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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷媒体に印刷を行う印刷装置であって、
　前記印刷媒体が巻回されたロールを収容し、前記ロールの幅方向である第１方向と交差
する第２方向の一方に開口する収容部が設けられる本体部と、
　前記収容部を前記第２方向の一方から開閉可能に覆うカバーと、
　前記収容部に設けられ、前記ロールを前記第１方向の両側から夫々支持する一対の支持
部と、
　少なくとも一方の前記支持部を、前記第１方向に移動可能に支持する移動部と、
　前記移動部によって移動可能に支持される前記少なくとも一方の支持部である特定支持
部のうち、前記第２方向の他方側にある部位である第１部位を、前記移動部によって移動
された位置に移動不能に係止する係止部と、
　前記特定支持部のうち、前記第２方向の一方側にある部位である第２部位から前記第２
方向の一方側に突出する突出部と、
　前記カバーに設けられ、夫々間隔を空けて前記第１方向に並ぶ複数の係合片を有する係
合部であって、前記複数の係合片は、夫々、前記第２方向の一方側に弾性変形可能である
係合部と
を備え、
　前記カバーが閉じられた状態では、前記突出部が少なくとも１つの前記係合片に前記第
２方向の他方側から係合し、前記突出部が係合している前記少なくとも１つの係合片であ
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る第１係合片は、前記第２方向の一方側に弾性変形した状態で維持され、
　前記特定支持部に対し、前記第１方向のうち前記ロールの前記第１方向の中心から前記
特定支持部を向く方向である第１特定方向に第１外力が作用した場合、前記特定支持部の
撓みにより、前記突出部が、前記第１係合片の前記第１特定方向側に隣り合う前記係合片
である第２係合片に前記第１特定方向とは反対側を向く方向である第２特定方向から当接
して、前記突出部の前記第１特定方向への移動が抑制されることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記複数の係合片は、夫々、前記第１方向に弾性変形可能であり、
　前記特定支持部に対し、前記第１外力よりも大きい第２外力が前記第１特定方向に作用
した場合、前記第２係合片が、前記突出部によって押圧されて前記第１特定方向に弾性変
形し、前記第１特定方向に弾性変形した前記第２係合片が、前記第２係合片の前記第１特
定方向側に隣り合う前記係合片である第３係合片に前記第２特定方向から当接して、前記
突出部の前記第１特定方向への移動が抑制されることを特徴とする請求項１に記載の印刷
装置。
【請求項３】
　前記特定支持部に対し、前記第２外力よりも大きい第３外力が前記第１特定方向に作用
した場合、前記第３係合片が、前記第１特定方向に弾性変形した前記第２係合片によって
押圧されて前記第１特定方向に弾性変形し、弾性変形した前記第３係合片が、前記第３係
合片と前記第１特定方向側に隣り合う前記係合片である第４係合片に前記第２特定方向か
ら当接して、前記突出部の前記第１特定方向への移動が抑制されることを特徴とする請求
項２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記第１方向における前記突出部の長さは、前記第１方向における前記複数の係合片の
夫々の長さよりも短く、且つ前記間隔よりも長いことを特徴とする請求項１から３の何れ
かに記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記第１方向における前記複数の係合片の夫々の長さは、同一であり、
　前記間隔は、一定であることを特徴とする請求項４に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記間隔は、一定であり、
　前記第１方向における前記複数の係合片の夫々の長さは、
　　前記特定支持部が前記一対の支持部の両方である場合には、前記係合部の前記第１方
向の中心から前記第１方向の外側に向かうに従って短くなり、
　　前記特定支持部が前記一対の支持部の一方である場合には、前記一対の支持部の他方
から前記特定支持部に向かう方向に従って短くなることを特徴とする請求項４に記載の印
刷装置。
【請求項７】
　前記第１方向における前記複数の係合片の夫々の長さは、同一であり、
　前記間隔は、
　　前記特定支持部が前記一対の支持部の両方である場合には、前記係合部の前記第１方
向の中心から前記第１方向の外側に向かうに従って短くなり、
　　前記特定支持部が前記一対の支持部の一方である場合には、前記一対の支持部の他方
から前記特定支持部に向かう方向に従って短くなることを特徴とする請求項４に記載の印
刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、印刷媒体が巻回されたロールを収容可能な印刷装置が知られている（例えば、特
許文献１）。特許文献１に記載の印刷装置は、一対の支持部と規制部とを備える。一対の
支持部は、ロールの両側面を夫々支持する。一対の支持部は、ロールの幅に応じて、幅方
向に移動して互いの間の距離を調節できる。規制部は、一対の支持部を調節後の位置に係
止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１６０４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記印刷装置は、ユーザによって携帯されて使用される場合がある。この場合、例えば
ユーザが誤って印刷装置を落としてしまうと、落下時の印刷装置の高さによっては、落下
による衝撃で、ロールを支持する支持部が破損する可能性がある。
【０００５】
　本発明の目的は、落下等による衝撃を受けても支持部の破損を抑制できる印刷装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る印刷装置は、印刷媒体に印刷を行う印刷装置であって、前記印刷媒体が巻
回されたロールを収容し、前記ロールの幅方向である第１方向と交差する第２方向の一方
に開口する収容部が設けられる本体部と、前記収容部を前記第２方向の一方から開閉可能
に覆うカバーと、前記収容部に設けられ、前記ロールを前記第１方向の両側から夫々支持
する一対の支持部と、少なくとも一方の前記支持部を、前記第１方向に移動可能に支持す
る移動部と、前記移動部によって移動可能に支持される前記少なくとも一方の支持部であ
る特定支持部のうち、前記第２方向の他方側にある部位である第１部位を、前記移動部に
よって移動された位置に移動不能に係止する係止部と、前記特定支持部のうち、前記第２
方向の一方側にある部位である第２部位から前記第２方向の一方側に突出する突出部と、
前記カバーに設けられ、夫々間隔を空けて前記第１方向に並ぶ複数の係合片を有する係合
部であって、前記複数の係合片は、夫々、前記第２方向の一方側に弾性変形可能である係
合部とを備え、前記カバーが閉じられた状態では、前記突出部が少なくとも１つの前記係
合片に前記第２方向の他方側から係合し、前記突出部が係合している前記少なくとも１つ
の係合片である第１係合片は、前記第２方向の一方側に弾性変形した状態で維持され、前
記特定支持部に対し、前記第１方向のうち前記ロールの前記第１方向の中心から前記特定
支持部を向く方向である第１特定方向に第１外力が作用した場合、前記特定支持部の撓み
により、前記突出部が、前記第１係合片の前記第１特定方向側に隣り合う前記係合片であ
る第２係合片に前記第１特定方向とは反対側を向く方向である第２特定方向から当接して
、前記突出部の前記第１特定方向への移動が抑制される。
【０００７】
　上記印刷装置によれば、特定支持部は、係止部によって第１部位が係止されている。さ
らに、カバーが閉じられた状態では、突出部が少なくとも１つの係合片（第１係合片）に
第２方向の他方側から係合し、第１係合片が第２方向の一方側に弾性変形した状態で維持
される。これより、第１係合片の第１方向の両側にある一対の係合片によって、第２部位
から突出する突出部が保持される。例えば、第１高さからの印刷装置の落下による衝撃に
より、特定支持部に対して第１外力が第１特定方向に作用する場合がある。この場合、特
定支持部の撓みにより、突出部が、第１係合片の第１特定方向側に隣り合う第２係合片に
第２特定方向から当接して、突出部の第１特定方向への移動が抑制される。また、第１部
位は、特定支持部のうち第２方向の他方側にあり、第２部位は、特定支持部のうち第２方
向の一方側にある。このように、特定支持部は、互いに異なる位置にある２点で保持され
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るので、特定支持部に対して第１外力が第１特定方向に作用した場合に、特定支持部が移
動部によって移動された位置から第１特定方向に移動することが抑制されて、特定支持部
に作用する第１外力が緩衝する。従って、印刷装置は、例えば第１高さからの落下による
衝撃を受けても、特定支持部の破損を抑制できる。
【０００８】
　本発明に係る印刷装置において、前記複数の係合片は、夫々、前記第１方向に弾性変形
可能であり、前記特定支持部に対し、前記第１外力よりも大きい第２外力が前記第１特定
方向に作用した場合、前記第２係合片が、前記突出部によって押圧されて前記第１特定方
向に弾性変形し、前記第１特定方向に弾性変形した前記第２係合片が、前記第２係合片の
前記第１特定方向側に隣り合う前記係合片である第３係合片に前記第２特定方向から当接
して、前記突出部の前記第１特定方向への移動が抑制されてもよい。例えば、第１高さよ
りも高い第２高さからの印刷装置の落下による衝撃により、特定支持部に対して第１外力
も大きい第２外力が第１特定方向に作用する場合がある。この場合、複数の係合片が夫々
第１方向にも弾性変形可能なので、第２係合片が突出部によって押圧されて第１特定方向
に弾性変形する。第１特定方向に弾性変形した第２係合片が、第２係合片の第１特定方向
側に隣り合う第３係合片に第２特定方向から当接すると、特定支持部の第１特定方向への
移動が抑制されて、第２外力が緩衝する。従って、印刷装置は、例えば第１高さよりも高
い第２高さからの落下による衝撃を受けても、特定支持部の破損を抑制できる。
【０００９】
　本発明に係る印刷装置において、前記特定支持部に対し、前記第２外力よりも大きい第
３外力が前記第１特定方向に作用した場合、前記第３係合片が、前記第１特定方向に弾性
変形した前記第２係合片によって押圧されて前記第１特定方向に弾性変形し、弾性変形し
た前記第３係合片が、前記第３係合片と前記第１特定方向側に隣り合う前記係合片である
第４係合片に前記第２特定方向から当接して、前記突出部の前記第１特定方向への移動が
抑制されてもよい。例えば、第２高さよりも高い第３高さからの印刷装置の落下による衝
撃により、特定支持部に対して第２外力よりも大きい第３外力が第１特定方向に作用する
場合がある。この場合、第３係合片が、第１特定方向に弾性変形した第２係合片によって
押圧されて第１特定方向に弾性変形する。第１特定方向に弾性変形した第３係合片が、第
３係合片の第１特定方向側に隣り合う第４係合片に第２特定方向から当接すると、特定支
持部の第１特定方向への移動が抑制されて、第３外力が緩衝する。従って、印刷装置は、
例えば第２高さよりも高い第３高さからの落下による衝撃を受けても、特定支持部の破損
を抑制できる。
【００１０】
　本発明に係る印刷装置において、前記第１方向における前記突出部の長さは、前記第１
方向における前記複数の係合片の夫々の長さよりも短く、且つ前記間隔よりも長くてもよ
い。この場合、第１方向における突出部の長さは、隣り合う係合片間の間隔よりも長いの
で、カバーが閉じた状態で、突出部は隣り合う係合片間の間隔に入り込むことなく、少な
くとも１つの係合片に確実に係合できる。
【００１１】
　本発明に係る印刷装置において、前記第１方向における前記複数の係合片の夫々の長さ
は、同一であり、前記間隔は、一定であってもよい。この場合、移動部によって何れの位
置に特定支持部が移動された場合であっても、突出部は確実に少なくとも１つの係合片に
係合できる。
【００１２】
　本発明に係る印刷装置において、前記間隔は、一定であり、前記第１方向における前記
複数の係合片の夫々の長さは、前記特定支持部が前記一対の支持部の両方である場合には
、前記係合部の前記第１方向の中心から前記第１方向の外側に向かうに従って短くなり、
前記特定支持部が前記一対の支持部の一方である場合には、前記一対の支持部の他方から
前記特定支持部に向かう方向に従って短くなってもよい。例えば、ロールは外径が同じで
も幅が大きいほど重量が重い。重量が重いほど、印刷装置の落下等による衝撃で特定支持
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部に作用する外力も大きくなる。特定支持部が一対の支持部の両方である場合、特定支持
部の位置が第１方向の外側に向かうに従って、複数の係合片の夫々の長さが短くなるので
、印刷装置はロールの幅に対応して衝撃を緩衝できる。これより、印刷装置は、落下等に
よる衝撃を受けても特定支持部の破損を抑制できる。特定支持部が一対の支持部の一方で
ある場合も、印刷装置は同様の作用効果を奏する。
【００１３】
　本発明に係る印刷装置において、前記第１方向における前記複数の係合片の夫々の長さ
は、同一であり、前記間隔は、前記特定支持部が前記一対の支持部の両方である場合には
、前記係合部の前記第１方向の中心から前記第１方向の外側に向かうに従って短くなり、
前記特定支持部が前記一対の支持部の一方である場合には、前記一対の支持部の他方から
前記特定支持部に向かう方向に従って短くなってもよい。特定支持部が一対の支持部の両
方である場合、特定支持部の位置が第１方向の外側に向かうに従って、隣り合う係合片間
の間隔が短くなるので、印刷装置はロールの幅に対応して衝撃を緩衝できる。これより、
印刷装置は、落下等による衝撃を受けても特定支持部の破損を抑制できる。特定支持部が
一対の支持部の一方である場合も、印刷装置は同様の作用効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】カバー３が閉位置にあるときの印刷装置１の斜視図である。
【図２】カバー３を取り除いた印刷装置１の斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線を矢印方向から見たときの印刷装置１の断面斜視図である。
【図４】カバー３の背面図である。
【図５】ホルダ１０の正面図である。
【図６】第１外力Ｆ１が作用したときの図４に示す領域Ｗの拡大図である。
【図７】第２外力Ｆ２が作用したときの図４に示す領域Ｗの拡大図である。
【図８】第３外力Ｆ３が作用したときの図４に示す領域Ｗの拡大図である。
【図９】（第１変形例）カバー３の背面図である。
【図１０】（第２変形例）カバー３の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。印刷装置１は、ＵＳＢ（
登録商標）ケーブルを介して外部端末（図示略）に接続可能である。印刷装置１は、外部
端末から受信した印刷データに基づいて、印刷媒体に文字、図形等のキャラクタを印刷で
きる。印刷媒体は感熱ラベルである。外部端末は汎用のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
である。印刷装置１は、電池駆動が可能であり、例えばベルトクリップ（図示略）を介し
て腰ベルトに装着されることによって、作業中のユーザに携帯されて使用される。図１の
右下側、左上側、右上側、左下側、上側、及び下側を、夫々、印刷装置１の右側、左側、
後側、前側、上側、及び下側と定義する。
【００１６】
　図１から図４を参照し、印刷装置１の概要を説明する。図１に示すように、印刷装置１
は本体部２とカバー３とを備える。本体部２は、略直方体の箱状である。本体部２の右側
面には、レバー２３が設けられる。レバー２３は、ユーザによって上下方向に操作される
。
【００１７】
　図２に示すように、本体部２の内部のうち後側略半分の部分には、収容部２４が設けら
れる。収容部２４は、左右方向及び上方に開口する。収容部２４には、ロール４が収容さ
れる。ロール４は、感熱ラベルが貼付された台紙（以下、「テープ」という。）が筒状の
芯に巻回されて構成される。収容部２４には、ホルダ１０が固定される。ホルダ１０は、
ロール４を保持する。収容部２４の前壁部の上端には切断刃２６Ａが設けられる。切断刃
２６Ａは、テープのうち印刷された部分を切り離すことができる。切断刃２６Ａの下側に
は、サーマルヘッド２６Ｂが設けられる。サーマルヘッド２６Ｂは、加熱により感熱ラベ
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ルにキャラクタを印刷する。切断刃２６Ａ及びサーマルヘッド２６Ｂは、夫々、左右方向
に延びる。収容部２４の前壁部の上端部うち左右両端部から後方に向けて、ロック部２５
が夫々突出する。各ロック部２５は、夫々の下端が支軸（図示略）に揺動可能に支持され
る。レバー２３が押し下げられた場合、各ロック部２５の上端は後方に揺動する。
【００１８】
　図１に示すように、カバー３は、収容部２４に対して開閉可能である。以下では、カバ
ー３が収容部２４に対して閉じられた状態（図１参照）を基準とする。カバー３は、上カ
バー３Ａ、右カバー３Ｂ、及び左カバー３Ｃを含む。上カバー３Ａは、切断刃２６Ａより
も後側で、上下方向に直交して延びる。上カバー３Ａの前端部には、傾斜壁部３Ｄが形成
される。傾斜壁部３Ｄは、前方斜め下側に傾斜する。右カバー３Ｂは、上カバー３Ａの右
端部から下方に延びる。左カバー３Ｃは、上カバー３Ａの左端部から下方に延びる。上カ
バー３Ａの後端部は、一対の軸部３１（図２参照）に回転可能に支持される。一対の軸部
３１は、夫々、左右方向に延び、収容部２４の後端部の上側に設けられる。
【００１９】
　カバー３は、一対の軸部３１を中心に、閉位置（図１参照）と開位置（図示略）との間
を揺動可能である。閉位置では、カバー３は、収容部２４（図２参照）の開口を左右方向
及び上方から覆う。詳細には、カバー３が閉位置にあるとき、上カバー３Ａが収容部２４
の上側の開口を上側から覆い、右カバー３Ｂが収容部２４の右側の開口を右側から覆い、
左カバー３Ｃが収容部２４の左側の開口を左側から覆う。開位置では、カバー３は、収容
部２４の開口を開放する。カバー３は、付勢部材（図示略）によって、閉位置から開位置
に揺動する向き（即ち、右側面視時計回り方向）に付勢されている。
【００２０】
　図３に示すように、カバー３の前端部には、プラテンローラ３２が回転可能に支持され
る。プラテンローラ３２の回転軸は左右方向に延びる。プラテンローラ３２の回転軸の左
右両端部から左右外側に向けて、延出部３３が夫々延びる。カバー３が閉位置にあるとき
、各ロック部２５が対応する延出部３３に係合する。この場合、カバー３は閉位置に維持
される。カバー３が閉位置にあるときにレバー２３（図１参照）が押し下げられた場合、
各ロック部２５が各延出部３３から外れる。カバー３は、付勢部材の付勢力によって、一
対の軸部３１（図２参照）を中心として開位置まで揺動する。
【００２１】
　カバー３が閉位置にあるとき、サーマルヘッド２６Ｂとプラテンローラ３２とは互いに
近接する。プラテンローラ３２は、サーマルヘッド２６Ｂとの間にテープが配置された場
合、サーマルヘッド２６Ｂに向けてテープを押し付ける。プラテンローラ３２は、モータ
（図示略）の駆動により回転することで、サーマルヘッド２６Ｂにテープを押し付けなが
ら搬送する。カバー３が閉位置にあるとき、切断刃２６Ａとプラテンローラ３２との間に
は、排出口２６Ｃが形成される。排出口２６Ｃは、印刷装置１の内部で印刷されたテープ
を外部に排出する。
【００２２】
　図４に示すように、カバー３の下面のうち、プラテンローラ３２（図３参照）の後側近
傍には、係合部４０が設けられる。係合部４０は、右カバー３Ｂから左カバー３Ｃまで左
右方向に延びる。係合部４０の前端部（以下、「接続部４１」という。）は、傾斜壁部３
Ｄの下面に接続する。本実施形態の係合部４０は、カバー３と一体的に形成される。係合
部４０は、複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３を有する。複数の左係合片４２及
び複数の右係合片４３は、夫々、接続部４１から後方に突出する。傾斜壁部３Ｄが前方斜
め下側に傾斜しているので、複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３の上側には、夫
々、カバー３との間に空間が形成される（図３参照）。複数の左係合片４２及び複数の右
係合片４３は、夫々、上側、左側、及び右側に弾性変形可能である。
【００２３】
　複数の左係合片４２は、係合部４０の左右方向の中心から左側に設けられる。複数の左
係合片４２が設けられる範囲Ｄ１は、左右方向において後述の突出部９１（図２参照）の
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移動範囲Ｓ１を含む。複数の左係合片４２は、夫々間隔を空けて、左右方向に並ぶ。左右
方向に隣り合う一対の左係合片４２の間には、夫々、溝４５が形成される。複数の右係合
片４３は、係合部４０の左右方向の中心から右側に設けられる。複数の右係合片４３が設
けられる範囲Ｄ２は、左右方向において後述の突出部９２（図２参照）の移動範囲Ｓ２を
含む。複数の右係合片４３は、夫々間隔を空けて、左右方向に並ぶ。左右方向に隣り合う
一対の右係合片４３の間には、夫々、溝４６が形成される。
【００２４】
　係合部４０は、左右対称形状を有する。即ち、複数の右係合片４３及び複数の溝４６は
、夫々、複数の左係合片４２及び複数の溝４５に対応する。以下では、複数の左係合片４
２及び複数の溝４５の形状を説明し、複数の右係合片４３及び複数の溝４６の形状の説明
は省略する。複数の左係合片４２は、夫々、平面視矩形状を有し、何れも外形及び大きさ
が同一である。即ち、左右方向における複数の左係合片４２の夫々の長さＴ２は、同一で
ある。複数の溝４５は、夫々、後方に開口する。複数の溝４５は、平面視矩形状に凹み、
何れも外形及び大きさが同一である。即ち、左右方向における複数の溝４５の夫々の幅は
、一定である。換言すれば、左右方向に隣り合う左係合片４２間の間隔Ｔ３は、一定であ
る。
【００２５】
　図２、図３、及び図５を参照し、ホルダ１０を説明する。図２に示すように、ホルダ１
０は、固定部１１、１２、連結部１３、一対の支持部７１、７２、係止部材７６、突出部
９１、９２、及び調節機構８（図５参照）を有する。固定部１１は、前後方向に略直交し
て延びる。固定部１１は、収容部２４の前壁部に固定する。固定部１２は、上下方向に略
直交して延びる。固定部１２は、収容部２４の下壁部に固定する。連結部１３は、固定部
１１の下端部及び固定部１２の前端部の夫々の左右方向中央部を連結する。
【００２６】
　一対の支持部７１、７２は、左右方向に互いに対向する。支持部７１は、ロール４を左
側から支持する。支持部７２は、ロール４を右側から支持する。ロール４が一対の支持部
７１、７２によって左右両側から回転可能に支持された状態で、ロール４の幅方向（即ち
、ロール４の軸に沿った方向）は左右方向を向く。一対の支持部７１、７２の夫々は、調
節機構８によって左右方向に移動可能に支持される。一対の支持部７１、７２の間の距離
は、ロール４の幅方向の長さ（以下、「ロール４の幅」という。）に応じて調節される。
一対の支持部７１、７２は、左右対称形状を有する。以下では、支持部７１を詳細に説明
し、支持部７２の説明は簡略化する。
【００２７】
　支持部７１は、側板部７１１及び軸部７１２を有する。側板部７１１は、円形板状であ
り、左右方向に直交する。軸部７１２は、側板部７１１の中心を左右方向に貫通する。軸
部７１２の右端部は、側板部７１１の右面から進退可能に右方に突出する。支持部７２は
、側板部７２１及び軸部７２２を有する。側板部７２１及び軸部７２２は、夫々、側板部
７１１及び軸部７１２に対応する。
【００２８】
　係止部材７６は、側板部７１１の左面に設けられる。係止部材７６は、係止部７６１及
び圧縮ばね（図示略）を有する。係止部７６１は、後方斜め上側から前方斜め下側に向け
て延びる。係止部７６１は、覆部７１３によって、後方斜め上側から前方斜め下側に向か
う方向、及びその反対方向に移動可能に支持される。覆部７１３は、側板部７１１の左面
のうち前下側に設けられる。係止部７６１の前方斜め下側の先端部は、支持部７１の前方
斜め下側の端部（以下、「第１部位７１Ａ」という。）及び覆部７１３から前方斜め下側
に突出する。
【００２９】
　係止部材７６の圧縮ばねは、覆部７１３の内部に設けられ、係止部７６１の延びる方向
と同一方向に延びる。圧縮ばねは、後方斜め上側から前方斜め下側への付勢力を、係止部
７６１に作用させる。
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【００３０】
　突出部９１は、支持部７１の上端部（以下、「第２部位７１Ｂ」という。）から前方斜
め上側に、左側のロック部２５の近傍まで延びる。突出部９２は、支持部７２の上端部（
以下、「第２部位７２Ｂ」という。）から前方斜め上側に、右側のロック部２５の近傍ま
で延びる。一対の突出部９１、９２は、夫々、板状であり、左右対称形状を有する。以下
では、突出部９１について詳細に説明し、突出部９２の説明は簡略化する。
【００３１】
　突出部９１は、当接部９１１を有する。当接部９１１は、突出部９１の最上部にある角
部から前方斜め上側に向けて突起する。当接部９１１の先端は丸みを有する。左右方向に
おける突出部９１の長さＴ１（図３、図６参照）は、左右方向における複数の左係合片４
２の夫々の長さＴ２よりも短く、且つ隣り合う左係合片４２間の間隔Ｔ３よりも長い。本
実施形態では、Ｔ１＝２ｍｍ、Ｔ２＝３ｍｍ、Ｔ３＝０．３ｍｍである。これらの数値は
、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３を限定するものではなく、単なる一例である。突出部９２は、当接部
９２１を有する。当接部９２１は、当接部９１１に対応する。
【００３２】
　図５に示すように、調節機構８は、一対の支持部７１、７２のうち少なくとも一方（本
実施形態では、両方）を左右方向に移動可能に支持する。調節機構８は、一対の支持部７
１、７２によって支持された状態のロール４（図２参照）に対して前側に配置される。調
節機構８は、ラック８１、８２、ピニオンギア８３、引張ばね８４、及び支持部８５～８
７を有する。
【００３３】
　支持部８５は、板状であり、固定部１１の下端部から略下方に延びる。支持部８６は、
板状であり、固定部１２の前端部から略上方に延びる。一対の支持部８５、８６は、互い
に略上下方向に対向する。支持部８５の前面のうち左右方向中央部より右側の部分には、
ばね保持部８５１が設けられる。ばね保持部８５１には、引張ばね８４の右端が引っ掛け
られる。支持部８５は、ラック８１を左右方向に移動可能に支持する。支持部８６は、ラ
ック８２を左右方向に移動可能に支持する。
【００３４】
　ラック８１、８２は、略同一形状を有し、互いに上下方向に対向する。ラック８１は、
ラック８２の上側に配置される。ラック８１、８２は、夫々、左右方向に延びる。ラック
８１の下端部及びラック８２の上端部には、夫々、歯部が形成される。ラック８１の左端
部は、支持部７１の前端部に接続する。ラック８２の右端部は、支持部７２の前端部に接
続する。ラック８１、８２の左右方向の長さは、ホルダ１０の左右方向の長さの略半分で
ある。ラック８１の上端部のうち左右方向の略中央には、ばね保持部８１１が設けられる
。ばね保持部８１１には、引張ばね８４の左端が引っ掛けられる。引張ばね８４は、左右
方向に延びる。
【００３５】
　支持部８７は、ピニオンギア８３を回転可能に支持する。支持部８７は、連結部１３（
図２参照）の前面に設けられる。ピニオンギア８３は、円形であり、ラック８１の下側、
且つラック８２の上側に配置される。ピニオンギア８３の周囲には、歯部が形成される。
ピニオンギア８３の回転軸は、略前後方向に延びる。ピニオンギア８３の歯部の上端部は
ラック８１の歯部に噛合する。ピニオンギア８３の歯部の下端部は、ラック８２の歯部に
噛合する。ピニオンギア８３の回転に伴い、ラック８１、８２は左右方向に移動する。こ
れに伴い、一対の支持部７１、７２も、左右方向に移動する。
【００３６】
　例えば、支持部７１が左方に所定量移動すると、ラック８１、ピニオンギア８３、及び
ラック８２を介して、支持部７１の移動に連動して支持部７２が右方に所定量移動する。
つまり、ラック８１、８２、及びピニオンギア８３は、一対の支持部７１、７２を、互い
に離隔する方向（左右方向外側）に移動させる。支持部７１が収容部２４（図２参照）の
左壁部に右側から接触することで、支持部７１の左方への移動が制限される。支持部７２
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が収容部２４の右壁部に左側から接触することで、支持部７２の右方への移動が制限され
る。
【００３７】
　支持部７１が右方に所定量移動すると、ラック８１、ピニオンギア８３、及びラック８
２を介して、支持部７１の移動に連動して支持部７２が左方に所定量移動する。つまり、
ラック８１、８２、及びピニオンギア８３は、一対の支持部７１、７２を、互いに接近す
る方向（左右方向内側）に移動させる。ラック８１と支持部７１との接続部位が支持部８
７に左側から接触することで、支持部７１の右方への移動が制限される。ラック８２と支
持部７２との接続部位が支持部８７に右側から接触することで、支持部７２の左方への移
動が制限される。
【００３８】
　突出部９１は、支持部７１の左右方向への移動に伴い、移動範囲Ｓ１（図４参照）内を
左右方向に移動可能である。突出部９２は、支持部７２の左右方向への移動に伴い、移動
範囲Ｓ２（図４参照）内を左右方向に移動可能である。引張ばね８４は、ラック８１に右
方への付勢力を作用させる。即ち、引張ばね８４は、支持部７１、７２が互いに接近する
向きに、支持部７１を付勢する。
【００３９】
　図３に示すように、支持部８５の後面には、複数の凹凸８５２が設けられる。複数の凹
凸８５２は、左右方向に一定間隔で並ぶ。複数の凹凸８５２は、係止部７６１に対して、
前方斜め下側に配置する。係止部７６１は、係止部材７６の圧縮ばねの付勢力によって前
方斜め下側に移動した場合、複数の凹凸８５２の何れかに噛み合う。この場合、係止部７
６１の左右方向の移動は規制される。係止部７６１は、係止部材７６の圧縮ばねの付勢力
に逆らって後方斜め上側に移動した場合、複数の凹凸８５２の何れからもから外れる。こ
の場合、係止部７６１は左右方向に移動可能となる。
【００４０】
　図２を参照し、印刷装置１に対してユーザがロール４を装着する場合の手順を説明する
。ユーザは、係止部７６１を、係止部材７６の圧縮ばねの付勢力に逆らって後方斜め上側
に移動させ、この状態を維持する。係止部７６１が複数の凹凸８５２（図３参照）から外
れ、一対の支持部７１、７２が左右方向に移動可能となる。ユーザは、一対の支持部７１
、７２を互いに離隔する方向（左右方向外側）に移動させる。ユーザは、一対の支持部７
１、７２の間にロール４（図３参照）を配置する。ユーザは、一対の側板部７１１、７２
１の間の距離がロール４の幅と同じ長さとなるように、一対の支持部７１、７２を互いに
接近する方向（左右内側方向）に移動させる。
【００４１】
　ユーザは係止部材７６を離す。係止部７６１は、係止部材７６の圧縮ばねの付勢力によ
って前方斜め下側に移動し、複数の凹凸８５２の何れかに噛み合う。係止部７６１は、第
１部位７１Ａ及び支持部７２の前方斜め下側の端部（以下、「第１部位７２Ａ」という。
）を、調節機構８（図５参照）によって移動された位置に移動不能に係止する。これより
、一対の支持部７１、７２の左右方向の移動が規制される。一対の軸部７１２、７２２が
、ロール４の芯の内部に挿通し、一対の側板部７１１、７２１が、ロール４の左右両側面
に接触する。これより、一対の支持部７１、７２は、ロール４を左右両側から夫々回転可
能に支持する。ホルダ１０にロール４が保持されて、ロール４に巻回された感熱ラベルへ
の印刷が可能な状態になる。
【００４２】
　図３を参照し、突出部９１及び複数の左係合片４２の関係を説明する。カバー３が開位
置から閉位置に移動すると、カバー３の揺動に伴い、係合部４０が突出部９１に上方斜め
後側から近接する。当接部９１１が少なくとも１つの左係合片４２に下側から当接して、
少なくとも１つの左係合片４２を上側に弾性変形させる。即ち、カバー３が閉位置にある
状態では、突出部９１は、少なくとも１つの左係合片４２に下側から係合する。本実施形
態では、左係合片４２が突出部９１の移動範囲Ｓ１を含む範囲Ｄ１に設けられているので
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、調節機構８によって何れの位置に支持部７１が移動された場合であっても、突出部９１
は、少なくとも１つの左係合片４２に確実に係合できる。以下、カバー３が閉位置にある
状態で、突出部９１が係合している少なくとも１つの左係合片４２を、「第１係合片４２
１」という。カバー３が閉位置にある状態で、第１係合片４２１は、上側に弾性変形した
状態で維持される。
【００４３】
　カバー３が閉位置から開位置に移動すると、カバー３の揺動に伴い、係合部４０が突出
部９１から上方斜め後側に離隔する。これより、突出部９１と第１係合片４２１との係合
が解除される。第１係合片４２１は、弾性変形している状態から弾性変形する前の状態に
戻る。なお、突出部９２及び複数の右係合片４３の関係は、突出部９１及び複数の左係合
片４２の関係と同一であるので、説明を省略する。
【００４４】
　以上説明したように、支持部７１は、係止部７６１によって第１部位７１Ａが係止され
ている。さらに、図６に示すように、カバー３が閉位置にある状態では、突出部９１が少
なくとも１つの左係合片４２（第１係合片４２１）に下側から係合し、第１係合片４２１
が上側に弾性変形した状態で維持される。これより、第１係合片４２１の左右両側にある
一対の左係合片４２によって、第２部位７１Ｂから突出する突出部９１が保持される。例
えば、第１高さからの印刷装置１の落下による衝撃により、支持部７１に対して第１外力
Ｆ１が左方に作用する場合がある。この場合、支持部７１の撓みにより、突出部９１が、
第１係合片４２１の左側に隣り合う左係合片４２（以下、「第２係合片４２２」という。
）に右側から当接して、突出部９１の左側への移動が抑制される。また、第１部位７１Ａ
は、支持部７１のうち下側にあり、第２部位７１Ｂは、支持部７１のうち上側にある。こ
のように、支持部７１は、互いに異なる位置にある２点で保持されるので、支持部７１に
対して第１外力Ｆ１が左方に作用した場合に、支持部７１が調節機構８によって移動され
た位置から左方に移動することが抑制されて、支持部７１に作用する第１外力が緩衝する
。従って、印刷装置１は、支持部７１に対して第１外力Ｆ１が左方に作用しても、支持部
７１の破損を抑制できる。また、同様にして、印刷装置１は、支持部７２に対して第１外
力Ｆ１が右方に作用しても、支持部７２の破損を抑制できる。従って、印刷装置１は、例
えば第１高さからの落下による衝撃を受けても、支持部７１、７２の破損を抑制できる。
【００４５】
　図７に示すように、例えば、第１高さよりも高い第２高さからの印刷装置１の落下によ
る衝撃により、支持部７１に対して第１外力Ｆ１（図６参照）も大きい第２外力Ｆ２が左
方に作用する場合がある。この場合、複数の左係合片４２が夫々左右方向にも弾性変形可
能なので、第２係合片４２２が突出部９１によって押圧されて左側に弾性変形する。左側
に弾性変形した第２係合片４２２が、第２係合片４２２の左側に隣り合う左係合片４２（
以下、「第３係合片４２３」という。）に右方から当接すると、支持部７２の左方への移
動が抑制されて、第２外力Ｆ２が緩衝する。従って、印刷装置１は、支持部７１に対して
第１外力Ｆ１よりも大きい第２外力Ｆ２が左方に作用しても、支持部７１の破損を抑制で
きる。また、同様にして、印刷装置１は、支持部７２に対して第２外力Ｆ２が右方に作用
しても、支持部７２の破損を抑制できる。従って、印刷装置１は、例えば第１高さよりも
高い第２高さからの落下による衝撃を受けても、支持部７１、７２の破損を抑制できる。
【００４６】
　図８に示すように、例えば、第２高さよりも高い第３高さからの印刷装置１の落下によ
る衝撃により、支持部７１に対して第２外力Ｆ２（図７参照）よりも大きい第３外力Ｆ３
が左方に作用する場合がある。この場合、第３係合片４２３が、左側に弾性変形した第２
係合片４２２によって押圧されて左側に弾性変形する。左側に弾性変形した第３係合片４
２３が、第３係合片４２３の左側に隣り合う左係合片４２（以下、「第４係合片４２４」
という。）に右方から当接すると、支持部７１の左方への移動が抑制されて、第３外力Ｆ
３が緩衝する。従って、印刷装置１は、支持部７１に対して第２外力Ｆ２よりも大きい第
３外力Ｆ３が左方に作用しても、支持部７１の破損を抑制できる。また、同様にして、印
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刷装置１は、支持部７２に対して第３外力Ｆ３が右方に作用しても、支持部７２の破損を
抑制できる。従って、印刷装置１は、例えば第２高さよりも高い第３高さからの落下によ
る衝撃を受けても、支持部７１、７２の破損を抑制できる。
【００４７】
　左右方向における突出部９１の長さが、隣り合う左係合片４２間の間隔Ｔ３よりも長い
ので、カバー３が閉位置にある状態で、突出部９１は、隣り合う左係合片４２間の間隔（
即ち、溝４５）に入り込むことなく、少なくとも１つの左係合片４２に確実に係合できる
。同様に、突出部９２は、隣り合う右係合片４３間の間隔（即ち、溝４６）に入り込むこ
となく、少なくとも１つの右係合片４３に確実に係合できる。また、左右方向における突
出部９１の長さＴ１が、複数の左係合片４２の夫々の長さＴ２よりも短いので、長さＴ１
が長さＴ２以上の場合に比べて、突出部９１が複数の左係合片４２に係合する確率が低下
する。結果として、カバー３の開閉が所定回数繰り返されたときに弾性変形が繰り返され
る左係合片４２の個数が、長さＴ１が長さＴ２以上の場合に比べて減少する。従って、印
刷装置１は、複数の左係合片４２が繰り返し弾性変形することにより劣化することを抑制
できる。同様に、印刷装置１は、複数の右係合片４３が繰り返し弾性変形することにより
劣化することを抑制できる。
【００４８】
　左右方向における複数の左係合片４２の夫々の長さＴ２が同一であり、隣り合う左係合
片４２間の間隔Ｔ３が一定である。このため、調節機構８によって何れの位置に支持部７
１、７２が移動された場合であっても、突出部９１、９２は、夫々、確実に少なくとも１
つの左係合片４２及び少なくとも１つの右係合片４３に係合できる。
【００４９】
　本実施形態において、ロール４が本発明の「ロール」に相当する。印刷装置１の左右方
向が本発明の「第１方向」に相当する。印刷装置１の上下方向が本発明の「第２方向」に
相当する。印刷装置１の上方が本発明の「第２方向の一方」に相当する。印刷装置１の下
方が本発明の「第２方向の他方」に相当する。収容部２４が本発明の「収容部」に相当す
る。本体部２が本発明の「本体部」に相当する。カバー３が本発明の「カバー」に相当す
る。一対の支持部７１、７２が本発明の「一対の支持部」及び「特定支持部」に相当する
。調節機構８が本発明の「移動部」に相当する。第１部位７１Ａ、７２Ａが本発明の「第
１部位」に相当する。係止部７６１が本発明の「係止部」に相当する。第２部位７１Ｂ、
７２Ｂが本発明の「第２部位」に相当する。突出部９１、９２が本発明の「突出部」に相
当する。複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３の夫々が本発明の「複数の係合片」
に相当する。係合部４０が本発明の「係合部」に相当する。第１係合片４２１が本発明の
「第１係合片」に相当する。第２係合片４２２が本発明の「第２係合片」に相当する。第
３係合片４２３が本発明の「第３係合片」に相当する。第４係合片４２４が本発明の「第
４係合片」に相当する。
【００５０】
　本発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。図９を参照し、第１
変形例を説明する。以下では、上記実施形態とは異なる点を主に説明し、上記実施形態と
同一機能を有する部材には同じ符号を付して説明を省略する。第１変形例は、左右方向に
おける複数の左係合片４２の夫々の長さＴ４が夫々同一でない点のみ、上記実施形態とは
異なる。具体的には、左右方向における複数の左係合片４２の夫々の長さＴ４は、夫々、
係合部４０の左右方向の中心から左右方向の外側（即ち、左方）に向かうに従って短くな
る。例えば、左右方向における複数の左係合片４２の夫々の長さＴ４を、夫々、係合部４
０の左右方向の中心から左側に向かって、Ｔ４（１）、Ｔ４（２）、Ｔ４（３）・・・と
した場合、Ｔ４（Ｋ）＞Ｔ４（Ｋ＋１）が成立する（Ｋは自然数）。複数の溝４５は、何
れも外形及び大きさが同一である。即ち、左右方向における複数の溝４５の夫々の幅は、
一定である。換言すれば、左右方向に隣り合う左係合片４２間の間隔Ｔ５は、一定である
。なお、係合部４０は左右対称形状を有するので、複数の右係合片４３及び複数の溝４６
についても同様に配置される。
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【００５１】
　例えば、ロール４は外径が同じでも幅が大きいほど重量が重い。重量が重いほど、印刷
装置１の落下等による衝撃で支持部７１、７２に作用する外力も大きくなる。第１変形例
によれば、支持部７１の位置が左側に向かうに従って、複数の左係合片４２の夫々の長さ
Ｔ４が短くなり、支持部７２の位置が右側に向かうに従って、複数の右係合片４３の夫々
の長さが短くなるので、印刷装置１は、支持部７１、７２に外力が作用した場合に、支持
部７１、７２の位置が左右方向の外側であるほど支持部７１、７２の撓みを小さくできる
。換言すれば、印刷装置１はロール４の幅に対応して衝撃を緩衝できる。これより、印刷
装置１は、落下等による衝撃を受けても支持部７１、７２の破損を抑制できる。
【００５２】
　図１０を参照し、第２変形例を説明する。第２変形例は、左右方向に隣り合う左係合片
４２間の間隔Ｔ７が一定でない点のみ、上記実施形態とは異なる。具体的には、複数の左
係合片４２は、夫々、何れも外形及び大きさが同一である。即ち、左右方向における複数
の左係合片４２の夫々の長さＴ６は、同一である。左右方向における複数の溝４５の夫々
の幅は、係合部４０の左右方向の中心から左右方向の外側（即ち、左方）に向かうに従っ
て短くなる。換言すれば、左右方向に隣り合う左係合片４２間の間隔Ｔ７は、係合部４０
の左右方向の中心から左右方向の外側に向かうに従って短くなる。例えば、隣り合う左係
合片４２間の間隔Ｔ７を、夫々、係合部４０の左右方向の中心から左側に向かって、Ｔ７
（１）、Ｔ７（２）、Ｔ７（３）・・・とした場合、Ｔ７（Ｋ）＞Ｔ７（Ｋ＋１）が成立
する（Ｋは自然数）。なお、係合部４０は左右対称形状を有するので、複数の右係合片４
３及び複数の溝４６についても同様に配置される。
【００５３】
　第２変形例によれば、支持部７１の位置が左側に向かうに従って、隣り合う左係合片４
２間の間隔Ｔ７が短くなり、支持部７２の位置が右側に向かうに従って、隣り合う右係合
片４３間の間隔が短くなるので、印刷装置１は、支持部７１、７２に外力が作用した場合
に、支持部７１、７２の位置が左右方向の外側であるほど支持部７１、７２の撓みを小さ
くできる。換言すれば、印刷装置１はロール４の幅に対応して衝撃を緩衝できる。これよ
り、印刷装置１は、落下等による衝撃を受けても支持部７１、７２の破損を抑制できる。
【００５４】
　また、上記実施形態において、複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３は、夫々、
平面視矩形状であるが、これに限定されず、例えば平面視三角形状、台形状等でもよい。
複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３は、何れも外形及び大きさが同一であるが、
例えば、夫々外形が異なっていてもよいし、大きさが異なっていてもよい。
【００５５】
　上記実施形態では、調節機構８は、一対の支持部７１、７２の両方を左右方向に移動可
能に支持するが、一対の支持部７１、７２の一方のみを左右方向に移動可能に支持しても
よい。即ち、一対の支持部７１、７２のうち一方は、左右方向の位置が固定されていても
よい。この場合においても、上記実施形態と同様に、印刷装置１は、落下等の衝撃を受け
ても調節機構８によって移動可能に支持された支持部の破損を抑制できる。なお、調節機
構８によって移動可能に支持される支持部が本発明の「特定支持部」に相当する。この場
合、係合部４０は、複数の左係合片４２及び複数の右係合片４３のうち調節機構８によっ
て移動可能に支持された支持部に対応する複数の係合片を備えればよい。左右方向におけ
る複数の係合片の夫々の長さは、左右方向の位置が固定された支持部から調節機構８によ
って移動可能に支持された支持部に向かう方向に従って短くなってもよい。隣り合う係合
片間の間隔は、左右方向の位置が固定された支持部から調節機構８によって移動可能に支
持された支持部に向かう方向に従って短くなってもよい。
【００５６】
　上記実施形態では、一対の支持部７１、７２は、軸部７１２、７２２の夫々がロール４
の芯に挿通することで、ロール４を左右両側から回転可能に支持している。これに対し、
一対の支持部７１、７２は、夫々、軸部７１２、７２２を備えずに、一対の側板部７１１
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例えば収容部２４の下壁部に置かれる。
【００５７】
　上記実施形態では、係合部４０は、カバー３と一体的に成形されるが、カバー３とは別
体の部材であってもよい。即ち、別体の係合部４０は、螺子等の固定手段によりカバー３
に固定されてもよい。係合部４０は、複数の左係合片４２を有する部分と複数の右係合片
４３を有する部分とに分かれて形成されてもよい。
【００５８】
　上記実施形態において、第１部位７１Ａ、７２Ａは、夫々、一対の支持部７１、７２の
前方斜め下側の端部であり、第２部位７１Ｂ、７２Ｂは、夫々、一対の支持部７１の上端
部である。これに対し、例えば第１部位７１Ａ、７２Ａは、夫々、一対の支持部７１、７
２の下端部であってもよい。一対の支持部７１、７２の左右方向の移動を係止する部位（
第１部位と第２部位）が一対の支持部７１、７２のうちで離れている（即ち、一対の支持
部７１、７２の夫々の対角上の端部にある）ほど、印刷装置１は、落下等により衝撃を受
けたとしても、より確実に２点で一対の支持部７１、７２の夫々の移動を抑制できる。こ
の場合、印刷装置１は、落下等により衝撃を受けたとしても、一対の支持部７１、７２の
破損を効果的に抑制できる。
【符号の説明】
【００５９】
１　印刷装置
２　本体部
３　カバー
８　調節機構
２４　収容部
４０　係合部
４２　左係合片
４３　右係合片
７１、７２　支持部
７６　係止部材
９１、９２　突出部
７６１　係止部



(14) JP 6787163 B2 2020.11.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 6787163 B2 2020.11.18

【図５】
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【図９】 【図１０】
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