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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被印字テープをロール状に巻回したロールより繰り出された前記被印字テープに対し所
望の印字を行うことにより印字ラベルを作成するラベル作成装置であって、
　固定壁部を有し、前記ロールの幅方向一方側の端面を前記固定壁部に接触させた状態で
前記ロールを収納するロール収納部と、
　前記固定壁部に対し、前記ロールの幅方向に沿って進退可能となるように前記ロール収
納部に設けられ、前記ロールの幅方向他方側の端面に接触することにより、前記ロールか
ら繰り出される前記被印字テープの幅方向をガイドするガイド部材とを有し、
　前記ガイド部材は、
　前記被印字テープの繰り出し方向下流側に向かって延びた延設部と、前記延設部の先端
部に設けられ、前記延設部が載置される載置面に前記ロールの幅方向に沿って設けられた
複数の第２溝部のうちの１つに対し係合可能な第２突部と、
を有し、
　かつ、前記ガイド部材に、
　ユーザの操作により、前記ガイド部材の進退動作を禁止するロック状態と、前記ガイド
部材の進退動作を許容するアンロック状態とを切り替え可能な、操作部材を設け、
　前記ガイド部材は、
　前記操作部材が操作されていない状態では、前記第２突部と前記第２溝部とが係合して
ロック状態となり、
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　前記操作部材が操作された状態では、前記第２突部と前記第２溝部との係合が解除され
てアンロック状態となる
ことを特徴とするラベル作成装置。
【請求項２】
　請求項１記載のラベル作成装置において、
　前記操作部材は、
　前記ロール収納部の底面に前記ロールの幅方向に沿って設けられた複数の第１溝部のう
ちの１つに対し係合可能な第１突部を下端部に有しており、
　前記ガイド部材は、
　前記操作部材が操作されていない状態では、前記第１突部と前記第１溝部とが係合して
ロック状態となり、
　前記操作部材が操作された状態では、前記第１突部と前記第１溝部との係合が解除され
てアンロック状態となる
ことを特徴とするラベル作成装置。
【請求項３】
　請求項１記載のラベル作成装置において、
　前記ガイド部材は、
　前記操作部材の操作状態に応じて、前記ロール幅方向と直角な方向に摺動する軸部材を
有しており、
　前記軸部材は、
　前記操作部材が操作されていない状態では、前記ガイド部材より前記被印字テープの繰
り出し方向上流側に向かって突出し、
　前記操作部材が操作された状態では、前記ガイド部材より前記被印字テープの繰り出し
方向下流側に向かって突出し、
　前記ガイド部材の前記延設部に設けた前記第２突部と前記第２溝部との係合は、
　前記軸部材の繰り出し方向下流側への突出によりその先端が前記ロール収納部の斜面に
接触し、前記ガイド部材の前記繰り出し方向下流側が持ち上がることにより、解除される
ことを特徴とするラベル作成装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載のラベル作成装置において、
　前記ガイド部材は、
　前記ユーザが前記操作部材を一方側の指で操作する際に、他方側の指を掛止可能な掛止
部を有する
ことを特徴とするラベル作成装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載のラベル作成装置において、
　前記ロール収納部は、
　その底面に前記ロールの幅方向に沿って設けられ、前記ガイド部材が備えた支持部と嵌
合して前記ガイド部材の進退方向を案内するレール部材と、
　前記レール部材の幅方向両側において前記支持部の上方に設けられ、前記支持部の前記
レール部材からの離脱を防止するための庇部材とを有しており、
　前記庇部材は、
　前記レール部材の幅方向両側において、前記ロールの幅方向に沿って千鳥状に配置され
ている
ことを特徴とするラベル作成装置。
【請求項６】
　請求項５記載のラベル作成装置において、
　前記支持部は、
　前記レール部材と嵌合する嵌合部の幅方向両側に設けられた鍔部を有しており、
　前記鍔部は、
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　前記幅方向両側のうち、前記被印字テープの繰り出し方向上流側に位置する前記鍔部が
下流側に位置する前記鍔部よりも厚くなるように、構成されている
ことを特徴とするラベル作成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被印字テープに対し所望の印字を行うことにより印字ラベルを作成するラベ
ル作成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被印字テープに対し所望の印字を行って印字ラベルを作成するラベル作成装置が知られ
ている。このラベル作成装置は、ロール収納部に被印字テープをロール状に巻回したロー
ルを収納し、このロールから搬送手段によって被印字テープを繰り出しつつ、印字手段に
よって当該被印字テープに所定の印字を行う。こうして印字された被印字テープは、筐体
の外部に排出され、その状態でロール側が切断手段により切断される。このようにして、
印字ラベルが作成される。
【０００３】
　なお、上記被印字テープとして、所定の大きさに予め分離されたラベル台紙が剥離紙上
に配置されたものを用いる場合もある。この場合には、被印字テープをロールから繰り出
しつつ、印字手段によって剥離紙上のラベル台紙に所定の印字を行う。そして、被印字テ
ープが排出された後に印字済のラベル台紙を剥離紙から剥がして使用する。
【０００４】
　以上のようなラベル作成装置では、被印字テープがロールから所定の方向に繰り出され
るようにする必要がある。そこで従来、被印字テープの幅方向をガイドするガイド部材を
ロール側に設けたものが提唱されている（例えば、特許文献１参照）。この従来技術のラ
ベル作成装置は、ロールを回転可能に保持するロールホルダをロール収納部に装着する構
成となっており、ガイド部材は当該ロールホルダに設けられる。また、ロール収納部のテ
ープ繰り出し方向下流側には、ロールの複数の幅寸法に対応して複数の溝部が設けられて
いる。そして、ロールホルダを装着する際には、上記複数の溝部のうち装着するロールの
幅に対応する溝部に対し、ガイド部材の先端部を嵌入する。このようにして、ロールホル
ダの位置決めが行われるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１９４０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来技術によれば、ロール収納部に設けられた複数の溝部のうち、装着するロール
の幅に対応する溝部に対しガイド部材の先端部を嵌入することにより、幅寸法の異なる複
数のロールを用いて印字ラベルを作成することが可能である。しかしながら、この構成で
は予め定められた数種類の幅のロールにしか対応することができず、任意な幅のロールに
対応することができなかった。
【０００７】
　本発明の目的は、任意な幅のロールに対応することができるラベル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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、第１発明のラベル作成装置は、被印字テープをロール状に
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巻回したロールより繰り出された前記被印字テープに対し所望の印字を行うことにより印
字ラベルを作成するラベル作成装置であって、固定壁部を有し、前記ロールの幅方向一方
側の端面を前記固定壁部に接触させた状態で前記ロールを収納するロール収納部と、前記
固定壁部に対し、前記ロールの幅方向に沿って進退可能となるように前記ロール収納部に
設けられ、前記ロールの幅方向他方側の端面に接触することにより、前記ロールから繰り
出される前記被印字テープの幅方向をガイドするガイド部材とを有し、前記ガイド部材は
、前記被印字テープの繰り出し方向下流側に向かって延びた延設部と、前記延設部の先端
部に設けられ、前記延設部が載置される載置面に前記ロールの幅方向に沿って設けられた
複数の第２溝部のうちの１つに対し係合可能な第２突部と、を有し、かつ、前記ガイド部
材に、ユーザの操作により、前記ガイド部材の進退動作を禁止するロック状態と、前記ガ
イド部材の進退動作を許容するアンロック状態とを切り替え可能な、操作部材を設け、前
記ガイド部材は、前記操作部材が操作されていない状態では、前記第２突部と前記第２溝
部とが係合してロック状態となり、前記操作部材が操作された状態では、前記第２突部と
前記第２溝部との係合が解除されてアンロック状態となることを特徴とする。
 
【０００９】
　ラベル作成装置は、ロール収納部にロールを収納し、当該ロールより繰り出された被印
字テープに対し所望の印字を行うことにより、印字ラベルを作成する。このとき、ロール
収納部の固定壁部はロールの幅方向一方側の端面に接触し、ガイド部材はロールの幅方向
他方側の端面に接触する。すなわち、ロールは固定壁部とガイド部材とで挟み込まれた状
態でロール収納部に収納され、この状態において、ガイド部材はロールから繰り出される
被印字テープの幅方向をガイドする。
【００１０】
　ここで本願第１発明においては、ガイド部材を固定壁部に対しロールの幅方向に沿って
進退可能に設けた構成とする。これにより、収納したロールの幅に応じてガイド部材を進
退させ位置を調整することで、任意な幅のロールに対し、固定壁部とガイド部材とでロー
ルを挟み込み、被印字テープの幅方向をガイドすることができる。したがって、任意な幅
のロールに対応することができる。
【００１１】
　また、予めガイド部材をロール側に設けたガイド付きロールを用いる場合、使用後にガ
イド部材が廃棄されることになるが、一般にガイド部材は樹脂製であるため環境への負荷
が大きい。これに対し、本願第１発明ではガイド部材をラベル作成装置側に設けるため廃
棄の必要がなくなり、環境への負荷を低減することができる。
【００１３】
　また、ユーザが操作部材を操作してガイド部材をアンロック状態とすることで、ガイド
部材の進退動作が許容され、ロール幅に応じてガイド部材の位置を調整することができる
。そして、位置調整の完了後、ユーザが操作部材を操作してガイド部材をロック状態とす
ることで、ガイド部材を調整後の位置に固定することができる。このように、ユーザはガ
イド部材のロック・アンロック状態を操作部材を用いて容易に切り替えることができるの
で、ガイド部材の位置調整を行う際の操作性を向上することができる。
 
【００１８】
　また、本願第１発明においては、ユーザが操作部材を操作すると、延設部の第２突部と
載置面に設けられた第２溝部との係合が解除され、ガイド部材がアンロック状態となる。
一方、ユーザが操作部材の操作を停止すると、第２突部と第２溝部とが係合され、ガイド
部材がロック状態となる。このように、操作部材を用いて第２突部と第２溝部との係合及
びその解除を切り替えるようにすることで、ガイド部材のロック状態とアンロック状態と
を確実に切り替えることができる。
 
【００１９】
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　また、被印字テープの繰り出し方向下流側に向かって延びた延設部の先端部に設けた第
２突部を第２溝部に係合させる構造とすることにより、ガイド部材は繰り出し方向下流側
において被印字テープの幅方向を規制することができるので、ガイド部材による被印字テ
ープのガイド機能を高めることができる。
【００２０】
　さらに、操作部材により、第１突部と第１溝部、及び、第２突部と第２溝部の両方の係
合及びその解除を切り替え可能な構造とする場合には、ガイド部材における底位置及びテ
ープ繰り出し方向先端位置の２箇所でガイド部材の係合による支持を行うことができるの
で、ロック状態においてガイド部材を堅固に固定することができる。
　第２発明のラベル作成装置は、上記第１発明において、前記操作部材は、前記ロール収
納部の底面に前記ロールの幅方向に沿って設けられた複数の第１溝部のうちの１つに対し
係合可能な第１突部を下端部に有しており、前記ガイド部材は、前記操作部材が操作され
ていない状態では、前記第１突部と前記第１溝部とが係合してロック状態となり、前記操
作部材が操作された状態では、前記第１突部と前記第１溝部との係合が解除されてアンロ
ック状態となることを特徴とする。
　本願第２発明においては、ユーザが操作部材を操作すると、操作部材の第１突部とロー
ル収納部の底面に設けられた第１溝部との係合が解除され、ガイド部材がアンロック状態
となる。一方、ユーザが操作部材の操作を停止すると、第１突部と第１溝部とが係合され
、ガイド部材がロック状態となる。このように、操作部材を用いて第１突部と第１溝部と
の係合及びその解除を切り替えるようにすることで、ガイド部材のロック状態とアンロッ
ク状態とを確実に切り替えることができる。
　また、操作部材の操作状態のときにガイド部材をアンロック状態とし、非操作状態のと
きにガイド部材をロック状態とすることで、通常時はガイド部材を固定しておき、ロール
交換時等の必要な時のみガイド部材を可動させることができる。
　さらに、ロール収納部の底面にロールの幅方向に沿って設けられた複数の第１溝部のう
ちの１つに対し、第１突部を係合する構造とすることで、第１溝部の数に応じた段階的な
ガイド部材の位置調整を行うことができる。
 
【００２１】
　第３発明のラベル作成装置は、上記第１発明において、前記ガイド部材は、前記操作部
材の操作状態に応じて、前記ロール幅方向と直角な方向に摺動する軸部材を有しており、
前記軸部材は、前記操作部材が操作されていない状態では、前記ガイド部材より前記被印
字テープの繰り出し方向上流側に向かって突出し、前記操作部材が操作された状態では、
前記ガイド部材より前記被印字テープの繰り出し方向下流側に向かって突出し、前記ガイ
ド部材の前記延設部に設けた前記第２突部と前記第２溝部との係合は、前記軸部材の繰り
出し方向下流側への突出によりその先端が前記ロール収納部の斜面に接触し、前記ガイド
部材の前記繰り出し方向下流側が持ち上がることにより、解除されることを特徴とする。
 
【００２２】
　本願第３発明においては、ユーザが操作部材を操作すると、軸部材がロール幅方向と直
角な方向に摺動し、ガイド部材より被印字テープの繰り出し方向下流側に向かって突出す
る。そして、軸部材の先端がロール収納部の斜面に接触することで、ガイド部材の繰り出
し方向下流側が持ち上がる。その結果、ガイド部材の延設部に設けた第２突部と第２溝部
との係合が解除され、ガイド部材はアンロック状態となる。一方、ユーザが操作部材の操
作を停止すると、軸部材が摺動してガイド部材より被印字テープの繰り出し方向上流側に
向かって突出し、ガイド部材の繰り出し方向下流側が下がる。その結果、延設部に設けた
第２突部と第２溝部とが係合され、ガイド部材はロック状態に保持される。
 
【００２３】
　このように、軸部材を介してガイド部材のロック・アンロック状態を切り替える構造と
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することにより、構造を複雑化することなく、簡易な構成で、ユーザの操作によりガイド
部材のロック・アンロック状態を切り替える構造を実現できる。
【００２４】
　第４発明のラベル作成装置は、上記第１乃至第３発明のいずれかにおいて、前記ガイド
部材は、前記ユーザが前記操作部材を一方側の指で操作する際に、他方側の指を掛止可能
な掛止部を有することを特徴とする。
 
【００２５】
　これにより、ユーザは操作部材を一方側の指で操作する際に、他方側の指をガイド部材
の掛止部に掛止させて、一方側の指と他方側の指でつまむようにして操作部材を操作する
ことができる。その結果、ガイド部材の位置調整を行う際の操作性をさらに向上すること
ができる。
【００２６】
　第５発明のラベル作成装置は、上記第１乃至第４発明のいずれかにおいて、前記ロール
収納部は、その底面に前記ロールの幅方向に沿って設けられ、前記ガイド部材が備えた支
持部と嵌合して前記ガイド部材の進退方向を案内するレール部材と、前記レール部材の幅
方向両側において前記支持部の上方に設けられ、前記支持部の前記レール部材からの離脱
を防止するための庇部材とを有しており、前記庇部材は、前記レール部材の幅方向両側に
おいて、前記ロールの幅方向に沿って千鳥状に配置されていることを特徴とする。
 
【００２７】
　本願第５発明においては、ロール収納部の底面にロール幅方向に沿って設けられたレー
ル部材と嵌合した支持部が当該レール部材上をスライドすることにより、ガイド部材がロ
ール幅方向に沿って進退する。このとき、レール部材の幅方向両側において支持部の上方
に設けられた、支持部のレール部材からの離脱を防止するための庇部材が、レール部材の
幅方向両側においてロールの幅方向に沿って千鳥状に配置されている。これにより、支持
部のレール部材からの離脱を防止しつつ、庇部材をロール幅方向全体に亘って設ける場合
に比べて少なくすることができ、ラベル作成装置の軽量化やコスト低減を図ることができ
る。また特に、支持部の進退位置に関わらず、常に３つの庇部材が支持部と上下方向にお
いて重複するような千鳥状配置とすることにより、支持部のレール部材からの離脱を確実
に防止することが可能となる。
 
【００２８】
　また庇部材を、例えば千鳥状でなくロール幅方向位置が同位置となるように、レール部
材の幅方向両側において断続的に配置するような場合には、庇部材がない領域において支
持部が上方に浮きやすくなり、支持部の端部と庇部材の端部とが当たりやすくなる。さら
に、ロール幅方向同位置において幅方向両側の２つの庇部材が支持部と同時に接触するこ
とになるため、スライド動作が円滑に行われず、操作性が悪くなる。これに対し、本願第
５発明においては上述のように庇部材を千鳥状に配置するので、支持部の浮きを防止し、
支持部の端部と庇部材の端部とを当たりにくくすることができる。また、ロール幅方向同
位置において幅方向両側の２つの庇部材が支持部と同時に接触しないため、スライド動作
が円滑となり、操作性を向上することができる。
 
【００２９】
　第６発明のラベル作成装置は、上記第５発明において、前記支持部は、前記レール部材
と嵌合する嵌合部の幅方向両側に設けられた鍔部を有しており、前記鍔部は、前記幅方向
両側のうち、前記被印字テープの繰り出し方向上流側に位置する前記鍔部が下流側に位置
する前記鍔部よりも厚くなるように、構成されていることを特徴とする。
【００３０】
　これにより、支持部が有する鍔部のうち、被印字テープの繰り出し方向下流側に位置す
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る鍔部と庇部との隙間を、上流側に位置する鍔部と庇部との隙間よりも大きく形成するこ
とができる。その結果、軸部材の突出によるガイド部材の繰り出し方向下流側の持ち上が
りを許容することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、任意な幅のロールに対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本実施形態のラベル作成装置の前方側上方からの外観を示す斜視図である。
【図２】ラベル作成装置の上カバーを開放し、ロールを装着した状態の前方側上方からの
外観を示す斜視図である。
【図３】ラベル作成装置の上カバーを開放し、ロールを外した状態の前方側上方からの外
観を示す斜視図である。
【図４】ラベル作成装置の全体構造を表す側断面図である。
【図５】ラベル作成装置の全体構造を表す上面図である。
【図６】図５中ＶＩ－ＶＩ断面によるラベル作成装置の横断面図である。
【図７】図５中ＶＩＩ－ＶＩＩ断面によるラベル作成装置の横断面図である。
【図８】ガイド部材の詳細構造を表すロール側から見た斜視図である。
【図９】ガイド部材の詳細構造を表す操作部側から見た斜視図である。
【図１０】操作部材が操作されていない状態におけるラベル作成装置の全体構造を表す側
面図である。
【図１１】図１０中ＸＩ－ＸＩ断面によるラベル作成装置の水平断面図である。
【図１２】操作部材が操作された状態におけるラベル作成装置の全体構造を表す側面図で
ある。
【図１３】図１２中ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ断面によるラベル作成装置の水平断面図である。
【図１４】ロールの外周径に応じてロールを支持するローラが異なることを説明するため
のラベル作成装置の側断面図である。
【図１５】ロール外周径に応じたロール重心位置の動きを表す図である。
【図１６】延設部のガイド面が被印字テープの幅方向をガイドする状態を表すラベル作成
装置の側断面図である。
【図１７】排出された被印字テープが湾曲した状態を表すラベル作成装置の側断面図であ
る。
【図１８】窓部材を外した状態における上カバー本体の前方側からの斜視図である。
【図１９】窓部材を外した状態における上カバー本体の後方側からの斜視図である。
【図２０】透明窓の後方側からの斜視図である。
【図２１】透明窓の前方側からの斜視図である。
【図２２】透明窓と開口部との嵌合部のリブ部材設置部分における側断面図である。
【図２３】合わせ部を曲線状とする変形例のラベル作成装置の前方側上方からの外観を示
す斜視図である。
【図２４】ラベル作成装置の排出口近傍の内部構造を表す側断面図である。
【図２５】テープ片の排出時に、テープ片上昇許容空間がテープ片の支点より搬送方向上
流側の上昇を許容する様子を表した図である。
【図２６】ロール収納部にロール外周径が最大値であるときのロールが収納された状態を
表すラベル作成装置の側断面図である。
【図２７】センサホルダの詳細構造を表す側面図、斜視図、及び上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。まず、図１を用いて、本実
施形態のラベル作成装置１の前方側上方からの外観を説明する。なお、以下の説明におい
て前後左右方向は、図１等の各図中に適宜示す矢印方向を表すものとする。
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【００３４】
　図１において、ラベル作成装置１は、フロントパネル６を備えた筐体２と、上カバー５
とを有している。これら筐体２及び上カバー５は樹脂製である。上カバー５は、上カバー
本体５Ａと、略円形状の左右側カバー部材５Ｂとから構成されている。左右側カバー部材
５Ｂは、上カバー本体５Ａの左右にネジ止め等によって固着されている。上カバー本体５
Ａは、後方端部において筐体２に回動可能に接続されており、これにより上カバー５は筐
体２に対し開閉可能な構造となっている。筐体２の左右の両側壁には、上方に押し上げる
ことによって筐体２への上カバー５の係止を解除して、上カバー５を開放可能な状態にす
る解除つまみ１７が設けられている。また筐体２の左右一方の側壁、本例では右側の側壁
の前方寄りの上面位置には、ラベル作成装置１の電源ボタン７Ａと、所定の長さ分だけロ
ール３より繰り出された被印字テープ３Ａを排出するフィードボタン７Ｃと、カッターユ
ニット８（後述の図４を参照）による被印字テープ３Ａの切断を行わせるカッターボタン
７Ｂとが配置されている。
【００３５】
　フロントパネル６には、排出口６Ａが設けられている。この排出口６Ａは、印字済の被
印字テープ３Ａを筐体２の内部から外部へと排出するためのものである。また上カバー５
には、筐体２の内部に収納されたロール３を確認できる透明樹脂製の透明窓５Ｃが設けら
れている。
【００３６】
　次に図２及び図３を用いて、ラベル作成装置１の上カバー５を開放し、ロール３を装着
した状態及び外した状態の前方側上方からの外観を説明する。なお、これら図２及び図３
では煩雑を避けるために上カバー５の図示を省略している。
【００３７】
　これら図２及び図３に示すように、ラベル作成装置１は、筐体２の内部空間の後方に、
凹状のロール収納部４を有している。このロール収納部４は、所定幅の被印字テープ３Ａ
をロール状に巻回したロール３を、被印字テープ３Ａがロール下側より繰り出されるよう
に収納する。図２に示すように、ロール３を構成する被印字テープ３Ａには、作成される
印字ラベルに対応した所定の大きさに予め分離されたラベル台紙１０（いわゆるダイカッ
トラベル）が、被印字テープ３Ａの幅方向中央部の位置において長手方向に沿って連続配
置されている。
【００３８】
　ロール収納部４は、幅方向右側に固定壁部４Ａを有し、ロール３の幅方向一方側（この
例では幅方向右側）の端面３Ｒを固定壁部４Ａに接触させた状態でロール３を回転可能に
収納する。またロール収納部４には、ロール３の幅方向他方側（この例では幅方向左側）
の端面３Ｌに接触することにより、ロール３から繰り出される被印字テープ３Ａの幅方向
をガイドするガイド部材２０が設けられている。このガイド部材２０は、固定壁部４Ａに
対し、ロール３の幅方向に沿って進退可能に設けられている。これにより、収納したロー
ル３の幅に応じてガイド部材２０を進退させ位置を調整することで、任意な幅のロール３
に対し、固定壁部４Ａとガイド部材２０とでロール３を挟み込み、被印字テープ３Ａの幅
方向をガイドすることができる。またガイド部材２０には、ユーザの操作により、ガイド
部材２０の進退動作を禁止するロック状態と、ガイド部材２０の進退動作を許容するアン
ロック状態とを切り替え可能な操作部材３０が設けられている。この操作部材３０を用い
たガイド部材２０の進退構造の詳細については後述する。
【００３９】
　図３に示すように、ロール収納部４の底面部には、図示しないプラテンローラ用モータ
（搬送手段）で後述するプラテンローラ６６（搬送ローラ）を回転駆動してロール３より
被印字テープ３Ａを引き出す際に、少なくとも２つのローラがロール３の外周面に接触す
ることにより、従動的に回転してロール３を回転可能に支持する３つのローラ５１～５３
が設けられている。これら３つのローラは、ロール３に対する周方向位置がそれぞれ異な
っており、前方から後方に向かってロール３の周方向に沿って第１ローラ５１、第２ロー
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ラ５２、及び第３ローラ５３の順に配置されている。これら第１乃至第３ローラ５１～５
３は、ロール幅方向に複数（この例では４つ）に分割されており、ロール幅に応じてロー
ル３が搭載された部分だけが回転するようになっている。
【００４０】
　また、ロール収納部４の前方側には、平坦面４０（載置面）が設けられている。この平
坦面４０には、ロールの幅方向に沿って複数の溝部４１（第２溝部。後述の図７等参照）
が形成されている。ここで、上述のガイド部材２０は、ロール３の幅方向左側の端面３Ｌ
に接触する本体部２１と、被印字テープ３Ａの繰り出し方向下流側（すなわち前方側）に
向かって延びた延設部２２を有している。ガイド部材２０は、上記延設部２２が上記平坦
面４０に載置されるように設けられている。そして、延設部２２の先端部下端には、上記
平坦面４０に設けられた複数の溝部４１のうちの１つに対し係合する爪部２３（第２突部
。後述の図８及び図９参照）が設けられている。これら爪部２３と溝部４１とは、ガイド
部材２０がロック状態の際には係合し、アンロック状態の際には係合が解除される。
【００４１】
　次に図４を用いて、ラベル作成装置１の全体構造を説明する。なお、この図４ではロー
ル３より繰り出され搬送される被印字テープ３Ａの搬送経路を一点鎖線で示している。
【００４２】
　図４に示すように、上カバー本体５Ａの前端部下側には、ロール収納部４に収納された
ロール３より被印字テープ３Ａを繰り出し搬送するプラテンローラ６６のローラ軸６６Ａ
が、軸方向両端に設けたブラケット６５により回転自在に軸支されている。またローラ軸
６６Ａの一方の軸端には、プラテンローラ６６を駆動するギア（図示省略）が固定されて
いる。上カバー５におけるプラテンローラ６６の取付位置は、筐体２の印字ヘッド６１と
対応しており、上カバー５を閉じることによって、上カバー５側に設けられたプラテンロ
ーラ６６と、筐体２側に設けられた印字ヘッド６１とで被印字テープ３Ａが挟持され、印
字ヘッド６１による印字が可能な状態になる。また上カバー５を閉じることによって、プ
ラテンローラ６６の上記ギアが筐体２側の図示しないギア列に噛合し、ステッピングモー
タ等で構成される上記プラテンローラ用モータ（図示省略）によりプラテンローラ６６を
回転駆動して、被印字テープ３Ａの搬送が可能になる。
【００４３】
　印字ヘッド６１は、その中間部を軸支されると共に、バネ部材６４により上方に付勢さ
れた支持部材６２の一端に固定されている。一方、プラテンローラ６６は上カバー５に取
り付けられている。よって、解除つまみ１７によって上カバー５を開放状態にすると印字
ヘッド６１はプラテンローラ６６から離間した状態となり、上カバー５を閉じることによ
って、バネ部材６４の付勢力により印字ヘッド６１は被印字テープ３Ａをプラテンローラ
６６に押圧付勢し印字可能な状態となる。
【００４４】
　さらに、印字ヘッド６１のテープ搬送方向下流側には、上記カッターユニット８が設け
られている。カッターユニット８は、被印字テープ３Ａの長手方向と略直交する切断方向
（図４中下から上方向）に切断用モータ（図示省略）によって移動可能に配置された正面
視Ｖ字形の可動刃４７と、この可動刃４７に対向配置された固定刃４６とを備えている。
【００４５】
　被印字テープ３Ａには、前述したように、ラベル台紙１０が長手方向に沿って連続配置
されている。図４中部分拡大図に示すように、ラベル台紙１０は、この例では２層構造と
なっており、図４中下側から上側へ向かって、自己発色性を有する感熱層３ａ及び粘着層
３ｂの順で積層されている。そして、ラベル台紙１０は、上記粘着層３ｂの粘着力により
所定間隔おきに剥離紙３ｃの一方側の面に接着されている。すなわち、被印字テープ３Ａ
は、ラベル台紙１０が接着された部分では感熱層３ａ、粘着層３ｂ、及び剥離紙３ｃの３
層構造となっており、ラベル台紙１０が接着されていない部分（すなわちラベル台紙１０
同士の間の部分）では、剥離紙３ｃのみの１層構造となっている。印字が完了したラベル
台紙１０は、最終的に剥離紙３ｃより剥がされることで印字ラベルとして所定の商品等に
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貼り付けられる。
【００４６】
　なお、ロール３は、上記ラベル台紙１０が径方向外側となるように、被印字テープ３Ａ
がロール状に巻回されて構成されている。その結果、図４に示すように、被印字テープ３
Ａはラベル台紙１０側の面を下方とした状態でロール３の下側から繰り出され、被印字テ
ープ３Ａの下側に配置された印字ヘッド６１によって印字されるようになっている。
【００４７】
　上記構成のラベル作成装置１では、上カバー５を閉じ、その後、プラテン用モータによ
りプラテンローラ６６が回転駆動されると、被印字テープ３Ａが引っ張られる。これによ
り、ロール３の幅方向左側の端面３Ｌに接触するガイド部材２０の本体部２１により幅方
向をガイドされつつ、被印字テープ３Ａがロール３から繰り出される。ロール３より繰り
出された被印字テープ３Ａは、ロール収納部４と前述の平坦面４０との間に形成された、
曲面状の壁面である曲壁面４２と接触することにより、搬送経路を水平側に屈曲される。
そして、平坦面４０上に載置されたガイド部材２０の延設部２２により幅方向をガイドさ
れつつ搬送され、その下流側に設けられた支持ローラ４３によって、搬送経路を下向きに
屈曲される。この支持ローラ４３は、被印字テープ３Ａの搬送経路が最も高位置となる部
分に設けられており、従動的に回転することにより被印字テープ３Ａを支持するローラで
ある。
【００４８】
　その後、被印字テープ３Ａは、支持ローラ４３と、プラテンローラ６６及び印字ヘッド
６１との間に形成された、壁面が屈曲した部分である屈曲部４４と接触することにより、
搬送経路をさらに下向きに屈曲され、プラテンローラ６６と印字ヘッド６１との接触位置
まで搬送される。このとき、印字ヘッド６１が駆動制御されることによって、被印字テー
プ３Ａ上のラベル台紙１０を構成する上記感熱層３ｃの印刷面に所定の印字が行われる。
その後、被印字テープ３Ａが排出口６Ａからフロントパネル６上に排出される。そして、
被印字テープ３Ａがカッターユニット８から所定長延出された時点で、ユーザがカッター
ボタン７Ｂを操作することによって、被印字テープ３Ａがカッターユニット８により切断
される。切断された被印字テープ３Ａ上には、１又は複数の印字済のラベル台紙１０が配
置されており、ユーザはこれを剥離紙３ｃより剥がすことにより、印字ラベルとして使用
する。
【００４９】
　＜ガイド部材の進退構造＞
　次に図５乃至図１３を用いて、操作部材３０を用いたガイド部材２０の進退構造の詳細
について説明する。
【００５０】
　図８及び図９に示すように、ガイド部材２０は、ロール３の幅方向左側の端面３Ｌに接
触する前述の本体部２１と、被印字テープ３Ａの繰り出し方向下流側に向かって延びた前
述の延設部２２と、これら本体部２１及び延設部２２を支持する支持部２４とを有してい
る。本体部２１及び延設部２２のロール３側の面は、ロール３と接触する接触面２５を構
成している。本体部２１は、この接触面２５をロール３の幅方向左側の端面３Ｌに接触さ
せて被印字テープ３Ａの幅方向をガイドし、延設部２２は接触面２５を繰り出された被印
字テープ３Ａの端部に接触させて当該被印字テープ３Ａの幅方向をガイドする。
【００５１】
　本体部２１の上記接触面２５と反対側の面には、ユーザの操作により、ガイド部材２０
の進退動作を禁止するロック状態と、ガイド部材２０の進退動作を許容するアンロック状
態とを切り替え可能な前述の操作部材３０が設けられる。操作部材３０は、図６及び図１
０に示すように、ユーザが指で操作する本体部３１と、この本体部３１の下部に設けられ
た支持部３２とを有している。また操作部材３０は、図６に示すように、支持部３２の幅
方向両側にガイド部材２０側に向かって突出した回動支持腕３３を有している。この回動
支持腕３３は、その先端部に操作部材３０の幅方向外側に向かって突出したピン（図示省
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略）を有しており、このピンが、ガイド部材２０の支持部２４に形成された軸孔２６（図
８及び図９参照）に嵌合されている。このとき、回動支持腕３３は、ガイド部材２０の支
持部２４に当該回動支持腕３３よりも上下方向に大きく形成された凹部２７（図９参照）
に係合される。これにより、操作部材３０は、軸孔２６に嵌合されたピンを回動中心とし
て、回動支持腕３３が凹部２７に係合される回動範囲内において回動可能に構成されてい
る。
【００５２】
　また操作部材３０は、図示しないバネ部材により下方向（図６中矢印Ｘ方向）に回動す
るように付勢されている。これにより、ユーザが操作部材３０を操作していない状態では
、上記回動範囲における下端位置（回動支持腕３３が凹部２７の下端部に当たった状態）
に位置している。このとき、図６に示すように、支持部３２の下端部に設けた爪部３４（
第１突部）が、ロール収納部４の底面にロール３の幅方向に沿って設けられた複数の溝部
１３（第１溝部）のうちの１つに対し係合する。
【００５３】
　一方、図６及び図１０に示すように、操作部材３０の本体部３１は、その上部にガイド
部材２０と反対側に向かって湾曲されたグリップ部３５を有している。このグリップ部３
５には、直線状の突条部３６が上下方向に複数並列するように形成されている。この突条
部３６により、ユーザはグリップ部３５に指を引っかけ易くなっている。また、図８及び
図９に示すように、ガイド部材２０の本体部２１には、上記操作部材３０のグリップ部３
５と対向する位置に、操作部材３０側に向かって凹状である掛止部２１Ａが設けられてい
る。これにより、ユーザは操作部材３０のグリップ部３５を一方側の指（例えば親指）で
操作する際に、他方側の指（例えば人差し指や中指）をガイド部材２０の掛止部２１Ａに
掛止させて、一方側の指と他方側の指でつまむようにして操作部材３０を操作することが
できる。
【００５４】
　操作部材３０は、上記ユーザの操作により、上述したバネ部材の付勢力に抗して上方向
（図６中矢印Ｙ方向）に回動する。これにより、上記操作部材３０の下端部に設けた爪部
３４が上昇し、当該爪部３４と溝部１３との係合が解除される。すなわち、ユーザが操作
部材３０を操作すると、操作部材３０の爪部３４とロール収納部４の底面に設けられた溝
部１３との係合が解除され、ユーザが操作部材３０の操作を停止すると、爪部３４と溝部
１３とが係合される。
【００５５】
　さらに、ユーザは操作部材３０を用いて、ガイド部材２０の延設部２２の先端部下端に
設けた前述の爪部２３と、平坦面４０に設けられた前述の溝部４１との係合及び解除につ
いても、操作することが可能である。この詳細について次に説明する。
【００５６】
　図９に示すように、ガイド部材２０は、本体部２１における接触面２５と反対となる側
に、操作部材３０の操作状態に応じてロール幅方向と直角な方向（すなわち前後方向）に
摺動する軸部材６０（図１０及び図１１参照）を収納する軸収納部２８を有している。こ
の軸収納部２８は、軸部材６０を所定の摺動範囲内において摺動可能に支持する支持部２
８Ａを複数（この例では４つ）有しており、その軸方向両端部は開放されている。軸部材
６０は、図示しないバネ部材により軸方向一方側（この例では後方側）に向かって付勢さ
れている。これにより、ユーザが操作部材３０を操作していない状態では、軸部材６０は
上記摺動範囲における最も後端位置に位置している。この状態では、図１０及び図１１に
示すように、軸部材６０は、ガイド部材２０より被印字テープ３Ａの繰り出し方向上流側
（この例では後方側）に向かって突出し、繰り出し方向下流側（この例では前方側）が引
き込まれた状態となる。これにより、ガイド部材２０の延設部２２の先端部下端に設けた
爪部２３と、平坦面４０に設けられた溝部４１とが係合し、ガイド部材２０のロック状態
が保持される。　　　
【００５７】
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　ここで、操作部材３０の本体部３１のガイド部材２０側には、図１１に示すようにカム
部材３７が設けられている。一方、軸部材６０の上記カム部材３７に対向する位置には、
操作部材３０側に突出した突部６１が設けられている。これにより、ユーザの操作により
操作部材３０が上方向（図６中矢印Ｙ方向）に回動すると、上記カム部材３７が軸部材６
０の突部６１に接触し、図１２及び図１３に示すように、軸部材６０がガイド部材２０よ
り被印字テープ３Ａの繰り出し方向下流側（この例では前方側）に向かって突出する。こ
れにより、軸部材６０の先端がロール収納部４の斜面４Ｂに接触し、ガイド部材２０はそ
のテープ繰り出し方向下流側（この例では前方側）が持ち上がる。この結果、図１２に示
すように、ガイド部材２０の延設部２２の先端部下端に設けた爪部２３が上昇し、平坦面
４０に設けられた溝部４１との係合が解除される。すなわち、ユーザが操作部材３０を操
作すると、ガイド部材２０の延設部２２の爪部２３と平坦面４０に設けられた溝部４１と
の係合が解除され、ユーザが操作部材３０の操作を停止すると、図７に示すように爪部２
３と溝部４１とが係合される。
【００５８】
　次に、ガイド部材２０の支持構造について説明する。図５及び図６等に示すように、ロ
ール収納部４の底面には、ロール３の幅方向に沿って、ガイド部材２０が備えた前述の支
持部２４と嵌合してガイド部材２０の進退方向を案内するレール部材１１が設けられてい
る。すなわち、前述したガイド部材２０の支持部２４は、図８に示すようにその下端部に
凹状の嵌合部２４Ａを有しており、この嵌合部２４Ａに上記レール部材１１が摺動可能に
嵌合することにより、ガイド部材２０の進退方向が案内される。なお、上述した溝部１３
は、レール部材１１上に設けられている。
【００５９】
　また、図５及び図１１に示すように、レール部材１１の幅方向両側には庇部材１２が設
けられている。なお、これら図５及び図１１においては、前方側の庇部材１２が第１ロー
ラ５１により隠れているため、前方側については庇部材１２と上下方向においてほぼ同位
置に設けられた穴部１４のみ図示している。庇部材１２は、上記支持部２４がレール部材
１１に嵌合した際に、支持部２４の嵌合部２４Ａの幅方向両側に形成された鍔部２９の上
方に位置するように設けられており、鍔部２９を上方から押さえることで、支持部２４の
レール部材１１からの離脱を防止するものである。これらの庇部材１２は、図５及び図１
１に示すように、レール部材１１の幅方向両側において、ロール３の幅方向に沿って千鳥
状に配置されている。詳細には、支持部２４の進退位置に関わらず、常に３つ以上の庇部
材１２が支持部２４の鍔部２９と上下方向において重複するような千鳥状配置となってお
り、支持部２４のレール部材１１からの離脱を確実に防止できるようになっている。
【００６０】
　また、上記支持部２４の幅方向両側に形成された鍔部２９は、図８及び図９に示すよう
に、幅方向両側のうち、被印字テープ３Ａの繰り出し方向上流側（この例では後方側）に
位置する鍔部２９Ｒの厚みＴ１が、下流側（この例では前方側）に位置する鍔部２９Ｆの
厚みＴ２よりも厚くなるように、構成されている。これにより、前方側に位置する鍔部２
９Ｆと庇部１２との隙間を、後方側に位置する鍔部２９Ｒと庇部１２との隙間よりも大き
く形成することができる。その結果、前述した軸部材６０の突出によるガイド部材２０の
繰り出し方向下流側の持ち上がりを許容することができるようになっている。
【００６１】
　以上のような構成により、ユーザが操作部材３０を操作すると、操作部材３０の爪部３
４とロール収納部４の底面に設けられた溝部１３との係合が解除されると共に、ガイド部
材２０の延設部２２の爪部２３と平坦面４０に設けられた溝部４１との係合が解除され、
ガイド部材２０がアンロック状態となる。これにより、ガイド部材２０の固定壁４Ａに対
する進退動作が許容され、ユーザは操作部材３０を操作した状態で、ロール幅に応じてガ
イド部材２０の位置を調整することができる。そして、位置調整の完了後には、ユーザが
操作部材３０の操作を停止すると、操作部材３０の爪部３４とロール収納部４の溝部１３
とが係合すると共に、ガイド部材２０の延設部２２の爪部２３と平坦面４０の溝部４１と



(13) JP 5299782 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

が係合し、ガイド部材２０がロック状態となる。これにより、ガイド部材２０の進退動作
が禁止され、ガイド部材２０を調整後の位置に固定することができる。
【００６２】
　＜ロール収納部内のローラ構造＞
　次に、ロール収納部４内に設けた前述の３つのローラ５１～５３の詳細について説明す
る。
【００６３】
　前述したように、３つのローラ５１～５３は、ロール３に対する周方向位置がそれぞれ
異なっており、前方から後方に向かってロール３の周方向に沿って第１ローラ５１、第２
ローラ５２、及び第３ローラ５３の順に配置されている。これら３つのローラ５１～５３
の回転中心軸Ｘｒ１～Ｘｒ３（図５参照）は、それぞれロール３の巻回中心軸ＸＲ（図２
参照）と平行である。これら３つのローラ５１～５３の位置関係は、前述の図４に示すよ
うに、第３ローラ５３は、第１及び第２ローラ５１，５２に対し、被印字テープ３Ａの繰
り出し方向反対側（この例では後方側）に配置されている。また、第１ローラ５１及び第
２ローラ５２が互いに水平位置となり、第３ローラ５３が第１及び第２ローラ５１，５２
よりも高位置となるように、配置されている。そして、第１ローラ５１と第２ローラ５２
との間のローラ間距離ｄ１（第１ローラ間距離）が、第２ローラ５２と第３ローラ５３と
の間のローラ間距離ｄ２（第２ローラ間距離）よりも大きくなるように、配置されている
。
【００６４】
　ここで、ラベル作成装置１は、ロール収納部４に収納されたロール３から繰り出した被
印字テープ３Ａに対し所望の印字を行うことにより印字ラベルを作成する。このとき、ロ
ール収納部４に収納されたロール３の外周径は、被印字テープ３Ａの繰り出しに伴い、最
大値Ｄｍａｘから中間値Ｄｍｉｄ、そして最小値Ｄｍｉｎへと徐々に小さくなる。なお、
最大値Ｄｍａｘとは使用開始時のロール外周径であり、最小値Ｄｍｉｎとは使用終了時の
ロール外周径である。本実施形態では、例えばＤｍａｘ＝４インチ（１０１．６ｍｍ）、
Ｄｍｉｎ＝１インチ（２５．４ｍｍ）＋紙管３Ｂ（後述）の厚み（２ｍｍ×２）＝２９．
４ｍｍであるロール３を使用する。また中間値Ｄｍｉｄは、詳細は後述するが、３つのロ
ーラ５１～５３の全てがロール３を支持するときのロール外周径であり、本実施形態では
例えば上記ロールを使用する場合にはＤｍｉｄ＝６３．５ｍｍ程度となるように設定され
ている。そして、上述のようにローラ５１～５３を配置することにより、ロール３の外周
径に応じてロール３を支持するローラ構成を異ならせる。このロール外周径に応じてロー
ラ構成を異ならせる内容について、図１４を用いて説明する。
【００６５】
　図１４（ａ）に示すように、ロール３の外周径が最大値Ｄｍａｘである場合には、第２
ローラ５２とロール３の外周面とは離間し、第１ローラ５１及び第３ローラ５３によりロ
ール３を支持する。この２つのローラ５１，５３による支持状態は、ロール外周径が当該
最大値Ｄｍａｘである時から、後述の図１４（ｂ）に示す中間値Ｄｍｉｄとなる前まで継
続する。すなわち、ロール外周径が比較的大きな範囲である、最大値Ｄｍａｘから中間値
Ｄｍｉｄとなる前までの範囲では、第１ローラ５１及び第３ローラ５３によりロール３を
支持することになる。これにより、ロール３を支持するローラ間距離を大きくとることが
できるので、ロール３を安定して支持することができるようになっている。また、以下の
ような効果も奏する。
【００６６】
　すなわち、本実施形態のようにロール３の下側より被印字テープ３Ａを繰り出す場合、
ロール３をテープ繰り出し方向と反対側（この例では後方側）の向きに転がそうとする力
が作用する。このとき、図１４（ａ）に示すようにロール外周径が比較的大きな範囲であ
る、最大値Ｄｍａｘから中間値Ｄｍｉｄとなる前までの範囲では、ロール３の重心位置が
比較的高いため、上記ロール３を後方側に転がそうとする力の影響が大きくなり、ロール
３が後方側の向きに転がるおそれがある。一方、図１４（ｃ）に示すようにロール外周径
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が比較的小さな範囲である、中間値Ｄｍｉｄより小さくなった後最小値Ｄｍｉｎとなるま
での範囲では、ロール３の重心位置が比較的低いため、上記ロール３を転がそうとする力
の影響は小さくなり、ロール３が転がるおそれは低くくなる。
【００６７】
　本実施形態においては、ロール外周径が最大値Ｄｍａｘから中間値Ｄｍｉｄとなる前ま
での範囲、すなわちロール３の重心位置が比較的高い範囲では、上述のように第１ローラ
５１と、第１及び第２ローラ５１，５２に対し後方側における高位置に配置された第３ロ
ーラ５３とによりロール３を支持する。その結果、上述したロール３を後方側の向きに転
がそうとする力に効果的に抗することができ、ロール外周径が最大値Ｄｍａｘから中間値
Ｄｍｉｄとなる前までの範囲においてもロール３を安定して支持することができる。
【００６８】
　また図１４（ｂ）に示すように、ロール３の外周径が中間値Ｄｍｉｄとなった場合には
、第１ローラ５１、第２ローラ５２、及び第３ローラ５３の全てのローラがロール３の外
周面と接触し、これら３つのローラ５１～５３によりロール３を支持する。このように、
ロール外周径が中間値Ｄｍｉｄである場合には第１ローラ５１、第２ローラ５２、及び第
３ローラ５３の全てのローラを用いてロール３を支持するので、ロール３を安定して支持
することができるようになっている。また、以下のような効果も奏する。
【００６９】
　すなわち、一般にプラテンローラ６６を回転駆動させてロール３より被印字テープ３Ａ
を繰り出す際には、ロール外周径が大きく、且つ、ロール３を支持するローラの数が多い
ほど、ロール３の自重による慣性及びローラの摩擦等によるテープ繰り出しに対する負荷
が増大する。この負荷が所定の値より大きくなると、被印字テープ３Ａのロール３からの
繰り出しが円滑に行われず、印字ヘッド６１による印字にムラが生じるおそれがある。
【００７０】
　本実施形態では、上述のようにロール外周径が中間値Ｄｍｉｄとなった時に、第１ロー
ラ５１、第２ローラ５２、及び第３ローラ５３の３つのローラでロール３を支持する。す
なわち、ロール３を支持するローラの数が最大の３つとなるときのロール外周径を中間値
Ｄｍｉｄとすることができ、最大値Ｄｍａｘである場合に比べて大幅に小さくすることが
できる。その結果、被印字テープ３Ａをロール３より繰り出す際の負荷を低減することが
でき、上述のような印字ムラの発生を抑制することができる。
【００７１】
　また、図１４（ｃ）に示すように、ロール３の外周径が最小値Ｄｍｉｎである場合には
、第３ローラ５３とロール３の外周面とは離間し、第１ローラ５１及び第２ローラ５２に
よりロール３を支持する。なお、このときのロール３は被印字テープ３Ａが全て繰り出さ
れて紙管３Ｂが露出した状態となっており、ロール外周径の最小値Ｄｍｉｎは紙管３Ｂの
外周径に相当する。この２つのローラ５１，５２による支持状態は、ロール３の外周径が
上述の図１４（ｂ）に示す中間値Ｄｍｉｄより小さくなった後、当該最小値Ｄｍｉｎとな
るまで継続する。すなわち、ロール外周径が比較的小さな範囲である、中間値Ｄｍｉｄよ
り小さくなった後から最小値Ｄｍｉｎとなるまでの範囲では、第１ローラ５１及び第２ロ
ーラ５２の２つのローラによりロール３を支持することになる。本実施形態では、第１ロ
ーラ５１と第２ローラ５２とのローラ間距離ｄ１（図４参照）をロール外周径の最小値Ｄ
ｍｉｎより小さく設定しているので、ロール外周径が最小値Ｄｍｉｎとなってもロール３
の脱落を防止することができるようになっている。
【００７２】
　次に図１５を用いて、以上のようなローラ支持を行う場合における、ロール外周径に応
じたロール重心位置の動きを説明する。なお、この図１５では説明を容易とするために、
ロール外周径がＤｍａｘ，Ｄｍｉｄ，Ｄｍｉｎの場合のロール３の重心をそれぞれＧｍａ
ｘ，Ｇｍｉｄ，Ｇｍｉｎで表している。
【００７３】
　図１５に示すように、ロール外周径が最大値Ｄｍａｘから中間値Ｄｍｉｄとなるまでの
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範囲においては、ロール３の重心は、ロール３とローラ５１，５３との接触点Ｐ１，Ｐ３
を結ぶ線分の垂直二等分線Ｌ１上を、ＧｍａｘからＧｍｉｄに向けて移動する。この範囲
においては、ロール３の重心位置が高めであるため、ロール３の重量に対し前述したロー
ル３を後方側（図１５中右側）に転がそうとする力が支配的となる。したがって、図に示
すように垂直二等分線Ｌ１を前方側（図１５中左側）に傾斜させて、ロール３を後方側に
転がそうとする力に効果的に抗することができるようになっている。
【００７４】
　一方、ロール外周径が中間値Ｄｍｉｄから最小値Ｄｍｉｎとなるまでの範囲においては
、ロール３の重心は、ロール３とローラ５１，５２との接触点Ｐ１，Ｐ２を結ぶ線分の垂
直二等分線Ｌ２上を、ＧｍｉｄからＧｍｉｎに向けて移動する。この範囲においては、ロ
ール３の重心位置が低めであるため、ロール３を後方側に転がそうとする力に対しロール
３の重量の方が支配的となる。したがって、ロール３を後方側に転がそうとする力の影響
は小さく、水平位置に配置されたローラ５１，５２のみによる支持でもロール３を安定的
に支持することができるようになっている。
【００７５】
　＜延設部によるガイド機能＞
　次に、ガイド部材２０の延設部２２のガイド機能の詳細について説明する。
　前述したように、ガイド部材２０は、ロール３の幅方向左側の端面３Ｌに接触する本体
部２１と、被印字テープ３Ａの繰り出し方向下流側（すなわち前方側）に向かって延びた
延設部２２とを有している。本体部２１（繰り出しガイド部材）は、ロール３の幅方向左
側の端面３Ｌに接触することによりロール３から繰り出される被印字テープ３Ａの幅方向
をガイドする。そして、延設部２２の先端部下端には、平坦面４０に設けられた複数の溝
部４１のうちの１つに対し係合する爪部２３（突部）が設けられている。前述の図８に示
すように、延設部２２は、この爪部２３の上方に、被印字テープ３Ａの幅方向一方側に立
設されたガイド面２２Ａ（搬送ガイド部材）を有しており、当該ガイド面２２Ａをロール
３より繰り出された被印字テープ３Ａの幅方向一方側の端部に接触させることにより、被
印字テープ３Ａの幅方向をガイドする。なお、このガイド面２２Ａは、前述した接触面２
５の前端側の一部を構成しており、すなわちガイド面２２Ａを含む接触面２５と、延設部
２２と、本体部２１とは、一体的にガイド部材２０を構成している。
【００７６】
　図１６を用いて、上記延設部２２のガイド面２２Ａが被印字テープ３Ａの幅方向をガイ
ドする状態を説明する。なお、この図１６に示すロール３の外周径は、前述の図１４及び
図１５に示した最大値Ｄｍａｘ、中間値Ｄｍｉｄ、最小値Ｄｍｉｎに対応している。
【００７７】
　図１６に示すように、延設部２２が平坦面４０に載置され、爪部２３が溝部４１と係合
した状態においては、延設部２２のガイド面２２Ａは、被印字テープ３Ａの搬送経路上に
おける、ロール３からの繰り出し後最初に搬送経路が屈曲される前述の曲壁面４２との接
触位置Ｐ４（以下「第１屈曲位置Ｐ４」という）と、プラテンローラ６６と被印字テープ
３Ａとが接触する位置Ｐ６（搬送ローラ位置。以下「プラテンローラ位置Ｐ６」という）
との間に設けられる。より詳細には、ガイド面２２Ａは、被印字テープ３Ａの搬送経路上
における、上記第１屈曲位置Ｐ４と、当該第１屈曲位置Ｐ４の次に搬送経路が屈曲される
位置である、搬送経路において被印字テープ３Ａを支持する前述の支持ローラ４３と被印
字テープ３Ａとが接触する位置Ｐ５（以下「第２屈曲位置Ｐ５」という）との間に設けら
れる。
【００７８】
　ガイド面２２Ａが上記位置に設けられる結果、ガイド面２２Ａはロール３の外周径の影
響を受けずに被印字テープ３Ａの幅方向をガイドすることができる。この内容について図
１６を参照しつつ説明する。すなわち、ロール収納部４に収納されたロール３の外周径は
、被印字テープ３Ａの繰り出しに伴って徐々に小さくなる。その結果、図１６に示すよう
に、被印字テープ３Ａの繰り出し位置がロール外周径の縮小にしたがって徐々に移動する
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ため、ロール繰り出し直後の被印字テープ３Ａの搬送経路もロール外周径に応じて変動す
る。図１６に示す例では、ロール外周径が最大値Ｄｍａｘの時の被印字テープの搬送経路
を３Ａｍａｘ、ロール外周径が中間値Ｄｍｉｄの時の搬送経路を３Ａｍｉｄ、ロール外周
径が最小値Ｄｍｉｎの時の搬送経路を３Ａｍｉｎで示している。
【００７９】
　このとき、上述した第１屈曲位置Ｐ４は、ロール３から繰り出された被印字テープ３Ａ
の搬送経路が曲壁面４２の接触により最初に屈曲される位置であるため、当該第１屈曲位
置Ｐ４においては被印字テープ３Ａの搬送経路の位置は一定となる。したがって、上述し
たようにロール外周径の変化によりロール繰り出し直後の被印字テープ３Ａの搬送経路が
変動したとしても、図１６に示すように繰り出し位置から第１屈曲位置Ｐ４までの搬送経
路に限られ、第１屈曲位置Ｐ４より下流側の搬送経路については変動しない。その結果、
上述のように延設部２２のガイド面２２Ａを被印字テープ３Ａの搬送経路上における第１
屈曲位置Ｐ４と第２屈曲位置Ｐ５との間に設けることにより、ロール外周径によらず一定
経路となる部分において幅方向をガイドすることができるようになっている。
【００８０】
　＜接触部材によるラベル台紙の剥がれ防止機能＞
　次に、被印字テープ３Ａの搬送経路に設けた接触部材によるラベル台紙１０の剥がれ防
止機能について説明する。
【００８１】
　上述した図１６に示すように、被印字テープ３Ａの搬送経路上には、被印字テープ３Ａ
のラベル台紙側の面である下側の面に接触する複数の接触部材が設けられている。すなわ
ち、まず第１屈曲位置Ｐ４において、曲壁面４２が被印字テープ３Ａのラベル台紙１０側
の面である下側の面に接触する。次に第２屈曲位置Ｐ５において、支持ローラ４３が被印
字テープ３Ａの下側の面に接触する。その後、支持ローラ４３とプラテンローラ位置Ｐ６
との間において、前述した屈曲部４４が被印字テープ３Ａの下側の面に接触する。これら
曲壁面４２、支持ローラ４３、及び屈曲部４４は、被印字テープ３Ａのラベル台紙側の面
に接触することにより、当該ラベル台紙側の面がテープ長手方向に凹状となるように搬送
経路を屈曲させる接触部材として機能する。すなわち、曲壁面４２、支持ローラ４３、及
び屈曲部４４が、被印字テープ３Ａに対しラベル台紙１０を剥離紙３ｃに押さえ付けるよ
うに接触し、被印字テープ３Ａはこのような接触を行いつつ搬送されるので、搬送経路に
おいてラベル台紙１０が剥離紙３ｃから剥がれることを防止できるようになっている。
【００８２】
　＜上カバー本体と窓部材との合わせ部に設けたリブ構造＞
　次に、図１、図１７乃至図２３を用いて、上カバー本体５Ａと窓部材５Ｃとの合わせ部
Ｍに設けたリブ部材７２の構造について説明する。
【００８３】
　前述の図１に示すように、上カバー５の上カバー本体５Ａには、筐体２の内部に収納さ
れたロール３を確認できる透明樹脂製の透明窓５Ｃ（窓部材）が設けられている。この透
明窓５Ｃは、上カバー本体５Ａに形成された開口部７０（図１８及び図１９参照）に嵌め
込まれることにより、固定される。この透明窓５Ｃの嵌め込みにより、窓部材５Ｃと開口
部７０との間に形成される合わせ部Ｍは、前方に位置する前合わせ部Ｍａ、後方に位置す
る後合わせ部Ｍｂ、左方に位置する左合わせ部Ｍｃ、及び右方に位置する右合わせ部Ｍｄ
から構成されている。この合わせ部Ｍには、窓部材５Ｃや開口部７０の製造誤差等により
隙間が生じる場合がある。
【００８４】
　ここで、本実施形態のように、ロール３の下側より被印字テープ３Ａを繰り出す構成の
場合、ロール３での巻回の向きの影響により、図１７に示すように、排出口６Ａより排出
された被印字テープ３Ａが上向きにカール（湾曲）する場合がある。また、印字ヘッド６
１としてサーマルヘッドを用いる場合、その熱による影響によってもそのようなカールが
生じる場合がある。このようなカールが生じた場合、開口部７０と窓部材５Ｃとの合わせ
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部Ｍ、特に排出口６Ａより排出される被印字テープ３Ａのテープ幅方向と平行となる前合
わせ部Ｍａ及び後合わせ部Ｍｂに上記隙間がある場合には、当該隙間に被印字テープ３Ａ
の先端が入り込み、被印字テープ３Ａの排出口６Ａからの排出を円滑に行えなくなるおそ
れがある。よって、本実施形態では、上記合わせ部Ｍａ，Ｍｂにリブ部材７２を設け、上
述のような被印字テープ３Ａの入り込みを防止する。この詳細について、以下に説明する
。
【００８５】
　図１８及び図１９に示すように、開口部７０は略長方形形状に形成されており、その内
側面７１は、前方に位置する前内側面７１ａ、後方に位置する後内側面７１ｂ、左方に位
置する左内側面７１ｃ、及び右方に位置する右内側面７１ｄから構成されている。これら
の内側面のうち、排出口６Ａより排出される被印字テープ３Ａのテープ幅方向と平行とな
る内側面、すなわち装置幅方向に沿った内側面である前内側面７１ａ及び後内側面７１ｂ
には、透明窓５Ｃを開口部７０に嵌め込んだ際に、透明窓５Ｃに形成されたリブ溝８２（
図２０乃至図２２参照）に係合する複数（この例では８つ）のリブ部材７２が突設されて
いる。なお、本実施形態では８つのリブ部材７２を設けているが、これ以外の数としても
よい。
【００８６】
　各リブ部材７２は、透明窓５Ｃの開口部７０への嵌合方向に沿って延設されており、そ
のカバー表面側の端部位置が、上カバー本体５Ａの表面位置より所定距離ｄ３（図２２参
照）だけ開口７０の奥側に位置するように、前内側面７１ａ及び後内側面７１ｂに設けら
れている。本実施形態では、この所定距離ｄ３を例えば１ｍｍ程度に設定している。この
ように、リブ部材７２を奥まった位置に設けることにより、透明窓５Ｃを開口部７０に嵌
め込んだ際に、透明窓５Ｃによってリブ部材７２のカバー表面側端部７２ａを覆い、当該
端部７２ａがカバー表面に露出するのを防止できるようになっている。
【００８７】
　開口７０の内側面７１のうち、後内側面７１ｂ、左内側面７１ｃ、及び右内側面７１ｄ
の上部には、それぞれ所定幅を有する段部７３がひと続きに設けられている。この段部７
３は、透明窓５Ｃを開口部７０に嵌め込んだ際に、合わせ部Ｍのうち、後合わせ部Ｍｂ、
左合わせ部Ｍｃ、及び右合わせ部Ｍｄの上端部に隙間Ｓｅ（図２２参照）を形成する。こ
の隙間Ｓｅは、透明窓５Ｃを開口７０から取り外す際に例えば所定の治具を挿入するため
に用いられる。なお、段部７３は、カバー本体５Ａの表面位置より所定距離ｄ３だけ開口
７０の奥側に位置しており、後内側面７１ｂではリブ部材７２のカバー表面側端部７２ａ
と段部７３との高さが一致している。
【００８８】
　リブ部材７２は、前内側面７１ａ及び後内側面７１ｂのそれぞれにおいて、ラベル作成
装置１の幅方向に複数（この例では４つ）並列して設けられている。これらのうち、前内
側面７１ａ及び後内側面７１ｂのそれぞれにおいて最も装置幅方向右側に位置するリブ部
材７２，７２は、排出口６Ａより排出される、テープ幅が最小となる被印字テープ３Ａの
テープ幅方向中央位置に対応する位置となるように設けられている。この詳細について説
明する。すなわち、前述したように、ロール収納部４はガイド部材２０を進退させること
で任意な幅のロール３を収納することができるが、ロール（被印字テープ）の規格により
収納される最小のロール幅、すなわち排出口６Ａより排出される被印字テープ３Ａの最小
のテープ幅Ｗｍｉｎが定まる。
【００８９】
　ここで、ラベル作成装置１は、ロール収納部４に収納された任意の幅のロール３を用い
て幅の異なる複数の印字ラベルを作成することができる。したがって、排出口６Ａからは
テープ幅の異なる複数の被印字テープ３Ａが排出される。このとき、排出口６Ａは、テー
プ幅の異なる複数の被印字テープ３Ａについて、それらのテープ端部位置を当該排出口６
Ａにおける装置幅方向右端側の排出口側壁６７（図１参照）の位置に一致させつつ排出す
る。当該排出口側壁６７と、開口７０の右内側面７１ｄとは、装置幅方向位置が一致して
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いる。そして、図１８に示すように、前内側面７１ａ及び後内側面７１ｂのそれぞれにお
いて最も右側のリブ部材７２，７２は、右内側面７１ｄよりＷｍｉｎ／２の距離となる幅
方向位置に設けられている。その結果、上記リブ部材７２，７２は、排出口６Ａより排出
されたテープ幅が最小となる被印字テープ３Ａのテープ幅方向中央位置に対応する位置と
なる。また、最も右側である上記リブ部材７２以外のリブ部材７２についても、ロール収
納部４に収納されるロール３のその他の規格サイズに応じて適宜の間隔で配置されている
。
【００９０】
　なお、本実施形態では、排出口側壁６７と、開口７０の右内側面７１ｄとの装置幅方向
位置が一致した構成としたため、複数のリブ部材７２のうち最も右側のものを最小テープ
幅の被印字テープ３Ａの中央位置に対応させたが、必ずしも右端のリブ部材７２を対応づ
ける必要はない。例えば開口部７０が排出口６Ａよりも幅方向に大きいような場合には、
複数のリブ部材７２のうち中間位置のものを最小テープ幅の被印字テープ３Ａの中央位置
に対応させてもよい。すなわち、複数のリブ部材７２のうちの少なくとも１つが対応して
いればよい。
【００９１】
　図２０及び図２１に示すように、透明窓５Ｃは、開口部７０の形状に対応して略長方形
形状に形成されており、その側面８１は、開口部７０に嵌め込んだ際に前方に位置する前
側面８１ａ、後方に位置する後側面８１ｂ、左方に位置する左側面８１ｃ、及び右方に位
置する右側面８１ｄから構成されている。これらの側面のうち、開口部７０の前内側面７
１ａ及び後内側面７１ｂと合わせられる前側面８１ａ及び後側面８１ｂには、リブ部材７
２が係合されるリブ溝８２が複数（この例では８つ）設けられている。
【００９２】
　各リブ溝８２は、上端部に被覆部８２ａをそれぞれ有しており、この被覆部８２ａが透
明窓５Ｃを開口部７０に嵌め込んだ際にリブ部材７２のカバー表面側端部７２ａを覆うよ
うになっている。また、左側面８１ｃ及び右側面８１ｄには、係止爪８３がそれぞれ２つ
ずつ設けられている。これらの係止爪８３が、開口部７０の内側面７１の対応する位置に
設けられた被係止部７４に係止することにより、透明窓５Ｃは開口部７０に固定される。
【００９３】
　図２２に示すように、透明窓５Ｃを開口部７０に嵌め込むと、前合わせ部Ｍａ及び後合
わせ部Ｍｂにおいて、開口部７０のリブ部材７２が透明窓５Ｃのリブ溝８２に係合する。
これにより、当該合わせ部Ｍａ，Ｍｂに隙間が生じている場合でも、リブ部材７２の形成
部分では当該リブ部材７２と透明窓５Ｃのリブ溝８２との係合により上記隙間を埋め、被
印字テープ３Ａの入り込みを防止できるようになっている。
【００９４】
　なお、リブ部材７２を設ける方法以外にも、例えば合わせ部Ｍの一部又は全部を曲線状
とすることにより被印字テープ３Ａの先端の侵入を防止してもよい。例えば図２３に示す
例では、合わせ部Ｍ′のうち、後合わせ部Ｍｂ′（曲線部）が後向きに膨らんだ円弧状と
なるように、開口７０と透明窓５Ｃとが構成されている。その他の前合わせ部Ｍａ（直線
部）、左合わせ部Ｍｃ（直線部）、及び右合わせ部Ｍｄ（直線部）については図１と同様
に直線状となっている。そして、前合わせ部Ｍａにのみリブ部材７２を設けており、後合
わせ部Ｍｂ′についてはリブ部材７２を設けていない。
【００９５】
　このような構成とすることにより、合わせ部Ｍ′のうち前合わせ部Ｍａにおいてはリブ
部材７２により被印字テープ３Ａの先端の侵入を防止することができる。また、後合わせ
部Ｍｂ′においては、合わせ部が曲線状であるので、リブ部材７２を設けなくとも直線状
である被印字テープ３Ａの先端の侵入を防止することができる。これにより、被印字テー
プ３Ａの先端の侵入を確実に防止することができる。また後合わせ部Ｍｂ′を設けること
で、リブ部材７２の数を少なくすることができるので、構造の簡素化を図ることができる
。
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【００９６】
　なお、後合わせ部Ｍｂ′のみでなく、前合わせ部Ｍａについても曲線状としてもよい。
この場合には、リブ部材７２が不要となり、さらに構造の簡素化を図ることができる。
【００９７】
　＜テープ片上昇許容空間の機能＞
　次に、筐体２の内部空間における排出口６Ａ近傍に形成したテープ片上昇許容空間Ｓｐ
について説明する。
【００９８】
　図２４を用いて、ラベル作成装置１の排出口６Ａ近傍の内部構造を説明する。前述した
ように、被印字テープ３Ａの搬送経路における印字ヘッド６１及びプラテンローラ６６の
下流側には、可動刃４７及び固定刃４６を備えたカッターユニット８（切断手段）が設け
られている。また、このカッターユニット８のさらに下流側には、支持部材６８が設けら
れている。この支持部材６８は、装置幅方向一方側から見た側面視において尖った形状を
有し、被印字テープ３Ａのテープ幅方向に平行な支持部６８ａを備えており、後述の図２
５に示すように、被印字テープ３Ａが所定長さに切断されて形成されたテープ片３Ａｐを
、側面視において支持部６８ａを支点として回転可能に支持する。この支持部６８ａを支
点として回転するテープ片３Ａｐは、排出口６Ａから筐体２の外部に排出される。ユーザ
は、このテープ片３Ａｐの剥離紙３ｃから印字済のラベル台紙１０を剥がし、印字ラベル
として使用する。
【００９９】
　このとき、筐体２内において、被印字テープ３Ａの搬送経路における、カッターユニッ
ト８による切断位置Ｐ７と支持部材６８による支持位置Ｐ８との間の区間の上方に、テー
プ片３Ａｐが支持部６８ａを支点としてその搬送方向下流側を下降させる向きに回転する
ことによる、テープ片３Ａｐの支点より搬送方向上流側の上昇を許容するテープ片上昇許
容空間Ｓｐが形成されている。このテープ片上昇許容空間Ｓｐの上下方向の領域は、被印
字テープ３Ａの搬送経路より上方、且つ、フロントパネル６の内側に設けた構造部材６Ｂ
より下方の空間であり、具体的には、構造部材６Ｂにおいて被印字テープ３Ａ側に突出し
て設けられた構造部材（例えばリブ等）を切除することにより形成されている。
【０１００】
　また、支持部材６８は、搬送経路における上記切断位置Ｐ７と支持位置Ｐ８との間の距
離Ｌ３が、テープ片３Ａｐの最小長さ寸法Ｌｍｉｎの半分以下となるように設けられてい
る。ここで最小長さ寸法Ｌｍｉｎとは、切断により形成されたテープ片３Ａｐ上にラベル
台紙１０が１枚だけ配置されている場合の長さである。これにより、テープ片３Ａｐは必
ず、支持部材６８に支持された状態において、その支点より搬送方向下流側の長さが、支
点より搬送方向上流側の長さより長くなるようになっている。
【０１０１】
　図２５を用いて、テープ片３Ａｐの排出時に、テープ片上昇許容空間Ｓｐがテープ片３
Ａｐの支点より搬送方向上流側の上昇を許容する様子を説明する。
【０１０２】
　図２５（ａ）に示すように、印字ヘッド６１により印字された被印字テープ３Ａは、プ
ラテンローラ６６により搬送されて、排出口６Ａより筐体２の外部に排出される。このと
き、カッターユニット８は、可動刃４７が固定刃４６に対し下降した状態となっている。
また、本実施形態ではロール３の下側より被印字テープ３Ａを繰り出すため、ロール３で
の巻回の向きの影響により、排出口６Ａより排出された被印字テープ３Ａは、搬送方向下
流側端部（図中左側端部）が上向きとなる円弧状にカール（湾曲）している。なお、この
例では、ロール３が使用終了時に近い状態、すなわちロール外周径がほぼ最小値Ｄｍｉｎ
（図１４（ｃ）参照）である場合を示しており、このため被印字テープ３Ａは、ロール外
周径が最小値Ｄｍｉｎであるときのロール３での被印字テープ３Ａの巻回曲率と等しい曲
率で円弧状にカールしている。これにより、被印字テープ３Ａのカール部分の曲率半径は
Ｄｍｉｎ／２となっている。なお、このときの被印字テープ３Ａのカール部分の支点にお
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ける接線Ｔａは、水平よりテープ搬送方向上流側（図中右側）が下方となる向きに傾斜し
ている。
【０１０３】
　次に、図２５（ｂ）に示すように、被印字テープ３Ａが所定量排出された時点で、カッ
ターユニット８の可動刃４７が上昇し、固定刃４６と協働して被印字テープ３Ａを切断す
る。この例では、切断により形成されたテープ片３Ａｐの長さ寸法が上述した最小長さ寸
法Ｌｍｉｎである場合を示している。したがって、上述したようにテープ片３Ａｐは、支
持部材６８に支持された状態において、その支点より搬送方向下流側（図中左側）の長さ
が搬送方向上流側（図中右側）の長さより長くなっており、テープ片３Ａｐの幅方向及び
搬送方向中心に位置する重心ｇは、支持位置Ｐ８よりも外側（図中左側）に位置している
。その結果、図２５（ｂ）に示すように、テープ片３Ａｐは、支持部６８ａを支点として
、その搬送方向下流側を下降させると共に、支点より搬送方向上流側を上昇させる向きに
回転する。このとき、テープ片上昇許容空間Ｓｐは、テープ片３Ａｐの支点より搬送方向
上流側の上昇を許容している。なお、このときのテープ片３Ａｐの支点における接線Ｔａ
は、上述の図２５（ａ）に示す状態からテープ片３Ａｐの回転に伴って略水平となってい
る。また、切断により形成されたテープ片３Ａｐの曲率は、図２５（ａ）に示す被印字テ
ープ３Ａのカール部分の曲率と同等である。
【０１０４】
　そして、図２５（ｃ）に示すように、テープ片３Ａｐの搬送方向上流側端部が構造部材
６Ｂの下端に接触するまで、テープ片３Ａｐは支持部６８ａを支点として回転する。この
テープ片３Ａｐの搬送方向上流側端部が構造部材６Ｂの下端に接触した状態が、テープ片
上昇許容空間Ｓｐがテープ片３Ａｐの搬送方向上流側の上昇を最大限に許容した状態であ
る。このとき、テープ片３Ａｐの重心ｇは、支持位置Ｐ８よりも外側、且つ、支点よりも
低位置に位置している。また、このときのテープ片３Ａｐの支点における接線Ｔａは、上
述の図２５（ｂ）に示す水平状態からテープ片３Ａｐの回転に伴ってテープ搬送方向下流
側が下方となる向きに傾斜している。
【０１０５】
　その後、テープ片３Ａｐは、上述したようにその重心ｇが支持位置Ｐ８よりも外側、且
つ、支点よりも低位置に位置していることにより、支持部６８ａに対して下面を滑らせつ
つ、図２５（ｄ）に示すように排出口６Ａより筐体２の外部に排出される。
【０１０６】
　なお、テープ片上昇許容空間Ｓｐの上下方向の寸法は、必ずしも上述したほど必要とは
限らない。すなわち、テープ片３Ａｐが少なくとも上述した図２５（ｂ）に示す状態、す
なわちテープ片３Ａｐの支点における接線Ｔａが略水平となるまで、テープ片上昇許容空
間Ｓｐがテープ片３Ａｐの搬送方向上流側の上昇を許容できればよい。この場合、重心ｇ
が支点より高位置であるためテープ片３Ａｐが排出口６Ａより滑り落ちることはなくても
、重心ｇが支持位置Ｐ８よりも外側に位置しているため、少なくともテープ片３Ａｐの筐
体２内への入り込みを防止できるからである。
【０１０７】
　＜ガイド部材の掛止部の構造＞
　次に、ガイド部材２０に設けた掛止部２１Ａの構造について説明する。
【０１０８】
　前述の図８及び図９に示すように、ガイド部材２０の本体部２１には、ガイド部材２０
のロール３と接触する接触面２５がロール３より離れる方向に向かって凹状である掛止部
２１Ａが設けられている。掛止部２１Ａは、この凹状形状によって、前述の図２に示すよ
うにロール３の幅方向他方側（この例では幅方向左側）の端面３Ｌとの間に、ユーザがガ
イド部材２０を進退操作する際に指を掛止可能な掛止空間Ｓｆを形成する。なお、上記凹
状形状は、ガイド部材２０の下端からの高さがＨ（後述の図２６参照）となる位置からガ
イド部材２０の上端にかけて形成されている。
【０１０９】
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　また図８及び図９に示すように、掛止部２１Ａは、上記凹状形状の中に、ロール３より
離れる方向に向けて湾曲したグリップ面ＧＦを有している。そして、操作部材３０は、前
述の図６に示すように、掛止部２１Ａの上記グリップ面ＧＦと同方向に向けて湾曲したグ
リップ部３５を上端部に備えている。これにより、ユーザは操作部材３０のグリップ部３
５を一方側の指（例えば親指）で操作する際に、他方側の指（例えば人差し指や中指）を
ガイド部材２０の掛止部２１Ａのグリップ面ＧＦに掛止させて、一方側の指と他方側の指
でつまむようにして容易に操作部材３０を操作することができる。
【０１１０】
　次に図２６を用いて、掛止部２１Ａが形成されている高さについて説明する。この例で
は、ロール収納部４にロール外周径が最大値Ｄｍａｘであるロール３が収納されている。
このとき、図２６に示すように、掛止部２１Ａは、ロール外周径が最大値Ｄｍａｘである
ときの紙管３Ｂ（ロール芯）の下端３ＢＬより高い位置となる、上述した高さＨの位置か
らガイド部材２０の上端にかけて設けられている。なお、高さＨはガイド部材２０の下端
、すなわち支持部２４の底部からの高さである。これにより、紙管３Ｂの高さが最も高位
置となるときであっても、ガイド部材２０の接触面２５を紙管３Ｂの下端３ＢＬに接触さ
せることができる。そして、被印字テープ３Ａの繰り出しに伴いロール外周径が小さくな
り、紙管３Ｂの高さが低くなると、接触面２５と紙管３Ｂとの接触面積をさらに増大させ
ることができる。すなわち、ロール外周径の大小に関わらず、接触面２５を紙管３Ｂの少
なくとも一部に確実に接触させることができるようになっている。
【０１１１】
　＜センサホルダの構造＞
　次に、被印字テープ３Ａの搬送経路に設けたセンサホルダ９０の構造について説明する
。
【０１１２】
　本実施形態のラベル作成装置１においては、前述したように、プラテンローラ６６でロ
ール収納部４に収納されたロール３より被印字テープ３Ａを繰り出して搬送し、印字ヘッ
ド６１で被印字テープ３Ａに対し所望の印字を行うことにより印字ラベルを作成する。こ
のとき、被印字テープ３Ａの搬送経路に設けられた光学センサ１００（センサ手段。後述
の図２７参照）により被印字テープ３Ａの所定の基準位置が検出され、当該基準位置を用
いて印字ヘッド６１による印字開始位置の決定等の印字制御が行われる。前述の図２、図
３、及び図５に示すように、この光学センサ１００は、印字ヘッド６１の搬送方向上流側
に設けたセンサホルダ９０によって、被印字テープ３Ａのテープ面近傍に保持される。
【０１１３】
　図２７を用いて、センサホルダ９０の詳細構造を説明する。なお、図２７（ａ）には、
センサホルダ９０の位置関係を示すために、周辺部材を簡略化して示している。
【０１１４】
　図２７（ａ）に示すように、光学センサ１００は、被印字テープ３Ａの搬送経路におけ
る支持ローラ４３と印字ヘッド６１との間に設けられており、発光部１０１と受光部１０
２とで構成されている。発光部１０１より発光された光は、被印字テープ３Ａを透過して
受光部１０２により受光される。このとき、被印字テープ３Ａは、前述したようにラベル
台紙１０が接着された部分では感熱層３ａ、粘着層３ｂ、及び剥離紙３ｃの３層構造とな
っており、ラベル台紙１０が接着されていない部分（ラベル台紙１０同士の間の部分）で
は剥離紙３ｃのみの１層構造となっているため、この厚みの相違による受光部１０２での
受光量の差に基づき、ラベル台紙１０の搬送方向における端部位置が基準位置として検出
される。
【０１１５】
　発光部１０１は、被印字テープ３Ａの搬送面を構成する水平面４５に設けられ、受光部
１０２は、センサホルダ９０によって発光部１０１の上部に保持されている。このとき、
発光部１０１の光軸と受光部１０２の光軸が一致するように位置決めされている。またセ
ンサホルダ９０は、受光部１０２を覆うカバーの役目も果たしている。このように発光部
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１０１を下方、受光部１０２を上方に配置し、受光部１０２全体をセンサホルダ９０で覆
うことにより、外乱光による誤検出を抑制できるようになっている。なお、本実施形態で
は発光部１０１と受光部１０２を被印字テープ３Ａの両側に配置する構成としたが、両部
を備えた反射型センサを被印字テープ３Ａの上側においてセンサホルダ９０で保持する構
成としてもよい。
【０１１６】
　センサホルダ９０は、被印字テープ３Ａの搬送経路が下方に傾斜する傾斜区間に設けら
れており、支持部９０Ａと、被印字テープ３Ａの上面の一部を覆うようにテープ幅方向に
所定幅延出された延出部９０Ｂとを有している。延出部９０Ｂは、被印字テープ３Ａの搬
送面を構成する上記水平面４５及び下方に傾斜する傾斜面４８との間にスリットＳＬを形
成する。このスリットＳＬは、テープ搬送方向両側（図２７中左右両側）及びテープ幅方
向左側（図２７（ａ）中紙面手前側）を開口させている。なお、スリットＳＬのテープ幅
方向右側（図２７（ａ）中紙面奥側）については、搬送経路に設けられた図示しない案内
部材により閉塞されている。このような構成により、光学センサ１００を構成する受光部
１０２は、センサホルダ９０によって、スリットＳＬに挿通された被印字テープ３Ａのテ
ープ面近傍に保持されるようになっている。
【０１１７】
　なお、スリットＳＬへの被印字テープ３Ａの挿通は、テープ搬送方向上流側（図２７（
ａ）中左側）の開口９１及びテープ幅方向左側（図２７（ａ）中紙面手前側）の開口９２
のいずれかを介して被印字テープ３Ａの端部を挿入することにより行う。すなわち、開口
９１から挿入する場合には被印字テープ３Ａの先端部を挿入し、開口９２から挿入する場
合には被印字テープ３Ａのテープ幅方向右側端部を挿入する。このような被印字テープ３
ＡのスリットＳＬへの挿入は、次のような手順で行われる印字ラベル作成開始時の準備中
に、ユーザが手動にて行う。
【０１１８】
　すなわち、ユーザは、上カバー５を開いた状態において、筐体２内のロール収納部４に
ロール３を収納する。次に、被印字テープ３Ａをロール３から少なくとも印字ヘッド６１
に届く位置まで繰り出す。この際に、被印字テープ３Ａをセンサホルダ９０のスリットＳ
Ｌへ挿入する。その後、上カバー５を閉じる。これにより、上カバー５側に設けられたプ
ラテンローラ６６と、筐体２側に設けられた印字ヘッド６１とで被印字テープ３Ａが挟持
され、印字ヘッド６１による印字及びプラテンローラ６６による被印字テープ３Ａの搬送
が可能な状態となる。この後、ユーザのフィードボタン７Ｃの操作等により被印字テープ
３Ａが所定距離搬送され、印字ラベルの作成が開始される。
【０１１９】
　また図２７（ａ）乃至図２７（ｃ）に示すように、センサホルダ９０の延出部９０Ｂに
おける、テープ搬送方向上流側の側面９３と、テープ幅方向左側の側面９４との間の角部
には、面取り部９５が設けられている。この面取り部９５は、曲面状となるように形成さ
れている。また図２７（ａ）に示すように、センサホルダ９０の延出部９０Ｂにおける、
テープ搬送方向上流側の側面９３のスリットＳＬ側の角部には、面取り部９６が設けられ
ている。この面取り部９６により、スリットＳＬのテープ搬送方向上流側の開口９１は、
その入口が拡張されている。
【０１２０】
　さらに、図２７（ｂ）及び図２７（ｃ）に示すように、センサホルダ９０は全体として
略Ｌ字型形状に形成されている。これにより、そのＬ字型の凹部部分に、ユーザが被印字
テープ３ＡをスリットＳＬに挿通させる際に指の先端を挿入可能な指挿入空間Ｓｉを形成
している。この指挿入空間Ｓｉにより、ユーザは指をＬ字型の凹部部分に挿入することが
可能となり、被印字テープ３Ａの端部を指でつまんでスリットＳＬに容易に挿通させるこ
とができるようになっている。
【０１２１】
　また、図２７（ａ）及び図２７（ｂ）に示すように、上記テープ幅方向左側の側面９４
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は、被印字テープ３Ａの搬送経路の下方への傾斜に沿った傾斜部９４ａを下端に備えてい
る。このような側面９４の形状により、センサホルダ９０の延出部９０Ｂと水平面４５及
び傾斜面４８との間に形成されるスリットＳＬを、傾斜した搬送経路に沿った形状とする
ことができる。
【０１２２】
　以上説明した実施形態のラベル作成装置１は、ロール収納部４にロール３を収納し、当
該ロール３より繰り出された被印字テープ３Ａに対し所望の印字を行うことにより、印字
ラベルを作成する。このとき、ロール収納部４の固定壁部４Ａはロール３の右側の端面に
接触し、ガイド部材２０はロールの左側の端面に接触する。すなわち、ロール３は固定壁
部４Ａとガイド部材２０とで挟み込まれた状態でロール収納部４に収納され、この状態に
おいて、ガイド部材２０はロール３から繰り出される被印字テープ３Ａの幅方向をガイド
する。
【０１２３】
　ここで本実施形態においては、ガイド部材２０を固定壁部４Ａに対しロール３の幅方向
に沿って進退可能に設けた構成とする。これにより、収納したロール３の幅に応じてガイ
ド部材２０を進退させ位置を調整することで、任意な幅のロール３に対し、固定壁部４Ａ
とガイド部材２０とでロール３を挟み込み、被印字テープ３Ａの幅方向をガイドすること
ができる。したがって、任意な幅のロール３に対応することができる。
【０１２４】
　また、例えばガイド部材を有しないラベル作成装置において、予めガイド部材をロール
側に設けたガイド付きロールを用いるような場合、使用後にガイド部材が廃棄されること
になるが、一般にガイド部材は樹脂製であるため環境への負荷が大きい。これに対し、本
実施形態ではガイド部材２０をラベル作成装置１側に設けるため廃棄の必要がなくなり、
環境への負荷を低減することができる。
【０１２５】
　また、本実施形態では特に、ガイド部材２０に操作部材３０を設ける。これにより、ユ
ーザが操作部材３０を操作してガイド部材２０をアンロック状態とすることで、ガイド部
材２０の進退動作が許容され、ロール幅に応じてガイド部材２０の位置を調整することが
できる。そして、位置調整の完了後、ユーザが操作部材３０を操作してガイド部材２０を
ロック状態とすることで、ガイド部材２０を調整後の位置に固定することができる。この
ように、ユーザはガイド部材２０のロック・アンロック状態を操作部材３０を用いて容易
に切り替えることができるので、ガイド部材２０の位置調整を行う際の操作性を向上する
ことができる。
【０１２６】
　また、本実施形態では特に、ユーザが操作部材３０を操作すると、操作部材３０の支持
部３２の下端部に設けた爪部３４と、ロール収納部４の底面に設けられた溝部１３との係
合が解除され、ガイド部材２０がアンロック状態となる。一方、ユーザが操作部材３０の
操作を停止すると、操作部材３０の爪部３４と溝部１３とが係合され、ガイド部材２０が
ロック状態となる。このように、操作部材３０を用いて爪部３４と溝部１３との係合及び
その解除を切り替えるようにすることで、ガイド部材２０のロック状態とアンロック状態
とを確実に切り替えることができる。
【０１２７】
　また、操作部材３０の操作状態のときにガイド部材２０をアンロック状態とし、非操作
状態のときにガイド部材２０をロック状態とすることで、通常時はガイド部材２０を固定
しておき、ロール交換時等の必要な時のみガイド部材２０を可動させることができる。
【０１２８】
　さらに、ロール収納部４の底面にロール３の幅方向に沿って設けられた複数の溝部１３
のうちの１つに対し、爪部３４を係合する構造とすることで、溝部１３の数に応じた段階
的なガイド部材２０の位置調整を行うことができる。
【０１２９】
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　また、本実施形態では特に、ユーザが操作部材３０を操作すると、ガイド部材２０の延
設部２２の爪部２３と平坦面４０に設けられた溝部４１との係合が解除され、ガイド部材
２０がアンロック状態となる。一方、ユーザが操作部材３０の操作を停止すると、爪部２
３と溝部４１とが係合され、ガイド部材２０がロック状態となる。このように、操作部材
３０を用いて爪部２３と溝部４１との係合及びその解除を切り替えるようにすることで、
ガイド部材２０のロック状態とアンロック状態とを確実に切り替えることができる。
【０１３０】
　また、ガイド部材２０の延設部２２の先端部に設けた爪部２３を溝部４１に係合させる
構造とすることにより、ガイド部材２０は繰り出し方向下流側において被印字テープ３Ａ
の搬送方向を規制することができるので、ガイド部材２０による被印字テープ３Ａのガイ
ド機能を高めることができる。
【０１３１】
　さらに本実施形態では、操作部材３０により、当該操作部材３０の爪部３４とロール収
納部４に設けた溝部１３、及び、ガイド部材２０の延設部２２の爪部２３と平坦面４０に
設けた溝部４１の両方の係合及びその解除を切り替え可能な構造とするので、ガイド部材
２０における底位置及びテープ繰り出し方向先端位置の２箇所でガイド部材２０の係合に
よる支持を行うことができるので、ロック状態においてガイド部材２０を堅固に固定する
ことができる。
【０１３２】
　また、本実施形態では特に、ユーザが操作部材３０を操作すると、軸部材６０が前後方
向に摺動し、ガイド部材２０より前方側に向かって突出する。そして、軸部材６０の先端
がロール収納部４の斜面に接触することで、ガイド部材２０の前方側が持ち上がる。その
結果、ガイド部材２０の延設部２２に設けた爪部２３と平坦面４０に設けた溝部４１との
係合が解除され、ガイド部材２０はアンロック状態となる。一方、ユーザが操作部材３０
の操作を停止すると、軸部材６０が摺動してガイド部材２０より後方側に向かって突出し
、ガイド部材２０の前方側が下がる。その結果、延設部２２に設けた爪部２３と溝部４１
とが係合され、ガイド部材２０はロック状態に保持される。
【０１３３】
　このように、軸部材６０を介してガイド部材２０のロック・アンロック状態を切り替え
る構造とすることにより、構造を複雑化することなく、簡易な構成で、ユーザの操作によ
りガイド部材２０のロック・アンロック状態を切り替える構造を実現できる。
【０１３４】
　また、本実施形態では特に、ガイド部材２０が、ユーザが操作部材３０を一方側の指で
操作する際に、他方側の指を掛止可能な掛止部２１Ａを有する構成とする。これにより、
ユーザは操作部材３０を一方側の指で操作する際に、他方側の指をガイド部材２０の掛止
部２１Ａに掛止させて、一方側の指と他方側の指でつまむようにして操作部材３０を操作
することができる。その結果、ガイド部材２０の位置調整を行う際の操作性をさらに向上
することができる。
【０１３５】
　また、本実施形態では特に、ロール収納部４の底面にロール幅方向に沿って設けられた
レール部材１１と嵌合部２４Ａにより嵌合した支持部２４が、当該レール部材１１上をス
ライドすることにより、ガイド部材２０がロール幅方向に沿って進退する。このとき、レ
ール部材１１の幅方向両側において支持部２４の上方に設けられた、支持部２４のレール
部材１１からの離脱を防止するための庇部材１２が、レール部材１１の幅方向両側におい
てロール３の幅方向に沿って千鳥状に配置されている。これにより、支持部２４のレール
部材１１からの離脱を防止しつつ、庇部材１２をロール幅方向全体に亘って設ける場合に
比べて少なくすることができ、ラベル作成装置１の軽量化やコスト低減を図ることができ
る。また特に、支持部２４の進退位置に関わらず、常に３つの庇部材１２が支持部２４と
上下方向において重複するような千鳥状配置とするので、支持部２４のレール部材１１か
らの離脱を確実に防止することができる。
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【０１３６】
　また庇部材１２を、例えば千鳥状でなくロール幅方向位置が同位置となるように、レー
ル部材１１の幅方向両側において断続的に配置するような場合には、庇部材１２がない領
域において支持部２４が上方に浮きやすくなり、支持部２４の端部と庇部材１２の端部と
が当たりやすくなる。さらに、ロール幅方向同位置において幅方向両側の２つの庇部材１
２が支持部２４と同時に接触することになるため、支持部２４のスライド動作が円滑に行
われず、操作性が悪くなる。これに対し、本実施形態においては上述のように庇部材１２
を千鳥状に配置するので、支持部２４の浮きを防止し、支持部２４の端部と庇部材１２の
端部とを当たりにくくすることができる。また、ロール幅方向同位置において幅方向両側
の２つの庇部材１２が支持部２４と同時に接触しないため、支持部２４のスライド動作が
円滑となり、操作性を向上することができる。
【０１３７】
　また、本実施形態では特に、支持部２４の幅方向両側に形成された鍔部２９を、幅方向
両側のうち、被印字テープ３Ａの後方側に位置する鍔部２９Ｒの厚みＬ１が、前方側に位
置する鍔部２９Ｆの厚みＬ２よりも厚くなるように構成する。これにより、支持部２４が
有する鍔部２９のうち、前方側に位置する鍔部２９Ｆと庇部１２との隙間を、後方側に位
置する鍔部２９Ｒと庇部１２との隙間よりも大きく形成することができる。その結果、軸
部材６０の突出によるガイド部材２０の前方側の持ち上がりを許容することができる。
【０１３８】
　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。
【０１３９】
　例えば、以上ではテープ上にラベル台紙１０が連続配置された被印字テープ３Ａを用い
る場合を例にとって説明したが、これに限らず、テープ表面全体に被印字テープ層（感熱
層や受像層）が形成された被印字テープに対し印字を行い、所定の長さに切断して印字ラ
ベルを作成してもよく、本発明はこのようなものに対しても適用できる。また、以上では
被印字テープ３Ａに印字を行う方式（いわゆるノンラミネート方式）であったが、被印字
テープ３Ａとは別のカバーフィルムに印字を行ってこれらを貼り合わせる方式（いわゆる
ラミネート方式）に本発明を適用してもよい。
【０１４０】
　また以上においては、被印字テープ３Ａがロール３の下側より繰り出される場合を例に
とって説明したが、これに限らず、ロール３の上側より繰り出される場合にも適用可能で
ある。この場合、ロール３には、ロール３をテープ繰り出し方向側（この例では前方側）
の向きに転がそうとする力が作用するため、第３ローラ５３を、第１及び第２ローラ５１
，５２に対し、被印字テープ３Ａの繰り出し方向側に配置すればよい。
【０１４１】
　また以上においては、第２屈曲位置Ｐ２に支持ローラ４３を設けるようにしたが、必ず
しもローラを設ける必要はなく、第１屈曲位置Ｐ４と同様に壁面との接触等により被印字
テープ３Ａの搬送経路を屈曲してもよい。
【０１４２】
　また以上においては、印字ヘッド６１に対する受け台（プラテン）が搬送ローラとして
のプラテンローラ６６である場合を例にとって説明したが、これに限らず、被印字テープ
３Ａを繰り出し搬送する搬送ローラをプラテンとは別に設けてもよい。
【０１４３】
　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。
【０１４４】
　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】



(26) JP 5299782 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

【０１４５】
　１　　　　　　　　ラベル作成装置
　２　　　　　　　　筐体
　３　　　　　　　　ロール
　３Ａ　　　　　　　被印字テープ
　３Ａｐ　　　　　　テープ片
　３Ｂ　　　　　　　紙管（ロール芯）
　３ｃ　　　　　　　剥離紙
　３Ｌ，３Ｒ　　　　端面
　４　　　　　　　　ロール収納部
　４Ａ　　　　　　　固定壁部
　５　　　　　　　　上カバー
　５Ｃ　　　　　　　透明窓（窓部材）
　６Ａ　　　　　　　排出口
　８　　　　　　　　カッターユニット（切断手段）
　１０　　　　　　　ラベル台紙
　１１　　　　　　　レール部材
　１２　　　　　　　庇部材
　１３　　　　　　　溝部（第１溝部）
　２０　　　　　　　ガイド部材
　２１　　　　　　　本体部（繰り出しガイド部材）
　２１Ａ　　　　　　掛止部
　２２Ａ　　　　　　ガイド面（搬送ガイド部材）
　２３　　　　　　　爪部（第２突部、突部）
　２４　　　　　　　支持部
　２４Ａ　　　　　　嵌合部
　２５　　　　　　　接触面
　２９Ｆ，２９Ｒ　　鍔部
　３０　　　　　　　操作部材
　３４　　　　　　　爪部（第１突部）
　３５　　　　　　　グリップ部
　４０　　　　　　　平坦面（載置面）
　４１　　　　　　　溝部（第２溝部）
　４２　　　　　　　曲壁面（接触部材、壁面）
　４３　　　　　　　支持ローラ（接触部材）
　４４　　　　　　　屈曲部（接触部材）
　４５　　　　　　　水平面（搬送面）
　４８　　　　　　　傾斜面（搬送面）
　５１　　　　　　　第１ローラ
　５２　　　　　　　第２ローラ
　５３　　　　　　　第３ローラ
　６０　　　　　　　軸部材
　６６　　　　　　　プラテンローラ（搬送ローラ）
　６８　　　　　　　支持部材
　６８ａ　　　　　　支持部
　７０　　　　　　　開口部
　７１ａ，７１ｂ　　内側面
　７２　　　　　　　リブ部材
　８２　　　　　　　リブ溝
　９０　　　　　　　センサホルダ
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　９３　　　　　　　側面
　９４　　　　　　　側面
　９４ａ　　　　　　傾斜部
　９５　　　　　　　面取り部
　９６　　　　　　　面取り部
　１００　　　　　　光学センサ（センサ手段）
　ｄ１　　　　　　　ローラ間距離（第１ローラ間距離）
　ｄ２　　　　　　　ローラ間距離（第２ローラ間距離）
　Ｄｍａｘ　　　　　最大値
　Ｄｍｉｄ　　　　　中間値
　Ｄｍｉｎ　　　　　最小値
　ｇ　　　　　　　　重心
　ＧＦ　　　　　　　グリップ面
　Ｈ　　　　　　　　高さ
　Ｌ３　　　　　　　距離
　Ｌｍｉｎ　　　　　最小長さ寸法
　Ｍ　　　　　　　　合わせ部
　Ｍａ　　　　　　　前合わせ部（直線部）
　Ｍｃ　　　　　　　左合わせ部Ｍａ（直線部）
　Ｍｄ　　　　　　　右合わせ部Ｍａ（直線部）
　Ｍ′　　　　　　　合わせ部
　Ｍｂ′　　　　　　後合わせ部（曲線部）
　Ｐ４　　　　　　　第１屈曲位置
　Ｐ５　　　　　　　第２屈曲位置
　Ｐ６　　　　　　　プラテンローラ位置
　Ｐ７　　　　　　　切断位置
　Ｐ８　　　　　　　支持位置
　Ｓｆ　　　　　　　掛止空間
　Ｓｉ　　　　　　　指挿入空間
　Ｓｐ　　　　　　　テープ片上昇許容空間
　ＳＬ　　　　　　　スリット
　Ｔａ　　　　　　　接線
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