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(57)【要約】
【課題】楽な姿勢で、ロール状の記録用紙（ロール紙）
を交換可能な印刷装置を提供する。
【解決手段】ロール紙１１から繰り出される記録用紙１
２に印刷ヘッド２１を用いて情報を印刷する印刷装置１
０であって、ロール紙１１を装着するロール紙軸４０と
、少なくとも印刷ヘッド２１を内蔵する本体フレーム５
０と、本体フレーム５０に対して、引き出しと押し込み
が可能であり、ロール紙軸４０を付け外し可能に搭載す
るロール紙保持台４２と、記録用紙１２の搬送を補助す
る補助ローラー３３と、を有し、補助ローラー３３は、
ロール紙保持台４２の引き出しに連動して、記録用紙１
２の搬送位置３３ａから退避し、ロール紙保持台４２の
押し込みに連動して、搬送位置３３ａまで回動し、ロー
ル紙軸４０は、ロール紙保持台４２が押し込まれると、
本体フレーム５０に設けられたロール紙軸係合部５２で
係合される、ことを特徴とする印刷装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロール紙から繰り出される記録用紙に印刷ヘッドを用いて情報を印刷する印刷装置であ
って、
　前記ロール紙を装着するロール紙軸と、
　少なくとも前記印刷ヘッドを内蔵する本体フレームと、
　前記本体フレームに対して、引き出しと押し込みが可能であり、前記ロール紙軸を付け
外し可能に搭載するロール紙保持台と、
　前記記録用紙の搬送を補助する補助ローラーと、を有し、
　前記補助ローラーは、前記ロール紙保持台の引き出しに連動して、前記記録用紙の搬送
位置から退避し、前記ロール紙保持台の押し込みに連動して、前記搬送位置まで回動し、
　前記ロール紙軸は、前記ロール紙保持台が押し込まれると、前記本体フレームに設けら
れたロール紙軸係合部で係合される、
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷装置において、
　前記ロール紙軸係合部の位置する側の前記ロール紙軸の外面と前記印刷装置に収容可能
な前記ロール紙の最大外径面との間にある、前記ロール紙保持台の引き出し方向に直交す
る面で、前記ロール紙保持台に設けられた接触部材隣接面と、
　前記補助ローラーと共に前記ロール紙保持台の引き出しと押し込みに連動して回動する
保持台接触部材と、を有し、
　前記ロール紙保持台を引き出した場合、前記保持台接触部材と前記接触部材隣接面との
間に、前記ロール紙保持台の引き出し方向に所定量の隙間を有する位置で、前記保持台接
触部材の回動が停止する、
　ことを特徴とする印刷装置。
【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】
　従来、ロール状の記録用紙（ロール紙）に情報を印刷する印刷装置において、ロール紙
交換の作業効率を向上させるために、大径ロール紙にて記録用紙を供給する印刷装置が知
られている。このような印刷装置は、ロール紙を装着するロール紙軸を回転駆動すること
で、記録用紙を繰り出す。また、搬送ローラーによる記録用紙の搬送を補助する補助ロー
ラーにより、繰り出した記録用紙に一定のテンションを付与することもある。これらによ
り、大径ロール紙の慣性による負荷変動を軽減し、記録用紙の搬送を安定させることで、
印刷位置ズレなどを抑制していた（例えば、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２００８－４９６７０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、上述の印刷装置では、ロール紙は大径のために重く、この重いロール紙
をユーザーが抱えた状態で、ロール紙軸の軸方向から抜き差ししてロール紙を交換しなけ
ればならなかった。そのため、無理な姿勢を強いるなど、ロール紙の交換が困難であると
いう課題があった。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　（適用例１）ロール紙から繰り出される記録用紙に印刷ヘッドを用いて情報を印刷する
印刷装置であって、前記ロール紙を装着するロール紙軸と、少なくとも前記印刷ヘッドを
内蔵する本体フレームと、前記本体フレームに対して、引き出しと押し込みが可能であり
、前記ロール紙軸を付け外し可能に搭載するロール紙保持台と、前記記録用紙の搬送を補
助する補助ローラーと、を有し、前記補助ローラーは、前記ロール紙保持台の引き出しに
連動して、前記記録用紙の搬送位置から退避し、前記ロール紙保持台の押し込みに連動し
て、前記搬送位置まで回動し、前記ロール紙軸は、前記ロール紙保持台が押し込まれると
、前記本体フレームに設けられたロール紙軸係合部で係合される、ことを特徴とする印刷
装置。
【０００７】
　この構成によれば、ロール紙を交換する際、ロール紙保持台を引き出して交換作業を行
うことができる。また、このとき、ロール紙保持台の引き出しに連動して補助ローラーが
、交換されるロール紙の移動軌跡中に位置する記録用紙の搬送位置から退避する。すなわ
ち、広いスペースを利用し、楽な姿勢でロール紙を交換することができる。
【０００８】
　また、ロール紙保持台が押し込まれると、ロール紙軸は、印刷ヘッドを内蔵する本体フ
レームに設けられたロール紙軸係合部で係合される。そのため、印刷ヘッドとロール紙の
位置ズレを抑えることができる。従って、印刷位置ズレなどの不具合を抑制できる。
【０００９】
　（適用例２）上記の印刷装置において、前記ロール紙軸係合部の位置する側の前記ロー
ル紙軸の外面と前記印刷装置に収容可能な前記ロール紙の最大外径面との間にある、前記
ロール紙保持台の引き出し方向に直交する面で、前記ロール紙保持台に設けられた接触部
材隣接面と、前記補助ローラーと共に前記ロール紙保持台の引き出しと押し込みに連動し
て回動する保持台接触部材と、を有し、前記ロール紙保持台を引き出した場合、前記保持
台接触部材と前記接触部材隣接面との間に、前記ロール紙保持台の引き出し方向に所定量
の隙間を有する位置で、前記保持台接触部材の回動が停止する、ことを特徴とする印刷装
置。
【００１０】
　この構成によれば、接触部材隣接面は印刷装置に収容可能なロール紙の最大外径面より
ロール紙軸の位置する側にある。そして、ロール紙を交換する際、保持台接触部材と接触
部材隣接面との間にロール紙保持台の引き出し方向に所定量の隙間ができる。これにより
、ユーザーがロール紙の外周面を手で持って交換する場合にも、保持台接触部材や接触部
材隣接面が障害とならずにロール紙の交換が可能である。すなわち、外径が大きく重いロ
ール紙の交換を容易にすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１に係る印刷装置の構成を示す概略構成図。
【図２】実施形態１に係る印刷装置に備えるロール紙保持台が本体フレームに収納されて
いる状態を示す概略図。
【図３】実施形態１、および実施形態２に係る印刷装置に備えるロール紙保持台が本体フ
レームに対して引き出された状態を示す概略図。
【図４】実施形態１に係る印刷装置に備える記録用紙先端の挿入部を示す概略斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明で参照する図
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面では、説明および図示の便宜上、部材ないし部分の縦横の縮尺を実際のものとは異なる
ように表す場合がある。
【００１３】
　（印刷装置の全体構成について）
　まず、本実施形態に係る印刷装置の全体構成について、図１を参照して説明する。図１
は印刷装置の構成を示す概略構成図である。
【００１４】
　図１に示すように、印刷装置１０は、記録用紙１２に所定の情報を印刷する印刷部２０
と、記録用紙１２を搬送する搬送部３０と、少なくとも印刷部２０を内蔵する本体フレー
ム５０と、ロール紙１１を収容するロール紙保持台４２と、印刷部２０や搬送部３０など
の動作を制御する制御部９２と、を有している。
【００１５】
　印刷部２０は、記録用紙１２の記録面側に配置された印刷ヘッド２１と、印刷ヘッド２
１のノズル面と対向する位置に記録用紙１２を挟むように配置されたプラテン２２と、を
有し、本体フレーム５０へ内蔵されている。
【００１６】
　印刷ヘッド２１は、例えば、インクを吐出するノズルを備えるヘッド機構であり、図示
していないインクカートリッジからインクを吸い出して吐出する。印刷ヘッド２１は、制
御部９２から送られた制御データに基づいて印刷を行う。もちろん、印刷方式は、インク
に限られず、例えば、感熱方式、ドットインパクト方式などの他の方式であってもよい。
【００１７】
　プラテン２２は、印刷される記録用紙１２の位置を規制する役割を有する。
【００１８】
　搬送部３０は、記録用紙１２の搬送を行う搬送ローラー３１と、搬送ローラー３１の回
転に従動する搬送従動ローラー３２と、記録用紙１２の搬送を補助する補助ローラー３３
と、補助ローラー３３の回転に従動する補助従動ローラー３４と、記録用紙１２の記録面
の裏面が摺動する面をもった記録用紙案内板３８と、記録用紙１２の幅方向両側に配置さ
れた用紙ガイド３９と、ロール紙軸４０と、を有している。
【００１９】
　搬送ローラー３１は、本体フレーム５０に回転可能に支持される。搬送ローラー３１と
搬送従動ローラー３２は、記録用紙１２を挟持するように配置される。補助ローラー３３
は、本体フレーム５０に回転可能に支持された補助ローラー支持フレーム３５に備えられ
た補助ローラー支持部３５ａに回転可能に支持される。補助ローラー３３と補助従動ロー
ラー３４は、記録用紙１２を挟持するように配置される。補助従動ローラー３４は、開閉
可能なカバー１４に内蔵されている。そして、カバー１４を開けた場合には補助従動ロー
ラー３４が記録用紙１２を挟持する位置から離れた位置へ移動（レリース）し、カバー１
４を閉めた場合には補助従動ローラー３４が記録用紙１２を挟持する位置へ移動する。
【００２０】
　記録用紙案内板３８は、本体フレーム５０に内蔵され、搬送される記録用紙１２の位置
を規制する役割を有する。用紙ガイド３９は、記録用紙案内板３８に備えられ、記録用紙
１２の幅方向に所定の隙間をもって記録用紙１２を挟むように設けられ、搬送される記録
用紙１２の幅方向の位置を規制する役割を有する。ここで、用紙ガイド３９は、位置の調
整を可能にしてもよい。これにより、ロール紙１１の交換に伴い、記録用紙１２の幅の長
さが変わった場合でも、記録用紙１２と所定の隙間をもって記録用紙１２を挟むことがで
き、搬送される記録用紙１２の幅方向の位置を規制することができる。
【００２１】
　ロール紙軸４０は、ロール紙１１の収容に関わるものであり、詳細は後述する。
【００２２】
　搬送ローラー３１と補助ローラー３３とロール紙軸４０は、所定の動作を行うように制
御部９２から送られた制御信号に基づき、図示していない駆動手段によって回転駆動され
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る。なお、所定の動作については、特に限定されず、例えば、搬送ローラー３１と補助ロ
ーラー３３を回転駆動させ、ロール紙軸４０は回転駆動させなくてもよいし、これら３つ
を全て回転駆動させてもよい。ここで、搬送ローラー３１を回転駆動させる図示していな
い駆動手段は、特に限定されず、例えば、駆動源から減速歯車輪列を介して駆動させる手
段でもよいし、駆動源からベルトを介して駆動させる手段などでもよい。補助ローラー３
３とロール紙軸４０を回転駆動させる図示していない駆動手段は、補助ローラー３３とロ
ール紙軸４０が当該駆動手段から分離可能な手段である必要があり、例えば、駆動源から
減速歯車輪列を介して駆動させる手段などがある。ここで、図示していない駆動手段は、
例えば、モーターが好適に適用され、搬送ローラー３１と補助ローラー３３とロール紙軸
４０に対して、それぞれ持っていてもよいし、ひとつでもよいし、任意の組合せごとに持
っていてもよい。
【００２３】
　これらにより、記録用紙１２は、ロール紙１１から繰り出され、印刷部２０へ搬送され
る。このときの補助ローラー３３の位置を、記録用紙１２の搬送位置３３ａとする。また
、回転駆動方向を逆にして、記録用紙１２を印刷部２０とは反対方向へ搬送できるように
してもよい。
【００２４】
　制御部９２は、例えば、ＣＰＵと、ＲＡＭと、ＲＯＭと、コンピューターなどのホスト
装置９０と通信を行うためのインターフェイス回路と、を有する。そして、ＣＰＵは、例
えば、ＲＯＭからＲＡＭに所定のプログラムを読み出して実行することにより、各種処理
を実行する。制御部９２は、例えば、ホスト装置９０からの印刷指示を受信し、当該指示
に従って印刷部２０に印刷命令を出すと共に搬送部３０に対して記録用紙１２の搬送要求
を出す。印刷部２０では、当該印刷命令に従って印刷ヘッド２１を使用して印刷処理を実
行する。搬送部３０では、当該搬送要求に従って上述の通り搬送ローラー３１などを回転
駆動させて、記録用紙１２の搬送処理などを実行する。
【００２５】
　（ロール紙の収容について）
　記録用紙１２は、本体フレーム５０に対して引き出しと押し込みが可能なロール紙保持
台４２に収容されたロール紙１１から繰り出される。ロール紙１１は、本体フレーム５０
に設けられたロール紙軸係合部５２と、ロール紙保持台４２の引き出し方向に直交する面
でロール紙保持台４２に設けられた第１押付面４２ａと、で回転可能に係合されたロール
紙軸４０に装着される。ここで、ロール紙軸係合部５２と第１押付面４２ａは、ロール紙
１１の幅方向両側にロール紙１１を幅方向に挟むように配置される。ロール紙軸４０は、
ロール紙１１の幅方向両側に対してロール紙軸４０の端部が出るようにロール紙１１を装
着する。従って、ロール紙軸４０は、ロール紙１１を幅方向に挟むように配置されたロー
ル紙軸係合部５２と第１押付面４２ａとにより、ロール紙１１を幅方向に挟むように回転
可能に係合される。
【００２６】
　ここで、ロール紙軸４０がロール紙１１を装着する方式は、ロール紙軸４０とロール紙
１１が一体となって回転可能な方式とする。例えば、ロール紙軸４０の外径をロール紙１
１の芯の内径より大きくして圧入する方式がある。もちろん、他の方式であってもよい。
【００２７】
　ロール紙保持台４２は、ロール紙１１の幅方向両側に図示していない引き出し係合部が
設けられ、当該引き出し係合部が本体フレーム５０に設けられた図示していない引き出し
溝と係合することで、当該引き出し溝が移動の案内となり、本体フレーム５０に対する引
き出しと押し込みが可能となっている。もちろん、引き出しと押し込みを可能とする手段
は、他の手段でもよく、例えば、ロール紙保持台４２のロール紙１１の幅方向両側に回転
自在な図示してない円柱状のローラーを備え、当該ローラーを本体フレーム５０に設けら
れた引き出し溝の中で回転させる手段でもよいし、当該ローラーを本体フレーム５０に備
えられた図示してない引き出しレールに設けられた案内面の上を回転させる手段などでも
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よい。また、本実施形態では、１段階の引き出しであるが、２段階以上の引き出しであっ
てもよい。また、ロール紙保持台４２は、本体フレーム５０からの抜けを防止してもよい
。
【００２８】
　そして、ロール紙保持台４２を本体フレーム５０に対して押し込むと、本体フレーム５
０に収納される。そして、ロール紙保持台４２は、ロール紙軸４０を付け外し可能に搭載
し、ロール紙保持台４２の移動に合わせてロール紙軸４０を移動させる。従って、ロール
紙保持台４２を本体フレーム５０に対して引き出すことで、ロール紙軸４０は、本体フレ
ーム５０から引き出される。すなわち、ロール紙軸４０に支持されたロール紙１１の交換
が可能となる。詳細は、図２～図３を参照しながら後述する。
【００２９】
　上記の印刷装置１０の構成は、本実施形態の特徴を説明するにあたって主要構成を説明
したのであって、上記の構成に限られない。また、上記の印刷装置１０の構成は、構成を
理解容易にするために、主な処理内容に応じて分類したものである。構成要素の分類の仕
方や名称によって、本願発明が制限されることはない。処理内容に応じて、さらに多くの
構成要素に分類することもできる。また、１つの構成要素がさらに多くの処理を実行する
ように分類することもできる。
【００３０】
　（ロール紙の交換について）
　次いで、ロール紙１１の交換について、ロール紙保持台４２の本体フレーム５０に対す
る引き出しと押し込み動作に着目し、図２および図３を参照して説明する。
【００３１】
　図２はロール紙保持台４２が本体フレーム５０に収納されている状態を示す概略図であ
る。図３はロール紙保持台４２が本体フレーム５０に対して引き出された状態を示す概略
図である。
【００３２】
　図２に示すように、ロール紙保持台４２が本体フレーム５０に収納されている場合、ロ
ール紙軸４０は、上述の通り、ロール紙軸係合部５２と、第１押付面４２ａと、で回転可
能に係合され、ロール紙１１を支持している。このとき、ロール紙保持台４２は、図示し
ていない係合部で本体フレーム５０と係合され、本体フレーム５０に対して固定されてい
る。
【００３３】
　補助ローラー支持フレーム３５は、本体フレーム５０に備えられた支持フレーム回転軸
３６を中心に回転可能な「Ｌ」の字状の部品であり、補助ローラー３３を支持する側とは
反対側に保持台接触部材としてのローラー３７を回転可能に支持している。そして、本体
フレーム５０に備えられた第１係合部５６と、補助ローラー支持フレーム３５を係合する
ことで、補助ローラー支持フレーム３５の回転方向の位置が本体フレーム５０に対して決
まる。ここで、第１係合部５６は、ロール紙１１の幅方向両側にロール紙１１を幅方向に
挟むように配置される。これにより、補助ローラー支持フレーム３５のねじれを防止でき
るため、補助ローラー支持フレーム３５の位置決めが精度よくできる。つまり、補助ロー
ラー支持フレーム３５に支持される補助ローラー３３が精度よく位置決めできる。このと
きの補助ローラー３３の位置は、搬送位置３３ａである。
【００３４】
　ローラー３７は、ロール紙保持台４２の引き出し方向に直交する面でロール紙保持台４
２に設けられた接触部材隣接面としてのローラー隣接面４２ｄに隣接している。そして、
一端を補助ローラー支持フレーム３５に連結され、他端を本体フレーム５０に連結された
支持フレーム付勢ばね６０により、補助ローラー支持フレーム３５は、ローラー３７をロ
ーラー隣接面４２ｄに押し付ける回転方向（押付方向）に付勢されている。ここで、ロー
ラー３７とローラー隣接面４２ｄは、ロール紙１１の幅方向両側にロール紙１１を幅方向
に挟むように配置されてもよい。これにより、補助ローラー支持フレーム３５のねじれを
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防止できる。
【００３５】
　ここで、ロール紙保持台４２の本体フレーム５０に対して引き出す場合について、説明
する。ロール紙保持台４２を本体フレーム５０に対して引き出す場合には、まず、カバー
１４（図１）を開けることで補助従動ローラー３４（図１）をレリースし、記録用紙１２
（図１）を印刷装置１０（図１）の記録用紙１２（図１）の搬送経路から取り除く。
【００３６】
　その後、ロール紙保持台４２の図示していない係合部での本体フレーム５０との係合を
外し、ロール紙保持台４２と本体フレーム５０との固定を解除する。そして、図２中矢印
Ａの方向にロール紙保持台４２を引き出す。すると、ロール紙軸４０は、第１押付面４２
ａから離れ、ロール紙保持台４２の引き出し方向に直交する面でロール紙保持台４２に設
けられた第２押付面４２ｂと接触し、ロール紙保持台４２と共に引き出される。つまり、
ロール紙軸４０に支持されたロール紙１１も、ロール紙保持台４２と共に引き出される。
ここで、第２押付面４２ｂは、ロール紙１１の幅方向両側にロール紙１１を幅方向に挟む
ように配置される。そして、ロール紙保持台４２が本体フレーム５０に対して引き出され
た状態となる。
【００３７】
　図３に示すように、ロール紙１１とロール紙軸４０は、ロール紙保持台４２と共に本体
フレーム５０に対して引き出される。これにより、ロール紙１１とロール紙軸４０は、ロ
ール紙保持台４２から出し入れができる。すなわち、ロール紙１１の交換が可能となる。
【００３８】
　ロール紙軸４０は、ロール紙保持台４２の引き出し途中に、ロール紙軸係合部５２の斜
面部を降り、ロール紙軸４０の下面を搭載するようにロール紙保持台４２に設けられた軸
搭載面４２ｃに搭載される。そして、ロール紙１１の出し入れ時には、ロール紙軸４０を
軸搭載面４２ｃに搭載する。ここで、軸搭載面４２ｃは、ロール紙１１の幅方向両側にロ
ール紙１１を幅方向に挟むように配置される。
【００３９】
　ロール紙１１は、ロール紙保持台４２を引き出す前、すなわち図２に示す状態のとき、
ロール紙給紙位置１１ａに位置している。そして、ロール紙保持台４２を引き出すと、ロ
ール紙１１は、ロール紙移動軌跡１１ｂを通り、引き出される。ロール紙移動軌跡１１ｂ
内には、ロール紙保持台４２を引き出す前に補助ローラー３３が配置されていた搬送位置
３３ａが含まれている。
【００４０】
　補助ローラー３３は、補助ローラー支持フレーム３５が押付方向に付勢されているため
、ローラー隣接面４２ｄが設けられたロール紙保持台４２の引き出しと連動して回動する
。そのため、補助ローラー３３は搬送位置３３ａから離反する方向に回動する。そして、
ロール紙移動軌跡１１ｂから退避する。これにより、補助ローラー３３の存在が障害とな
らずに、ロール紙１１を引き出すことができる。
【００４１】
　ここで、補助ローラー３３の回動は、本体フレーム５０に備えられた第２係合部５８と
補助ローラー３３を支持している補助ローラー支持フレーム３５が係合することで、一定
回動量で停止する。そのため、補助ローラー支持フレーム３５に支持されたローラー３７
の回動も当該一定回動量で停止する。当該一定回動量は、補助ローラー３３をロール紙移
動軌跡１１ｂから退避させることができ、かつローラー３７の位置する高さがローラー隣
接面４２ｄの範囲内となる回動量とする。
【００４２】
　次いで、ロール紙保持台４２の本体フレーム５０に対して押し込む場合について、説明
する。ロール紙保持台４２を本体フレーム５０に対して押し込む場合には、図３中矢印Ｂ
の方向にロール紙保持台４２を押し込む。すると、ロール紙軸４０は、第２押付面４２ｂ
から離れ、第１押付面４２ａと接触し、ロール紙保持台４２と共に押し込まれる。つまり
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、ロール紙軸４０に支持されたロール紙１１も、ロール紙保持台４２と共に押し込まれる
。そして、ロール紙軸４０は、ロール紙軸係合部５２の斜面部に至ると、斜面に沿って上
がっていき、軸搭載面４２ｃから離れる。そして、さらにロール紙保持台４２が押し込ま
れると、ロール紙軸係合部５２と第１押付面４２ａとで、回転可能に係合される。このと
き、ロール紙保持台４２は、図示していない係合部で本体フレーム５０と係合され、本体
フレーム５０に対して固定される。
【００４３】
　また、補助ローラー支持フレーム３５は、ローラー３７がローラー隣接面４２ｄに接触
することで、ロール紙保持台４２の押し込みと連動し、第１係合部５６に係合されるまで
回動する。つまり、補助ローラー支持フレーム３５に支持された補助ローラー３３が、ロ
ール紙保持台４２の押し込みと連動して搬送位置３３ａまで回動する。そして、ロール紙
保持台４２が本体フレーム５０に収納された状態（図２）となる。
【００４４】
　（記録用紙先端のセットについて）
　次いで、記録用紙１２の先端のセットについて、図４を参照して説明する。
【００４５】
　図４は印刷装置１０に備えられた記録用紙１２の先端の挿入部を示す概略斜視図である
。
【００４６】
　ロール紙１１を本体フレーム５０（図２）にセット後、ロール紙１１から記録用紙１２
を引き出す。そして、記録用紙１２の先端を、補助ローラー３３と記録用紙案内板３８と
用紙ガイド３９とを介して、搬送ローラー３１と搬送従動ローラー３２が記録用紙１２を
挟持する位置まで持っていく。
【００４７】
　すると、制御部９２（図１）は、記録用紙案内板３８に設けられた用紙有無検出部７０
に備えられた検出器の出力信号から記録用紙１２があることを検出し、搬送指令を搬送部
３０（図１）へ送信する。そして、当該搬送指令を搬送部３０（図１）が受信すると、搬
送ローラー３１が回転駆動される。これにより、記録用紙１２は搬送ローラー３１により
搬送され、印刷装置１０（図１）に記録用紙１２がセットされる。このとき、搬送部３０
（図１）に所定動作をさせて、記録用紙１２の頭出し処理などをさせてもよい。ここで、
当該検出器は、例えば、光源とセンサー素子などを備え、光源の光を物体に反射させた光
をセンサー素子に受光させて信号を出力させるものや、光源の光を物体に透過させた光を
センサー素子に受光させて信号を出力させるものなどがある。
【００４８】
　そして、カバー１４（図１）を閉めることで、補助従動ローラー３４（図１）が記録用
紙１２を挟持する位置へ移動される。これにより、印刷装置１０（図１）は、記録用紙１
２への印刷動作が可能となる。
【００４９】
　以下、本実施形態の効果を記載する。
　（１）上述のロール紙保持台４２は、ロール紙１１の交換をする際に、本体フレーム５
０から引き出し可能である。そして、ロール紙１１を装着するロール紙軸４０は、ロール
紙保持台４２に対して付け外し可能に搭載される。そのため、ロール紙１１を本体フレー
ム５０から引き出し、ロール紙１１の交換を行うことが可能となる。また、このとき、ロ
ール紙保持台４２の引き出しに連動して、補助ローラー３３が、交換されるロール紙１１
のロール紙移動軌跡１１ｂ内に位置する記録用紙１２の搬送位置３３ａから退避する。す
なわち、広いスペースを利用し、楽な姿勢でロール紙を交換することが可能となる。また
、補助ローラー３３は、ロール紙移動軌跡１１ｂの位置の制約を受けずに配置可能なため
、印刷装置１０内のスペースを有効活用可能である。
【００５０】
　（２）上述のロール紙軸４０は、ロール紙保持台４２が本体フレーム５０に対して押し
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め、本体フレーム５０に内蔵された印刷ヘッド２１とロール紙軸４０に支持されたロール
紙１１の位置ズレを抑えることが可能である。従って、印刷位置ズレなどの不具合を抑制
可能である。
【００５１】
　（第２実施形態）
　ここで、第２実施形態について、図３を参照して説明する。なお、第１実施形態と同様
な内容については、説明を省略する。
【００５２】
　ローラー隣接面４２ｄは、ロール紙軸係合部５２の位置する側のロール紙軸４０の外面
とロール紙１１のセット可能な最大外径面の間にある、ロール紙保持台４２の本体フレー
ム５０に対しての引き出し方向に直交する面で、ロール紙保持台４２に設けられる。そし
て、ロール紙保持台４２を本体フレーム５０に対して引き出した場合、第１実施形態と同
様にローラー３７の回動が一定回動量で停止する。このとき、ローラー３７とローラー隣
接面４２ｄとの間に、ロール紙保持台４２の引き出し方向に所定量の隙間ができる位置で
、ローラー３７の回動が停止する。ここで、当該所定量は、ロール紙１１の交換時にユー
ザーの手が入るスペースを確保できる量とする。
【００５３】
　以下、第２実施形態の効果を記載する。
　ロール紙保持台４２を本体フレーム５０に対して引き出した場合、ローラー３７とロー
ラー隣接面４２ｄとの間に、ロール紙保持台４２の引き出し方向に所定量の隙間ができる
。そして、ローラー隣接面４２ｄは、ロール紙１１のセット可能な最大外径面よりロール
紙軸４０の位置する側に設けられている。そのため、ロール紙１１を交換する際に、ユー
ザーがロール紙１１の外周面を手で持って交換する場合にも、ローラー３７やローラー隣
接面４２ｄが障害とならずにロール紙１１の交換が可能である。従って、外径が大きく重
いロール紙１１の交換を容易にすることが可能である。
【００５４】
　以上、本発明の実施例について説明したが、上記実施例に対しては、本発明の趣旨から
逸脱しない範囲で様々な変形を加えることができる。例えば上記実施例以外の変形例は、
以下の通りである。
【００５５】
　（変形例）
　上記実施例では、保持台接触部材として、補助ローラー支持フレーム３５に回転可能に
支持されたローラー３７を採用した場合について説明したが、これに限定しない。保持台
接触部材は、例えば、回転させずに固定した軸などでもよい。ローラー３７を使用する場
合、補助ローラー支持フレーム３５に回転可能に支持するための支持軸などがさらに必要
である。しかし、本変形例であれば、さらなる部品を必要としないため、部品数を減らす
ことができ、コストを削減することが可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０…印刷装置、１１…ロール紙、１２…記録用紙、１４…カバー、２０…印刷部、２
１…印刷ヘッド、２２…プラテン、３０…搬送部、３１…搬送ローラー、３２…搬送従動
ローラー、３３…補助ローラー、３３ａ…搬送位置、３４…補助従動ローラー、３５…補
助ローラー支持フレーム、３５ａ…補助ローラー支持部、３８…記録用紙案内板、３９…
用紙ガイド、４０…ロール紙軸、４２…ロール紙保持台、４２ａ…第１押付面、５０…本
体フレーム、５２…ロール紙軸係合部、９０…ホスト装置、９２…制御部。
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