れた場所でユーザーが操作すること
が多く、テープ状部材６の印刷面の色およびインクリボンの色、テープ印刷面の模様、光
沢を、カートリッジ９を直接見て確認することが困難であるため、携帯端末２のタッチパ
ネル７から、テープ状部材６の印刷面の色およびインクリボンの色、テープ印刷面の模様
、光沢の印刷イメージを具体的に把握することができる本発明が、特に有用である。
【００７１】
　また、本実施形態は、カートリッジ情報を、カートリッジ９に搭載された情報記録部１
１に記録する構成であるが、クラウドコンピューティングを利用する構成であってもよい
。すなわち、カートリッジ情報を、カートリッジ９に固有の識別情報と関連付けた関連情
報として、Ｗｅｂ上の管理サーバー（関連情報記録部）に記録しておく。また、情報記録
部１１（識別情報記録部）には、識別情報を記録しておく。
【００７２】
　そして、テープ印刷装置３では、情報読書き部２１（識別情報読出部）が、装着された
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は、有線通信インターフェース２２が、読み出された識別情報を、携帯端末２に送信する
。携帯端末２では、無線通信インターフェース１２（識別情報取得部、カートリッジ情報
取得部）が、テープ印刷装置３から送信された識別情報を受信し、ネットワーク経由で関
連情報を参照することで、受信した識別情報と関連付けられたカートリッジ情報を取得す
る。テープ長情報およびリボン長情報については、ネットワーク経由で、印刷データ上の
テープ長（テープ状部材６やインクリボンの消費量）が識別情報と共に管理サーバーに送
信され、管理サーバー側で更新される。
【００７３】
　なお、このように、クラウドコンピューティングを利用する場合は、情報記録部１１を
書換え可能とする必要がない。書き換えが可能なＲＦＩＤや接触型のＩＣタグに代えて、
書き換えが不可能なＲＦＩＤや接触型のＩＣタグまたは二次元コードが印刷されたラベル
等を用いることも可能である。また、テープ長情報やインク長情報など、書換えが必要な
カートリッジ情報のみ管理サーバー上に記録しておき、テープ色情報など、書換えが不要
なカートリッジ情報については、カートリッジ９の情報記録部１１に記録させるようにし
てもよい。
【００７４】
　また、本実施形態では、テープ印刷装置３に、テープ状部材６およびインクリボンが共
に収容された単一のカートリッジ９が装着される構成であるのに対し、図示省略したが、
テープ状部材６が収容されたテープカートリッジと、インクリボンが収容されたリボンカ
ートリッジとが、それぞれ装着される構成であってもよい。この場合、テープカートリッ
ジのみ交換、或いは、リボンカートリッジのみ交換することが可能である。そして、テー
プカートリッジの情報記録部１１には、テープ色情報やテープ長情報など、テープ状部材
６に関するカートリッジ情報を記録しておき、リボンカートリッジの情報記録部１１には
、リボン色情報やリボン長情報など、インクリボンに関するカートリッジ情報を記録して
おく。これにより、テープカートリッジおよびリボンカートリッジのいずれかのみが交換
された場合でも、テープ長情報およびリボン長情報を適切に更新することができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１：印刷システム、２：携帯端末、３：テープ印刷装置、６：テープ状部材、７：タッ
チパネル、９：カートリッジ
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