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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
　前記台紙を搬送する第１ローラと、
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに前記第１ローラの回転に従動して回転することによって前記印字媒体
を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、
　通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を
特定するための光反射型のセンサと、
　前記受光部を収容するセンサハウジングと、を備え、
　前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部側に開
口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられており、
　前記第１位置は、前記第２ローラが前記開口部から入射する光を遮光する位置である、
プリンタ。
【請求項２】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
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から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
　前記台紙を搬送する第１ローラと、
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
　前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに前記印字媒体の通紙ルートと前記台紙の通紙ルートとを分岐させるこ
とによって前記印字媒体を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、
通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を
特定するための光反射型のセンサと、
　前記受光部を収容するセンサハウジングと、を備え、
　前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部側に開
口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられており、
　前記第１位置は、前記第２ローラが前記開口部から入射する光を遮光する位置である、
プリンタ。
【請求項３】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
　前記台紙を搬送する第１ローラと、
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
　前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに前記第１ローラの回転に従動して回転することによって前記印字媒体
を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、
　発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を特定する光反射型のセ
ンサと、を備え、
　前記第１位置は、前記第２ローラが前記受光部に入射する光を遮光する位置である、
プリンタ。
【請求項４】
　前記受光部は、前記発光部の通紙ルート下流側に設けられる、
請求項１～３のいずれかに記載のプリンタ。
【請求項５】
　前記受光部が受光した光の強度と第１閾値とを比較することによって、前記発行モード
を判定する第１判定部をさらに備えた、
請求項１～４のいずれかに記載のプリンタ。
【請求項６】
　前記第１判定部は、前記印字部による印字が可能になったタイミングで前記発行モード
を判定する、
請求項５に記載のプリンタ。
【請求項７】
　前記第１判定部は、前記プリンタの電源がオンになったタイミングで前記発行モードを
判定する、
請求項６に記載のプリンタ。
【請求項８】
　前記第２発行モードで印字処理を行うときに、前記受光部が受光した光の強度と、前記
第１閾値より大きい第２閾値とを比較することによって、前記台紙から剥離された印字媒
体の有無を判定する第２判定部をさらに備えた、
請求項５～７のいずれかに記載のプリンタ。
【請求項９】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
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　前記台紙を搬送する第１ローラと、
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに前記第１ローラの回転に従動して回転することによって前記印字媒体
を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、
　通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を
特定するための光反射型のセンサと、
　前記受光部を収容するセンサハウジングと、
　前記受光部が受光した光の強度と第１閾値とを比較することによって、前記発行モード
を判定する第１判定部と、
　前記第２発行モードで印字処理を行うときに、前記受光部が受光した光の強度と、前記
第１閾値より大きい第２閾値とを比較することによって、前記台紙から剥離された印字媒
体の有無を判定する第２判定部と、を備え、
　前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部側に開
口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられている、
プリンタ。
【請求項１０】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
　前記台紙を搬送する第１ローラと、
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
　前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに前記印字媒体の通紙ルートと前記台紙の通紙ルートとを分岐させるこ
とによって前記印字媒体を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、
通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を
特定するための光反射型のセンサと、
　前記受光部を収容するセンサハウジングと、
　前記受光部が受光した光の強度と第１閾値とを比較することによって、前記発行モード
を判定する第１判定部と、
　前記第２発行モードで印字処理を行うときに、前記受光部が受光した光の強度と、前記
第１閾値より大きい第２閾値とを比較することによって、前記台紙から剥離された印字媒
体の有無を判定する第２判定部と、を備え、
　前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部側に開
口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられている、
プリンタ。
【請求項１１】
　前記第１位置は、前記第２ローラが前記開口部から入射する光を遮光する位置である、
請求項９または１０に記載のプリンタ。
【請求項１２】
　前記受光部は、前記発光部の通紙ルート下流側に設けられる、
請求項９～１１のいずれかに記載のプリンタ。
【請求項１３】
　台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離しな
い第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙
から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、
　前記台紙を搬送する第１ローラと、　　　　　　
　前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字する印字部と、
前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行モードで印
字処理を行うときに第２位置をとることによって、前記印字媒体を前記台紙から剥離する
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第２ローラと、
　前記第２ローラの位置を特定するための光学式のセンサと、
　前記センサが検出した光の強度と第１閾値とを比較することによって、前記発行モード
を判定する第１判定部と、
　前記センサが検出した光の強度と、前記第１閾値より大きい第２閾値とを比較すること
によって、前記第２発行モードで印字処理を行うときに前記台紙から剥離された印字媒体
の有無を判定する第２判定部と、を備え、
　前記第１位置は、前記第２ローラが、前記センサに向けて放射される光を遮光する位置
である、
プリンタ。
【請求項１４】
　前記第１判定部は、前記印字部による印字が可能になったタイミングで前記発行モード
を判定する、
請求項９～１３のいずれかに記載のプリンタ。
【請求項１５】
　前記第１判定部は、前記プリンタの電源がオンになったタイミングで前記発行モードを
判定する、
請求項１４に記載のプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、台紙に仮着された印字媒体に情報を印字するプリンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラベルプリンタとは、複数のラベルが仮着された帯状の台紙から構成される連続紙の一
端をサーマルヘッドとプラテンローラとの間に挟み込んだ状態でプラテンローラを回転さ
せることにより連続紙をシート状に繰り出して搬送する途中において、各ラベルに情報を
印字するプリンタである。
【０００３】
　ラベルプリンタには、２種類の発行モード（連続発行モードおよび剥離発行モード）で
動作するものがある（例えば、特許文献１）。
　連続発行モードとは、２以上のラベルに情報を連続して印字する発行モードである。
　剥離発行モードとは、１つのラベルに情報を印字する度に当該ラベルを台紙から剥離す
る発行モードである。
　このようなラベルプリンタは、発行モードを判定するための光学式のセンサと、このセ
ンサが検出した光の強度に基づいて、発行モードを判定する判定部と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１５０８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来のラベルプリンタでは、センサに外乱光が入射する場合がある。センサが
この外乱光を検出すると、判定部が発行モードを誤って判定する可能性がある。
【０００６】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、発行モードの誤判
定を抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の実施形態に係るプリンタは、台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で
前記印字媒体を前記台紙から剥離しない第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を
印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリ
ンタであって、前記台紙を搬送する第１ローラと、前記第１ローラが搬送する台紙に仮着
された印字媒体に情報を印字する印字部と、前記第１発行モードで印字処理を行うときに
第１位置をとり、前記第２発行モードで印字処理を行うときに前記第１ローラの回転に従
動して回転することによって前記印字媒体を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ロ
ーラと、通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの
位置を特定するための光反射型のセンサと、前記受光部を収容するセンサハウジングと、
を備え、前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部
側に開口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられている。
　また、台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥
離しない第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前
記台紙から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、前記台紙を搬送
する第１ローラと、前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字す
る印字部と、前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行
モードで印字処理を行うときに前記印字媒体の通紙ルートと前記台紙の通紙ルートとを分
岐させることによって前記印字媒体を前記台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと
、通紙ルート方向に並ぶ発光部および受光部を有するとともに、前記第２ローラの位置を
特定するための光反射型のセンサと、前記受光部を収容するセンサハウジングと、を備え
、前記センサハウジングの面のうち前記受光部に対向する面において、前記発光部側に開
口部が設けられており、前記発光部側と反対側に遮光部が設けられている。
　また、台紙に仮着された印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前記台紙から剥
離しない第１発行モード、または、前記印字媒体に情報を印字した後で前記印字媒体を前
記台紙から剥離する第２発行モードで印字処理を行うプリンタであって、前記台紙を搬送
する第１ローラと、前記第１ローラが搬送する台紙に仮着された印字媒体に情報を印字す
る印字部と、前記第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり、前記第２発行
モードで印字処理を行うときに第２位置をとることによって、前記印字媒体を前記台紙か
ら剥離する第２ローラと、前記第２ローラの位置を特定するための光学式のセンサと、前
記センサが検出した光の強度と第１閾値とを比較することによって、前記発行モードを判
定する第１判定部と、前記センサが検出した光の強度と、前記第１閾値より大きい第２閾
値とを比較することによって、前記第２発行モードで印字処理を行うときに前記台紙から
剥離された印字媒体の有無を判定する第２判定部と、を備え、前記第１位置は、前記第２
ローラが前記開口部から入射する光を遮光する位置である。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、発行モードの誤判定を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は、本実施形態のプリンタが連続発行モードで動作するときの全体斜視図
であり、（ｂ）は、本実施形態のプリンタが剥離発行モードで動作するときの全体斜視図
である。
【図２】開閉カバーが開放状態にあるときの図１のプリンタおよびロール紙の外観を示す
全体斜視図である。
【図３】図１のプリンタの開閉カバーの要部の斜視図である。
【図４】（ａ）は、連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの幅方向中央位置の
切断面の概略構成図であり、（ｂ）は連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの
幅方向片端位置の切断面の概略構成図である。
【図５】（ａ）は、剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの幅方向中央位置の
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切断面を見た概略構成図であり、（ｂ）は、剥離発行モードで動作するときの図１のプリ
ンタの幅方向片端位置の切断面の概略構成図である。
【図６】図４のヘッドブラケットの周辺の要部斜視図である。
【図７】連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図８】連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図９】連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図１０】剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図１１】剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図１２】剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
【図１３】図１のプリンタのコントローラの構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施形
態を説明するための図面において、同一の構成要素には原則として同一の符号を付し、そ
の繰り返しの説明は省略する。
【００１１】
　（１）プリンタの全体構成
　プリンタの全体構成について説明する。
　図１（ａ）は、本実施形態のプリンタが連続発行モードで動作するときの全体斜視図で
あり、図１（ｂ）は、本実施形態のプリンタが剥離発行モードで動作するときの全体斜視
図である。図２は、開閉カバーが開放状態にあるときの図１のプリンタおよびロール紙の
外観を示す全体斜視図である。図３は、図１のプリンタの開閉カバーの要部の斜視図であ
る。
　以下、プリンタ１の長辺に沿った方向を「前後方向」といい、後述する表示部１５が設
けられた側を「前方（ＦＲ）」といい、前方（ＦＲ）の反対方向を「後方（ＲＲ）」とい
う。
　また、断面図は、プリンタ１を平面に置いたときに、当該平面に直交し、かつ、前後方
向に沿った面でプリンタ１を切断したときの断面を示している。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態のプリンタ１は、例えば、扁平な直方体形状に形成され
た携帯型のラベルプリンタである。このプリンタ１は、本体ケース２と、開閉カバー３と
、剥離ユニット４と、フロントカバー５と、を備える。
　このプリンタ１は、連続発行モード（第１発行モード）および剥離発行モード（第２発
行モード）の両方で動作することができる。
　なお、このプリンタ１は、開閉カバー３とフロントカバー５との間の発行口を上に向け
た状態（横置き状態）、プリンタ１の底面に設けられたベルトフック（図示せず）を作業
者のベルトに引っかけた状態、および、ショルダーベルト（図示せず）を装着して作業者
の肩に掛けた状態（つまり、発行口を横に向けた状態（縦保持状態））のいずれかの状態
で使用可能である。
【００１３】
　図１に示すように、本体ケース２は、プリンタ１の外形の一部を構成する。
　図２に示すように、本体ケース２の一面には、開口２ａが形成されている。この開口２
ａ内には、収容室６が設けられている。
【００１４】
　収容室６は、ロール紙Ｒを収容する空間である。収容室６の内部には、用紙ガイド６ａ
が設けられている。
【００１５】
　用紙ガイド６ａは、ロール紙Ｒの両側面に接触した状態でロール紙Ｒを回転自在の状態
で支持することにより、ロール紙Ｒから繰り出される連続紙Ｐをガイドする機能を有する
。
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　用紙ガイド６ａは、ロール紙Ｒの幅方向に沿って移動可能である。用紙ガイド６ａは、
ロール紙Ｒの幅方向に沿って移動することによって、任意の幅のロール紙Ｒをガイドする
ことができる。
【００１６】
　図２に示すように、ロール紙Ｒは、ロール状に巻かれた帯状の連続紙Ｐから構成される
。連続紙Ｐは、台紙ＰＭと、所定間隔毎に台紙ＰＭに仮着された複数枚のラベルＰＬ（印
字媒体）と、から構成される。
【００１７】
　台紙ＰＭの両面のうちラベルが仮着された面（以下「仮着面」という）には、台紙ＰＭ
からラベルＰＬを容易に剥離できるように、剥離剤（例えば、シリコーン）が被覆されて
いる。
　台紙ＰＭの両面のうち仮着面と反対の面（以下「裏面」という）には、ラベルＰＬの基
準位置を示す位置検出マークＭが所定間隔毎に形成されている。
【００１８】
　ラベルＰＬの両面のうち台紙ＰＭの仮着面と接触する面（以下「接着面」という）には
、接着剤が被覆されている。この接着剤によって、ラベルＰＬが台紙ＰＭに仮着される。
　ラベルＰＬの両面のうち接着面と反対の面（以下「印字面」という）には、感熱発色層
が形成されている。この感熱発色層は、所定の温度領域に達すると特定の色に発色する。
この発色特性によって、ラベルＰＬの印字面に情報が印字される。
【００１９】
　図１および図２に示すように、本体ケース２の一方の側面には、バッテリカバー７が取
り付けられている。このバッテリカバー７は、開閉可能である。
【００２０】
　図２に示すように、開閉カバー３は、収容室６を開放状態または閉鎖状態にするための
カバーである。
　開閉カバー３の後方端は、本体ケース２の後方端部にヒンジによって軸支されている。
これにより、開閉カバー３の前方端は、本体ケース２に離間または接近する方向に揺動可
能である。
　また、開閉カバー３は、その後方端に配置されたトーションバネ（図示せず）により開
方向（開閉カバー３の前方端が本体ケース２から離間する方向）に付勢されている。
【００２１】
　図２および図３に示すように、開閉カバー３の先端には、一対のユニット押さえ部３ａ
が形成されている。この一対のユニット押さえ部３ａは、剥離発行モードにおいて開閉カ
バー３が閉鎖状態にある場合、剥離ユニット４を剥離発行位置（後述する）に固定する機
能を有する。
　この一対のユニット押さえ部３ａは、開閉カバー３の幅方向の両端に形成されている。
【００２２】
　また、開閉カバー３の先端には、プラテンローラ１０（第１ローラ）が設けられている
。プラテンローラ１０は、ロール紙Ｒから繰り出される連続紙Ｐを搬送する機能を有する
。
　プラテンローラ１０は、プラテン軸１０ａによって軸支されている。プラテンローラ１
０は、正逆方向に回動自在であり、かつ、連続紙Ｐの幅方向に沿って延在している。
　プラテン軸１０ａの一端には、ギア１０ｂが接続されている。このギア１０ｂは、開閉
カバー３の閉鎖位置で開口２ａ内に設けられたギア（図示せず）に係合し、かつ、このギ
アを介してローラ駆動用のステッピングモータ（図示せず）に機械的に接続されている。
【００２３】
　また、開閉カバー３には、プラテンローラ１０の近傍に剥離ピン１１が設けられている
。この剥離ピン１１は、台紙ＰＭからラベルＰＬを剥離する機能を有する。
　剥離ピン１１の両端は、プラテンローラ１０に沿って開閉カバー３に軸支されている。
【００２４】
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　また、プラテンローラ１０の近傍の開閉カバー３の部分（より具体的には、開閉カバー
３が閉鎖状態にあるときに通紙ルートと対向する面）には、位置検出センサ１２ａおよび
１２ｂが設けられている。
　位置検出センサ１２ａは、台紙ＰＭの裏面に形成された位置検出マークＭ（つまり、ラ
ベルＰＬの基準位置）を検出する機能を有する。位置検出センサ１２ａは、反射型の光セ
ンサである。
　位置検出センサ１２ｂは、台紙ＰＭの仮着面のうち、ラベルＰＬが仮着されている部分
と、ラベルＰＬが仮着されていない部分と、を検出する機能を有する。位置検出センサ１
２ｂは、透過型の光センサである。
【００２５】
　剥離ユニット４は、剥離発行モードにおいて、情報が印字されたラベルＰＬを台紙ＰＭ
から剥離する機能を有する。
　剥離ユニット４は、連続発行位置（後述する）と剥離発行位置との間で移動可能である
。
【００２６】
　図１および図２に示すように、プリンタ１の上面には、フロントカバー５が固定されて
いる。フロントカバー５は、プリンタ１の上面のうち開閉カバー３以外の領域を覆う。
　フロントカバー５は、表示部１５と、操作ボタン１６ａおよび１６ｂ（以下「操作ボタ
ン１６」と総称する）と、電源ボタン１７と、開放ボタン１８と、一対のレバー１９と、
カッタ２０と、を備えている。
【００２７】
　表示部１５は、様々な情報（例えば、操作コマンド、メッセージ等）を表示する機能を
有する。表示部１５は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）である。
【００２８】
　操作ボタン１６は、プリンタ１に指示を与えるためにユーザが操作するボタンである。
【００２９】
　電源ボタン１７は、プリンタ１の電源をオンまたはオフするときにユーザが操作するボ
タンである。
【００３０】
　開放ボタン１８は、開閉カバー３を開放状態にするためにユーザが操作するボタンであ
る。
【００３１】
　レバー１９は、剥離ユニット４を連続発行位置に保持する機能を有する。
　ユーザがレバー１９を互いに接近する方向に移動させると、剥離ユニット４の保持が解
除される。剥離ユニット４の保持が解除されると、剥離ユニット４は、バネ（図示せず）
から受ける付勢力によって、後方（ＲＲ）に向かって移動する。次に、ユーザが開閉カバ
ー３を閉鎖状態にすると、一対のユニット押さえ部３ａが、剥離ユニット４を剥離発行位
置に固定する。これにより、剥離ユニット４の位置は、図１（ａ）の位置（連続発行位置
）から図１（ｂ）の位置（剥離発行位置）に変わる。
【００３２】
　カッタ２０は、情報が印字されたラベルＰＬが仮着された台紙ＰＭを切断する機能を有
する。
　カッタ２０は、フロントカバー５上の先端であって、かつ、開閉カバー３の向かい側に
、連続紙Ｐの幅方向に沿って延在している。
【００３３】
　（２）プリンタの内部構成
　本実施形態のプリンタの内部構成について説明する。
　図４（ａ）は、連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの幅方向中央位置の切
断面の概略構成図であり、図４（ｂ）は、連続発行モードで動作するときの図１のプリン
タの幅方向片端位置の切断面の概略構成図である。図５（ａ）は、剥離発行モードで動作
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するときの図１のプリンタの幅方向中央位置の切断面を見た概略構成図であり、図５（ｂ
）は、剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの幅方向片端位置の切断面の概略
構成図である。図６は、図４のヘッドブラケットの周辺の要部斜視図である。
　以下、図４～図６に示すように、プリンタ１を水平面に置いたときの鉛直方向に沿った
方向を「上下方向」といい、鉛直方向を「下方（ＤＷ）」といい、下方（ＤＷ）の反対方
向を「上方（ＵＷ）」という。
【００３４】
　図４および図５に示すように、プリンタ１の内部には、剥離ローラ４ａ（第２ローラ）
と、開放ボタン１８と、カッタ２０と、サーマルヘッド２５（印字部）と、配線基板２６
と、ヘッドブラケット２７と、コイルバネ２９と、第１光センサ４０と、第２光センサ４
２と、が設けられている。
【００３５】
　剥離ローラ４ａは、剥離ユニット４の一構成要素である。例えば、剥離ローラ４ａの表
面は、光を吸収する色（例えば、黒色）で塗装されている。
　剥離ローラ４ａは、２つの位置を取ることができる。
　図４に示すように、連続発行モードでは、剥離ローラ４ａは、前後方向について剥離ピ
ン１１の位置を基準として前方（ＦＲ）であって、かつ、上下方向についてサーマルヘッ
ド２５の位置を基準として上方（ＵＷ）の位置（以下「連続発行位置」という）（第１位
置）をとる。
　図５に示すように、剥離発行モードでは、剥離ローラ４ａは、前後方向について剥離ピ
ン１１の位置を基準として後方（ＲＲ）であって、かつ、上下方向についてサーマルヘッ
ド２５の位置を基準として上方（ＵＷ）の位置（以下「剥離発行位置」という）（第２位
置）をとる。剥離ローラ４ａは、剥離発行位置をとると、台紙ＰＭを挟持しながらプラテ
ンローラ１０の回転に従動して回転する。
【００３６】
　第１光センサ４０は、光反射型のセンサである。第１光センサ４０は、発行モード（連
続発行モードおよび剥離発行モードのいずれか）を判定するための光を検出する機能と、
剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無を判定するための光を
検出する機能と、を有する。
　第１光センサ４０は、上下方向についてサーマルヘッド２５の上方（ＵＷ）に設けられ
ている。
【００３７】
　第２光センサ４２は、光反射型のセンサである。第２光センサ４２は、連続発行モード
において情報が印字されたラベルＰＬの有無を判定するために必要な信号を生成する機能
を有する。
　第２光センサ４２は、上下方向について第１光センサ４０の上方（ＵＷ）に設けられて
いる。
【００３８】
　サーマルヘッド２５は、プリンタ１に送られた印字データに対応する情報（例えば、文
字、記号、図形、バーコード、または、それらの組合せ）をラベルＰＬに印字する機能を
有する。
　サーマルヘッド２５は、配線基板２６を介してヘッドブラケット２７に固定されている
。サーマルヘッド２５の印字面は、開閉カバー３が閉鎖状態にあるときにプラテンローラ
１０と対向する（つまり、サーマルヘッド２５の印字面は、後方（ＲＲ）を向く）。
【００３９】
　配線基板２６は、コントローラ（後述する）が生成した制御信号をサーマルヘッド２５
に伝送する機能を有する。
　配線基板２６は、ヘッドブラケット２７の後方（ＲＲ）の面に固定され、かつ、サーマ
ルヘッド２５に電気的に接続されている。
【００４０】
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　ヘッドブラケット２７は、配線基板２６を介してサーマルヘッド２５を保持する機能、
開閉カバー３を保持する機能、および、サーマルヘッド２５が発した熱を放散する機能を
有する。
　図４～図６に示すように、ヘッドブラケット２７は、ヘッドブラケット２７の位置を基
準として後方（ＲＲ）に設けられた支持軸２７ａによって軸支されている。ヘッドブラケ
ット２７は、支持軸２７ａを軸として、プラテンローラ１０に接近する方向または離間す
る方向に揺動自在である。
【００４１】
　コイルバネ２９は、ヘッドブラケット２７を介して、後方（ＲＲ）（つまり、ヘッドブ
ラケット２７の位置を基準としてプラテンローラ１０の方向）の付勢力をサーマルヘッド
２５に加える機能を有する。この付勢力によって、サーマルヘッド２５が、プラテンロー
ラ１０によって搬送された連続紙Ｐに押し付けられる。これにより、ラベルＰＬに情報を
鮮明に印字することができる。
【００４２】
　図６に示すように、ヘッドブラケット２７には、第１センサハウジング４４と、第２セ
ンサハウジング４６と、第３センサハウジング４８とが設けられている。
【００４３】
　第１センサハウジング４４は、第１光センサ４０の発光部（図示せず）を収容している
。
　第１センサハウジング４４は、第１光センサ４０の発光部の後方（ＲＲ）の面（つまり
、発光部に対向する面）に開口部４４ａを有する。
　第１光センサ４０の発光部が発した光は、開口部４４ａを介して、第１センサハウジン
グ４４の外へ放射される。
【００４４】
　第２センサハウジング４６は、第１光センサ４０の受光部（図示せず）を収容している
。
　第２センサハウジング４６は、第１光センサ４０の受光部の後方（ＲＲ）の面（つまり
、受光部に対向する面）に、遮光部４６ａと、開口部４６ｂと、を有する。
　遮光部４６ａは、第２センサハウジング４６の後方（ＲＲ）の面のうち、第１光センサ
４０の発光部側と反対側（上方（ＵＷ））に設けられている。開口部４６ｂは、第２セン
サハウジング４６の後方（ＲＲ）の面のうち、第１光センサ４０の発光部側（下方（ＤＷ
））に設けられている。
　つまり、第２センサハウジング４６は、第１光センサ４０の受光部の後方（ＲＲ）の領
域のうち一部の領域を遮光する。これにより、第１光センサ４０の受光部は、開口部４６
ｂを介して第２センサハウジング４６内に入射した光を受光する。
【００４５】
　第３センサハウジング４８は、第２光センサ４２を収容している。
　第３センサハウジング４８は、第２光センサ４２の発光部（図示せず）の後方（ＲＲ）
の面（つまり、発光部に対向する面）に開口部４８ａを有する。
　第２光センサ４２の発光部が発した光は、開口部４８ａを介して、第３センサハウジン
グ４８の外へ放射される。
【００４６】
　（３）発行モード
　本実施形態のプリンタの発行モードについて説明する。
　図７～図９は、連続発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である。
図１０～図１２は、剥離発行モードで動作するときの図１のプリンタの要部断面図である
。
　以下、通紙ルート上の収容室６側（図７～図１２の下方（ＤＷ））を「上流側」といい
、通紙ルート上の発行口側（図７～図１２の上方（ＵＷ））を「下流側」という。
【００４７】
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　図７～図１２に示すように、第１光センサ４０の受光部４０ｂは、上下方向について、
第１光センサ４０の発光部４０ａの上方に設けられている。つまり、受光部４０ｂは、上
下方向について、発光部４０ａの位置を基準として通紙ルートの下流側に設けられている
。
【００４８】
　第２光センサ４２は、上下方向について、第１光センサ４０の上方に設けられている。
つまり、第２光センサ４２は、上下方向について、第１光センサ４０の位置を基準として
通紙ルートの下流側に設けられている。
【００４９】
　発光部４０ａおよび受光部４０ｂは、第１センサハウジング４４および第２センサハウ
ジング４６によって区分けされている。
　受光部４０ｂおよび第２光センサ４２は、第２センサハウジング４６および第３センサ
ハウジング４８によって区分けされている。
【００５０】
　（３．１）連続発行モードにおけるプリンタの動作
　本実施形態の連続発行モードにおけるプリンタ１の動作について説明する。
【００５１】
　図７に示すように、連続発行モードでは、剥離ローラ４ａは、連続発行位置をとる。連
続発行位置は、前後方向について剥離ピン１１の位置を基準として前方（ＦＲ）であって
、かつ、上下方向についてサーマルヘッド２５の位置を基準として上方（ＵＷ）の位置で
ある。
【００５２】
　プラテンローラ１０が回転すると、連続紙Ｐが通紙ルートに沿って搬送される。発熱し
たサーマルヘッド２５が台紙ＰＭに仮着されたラベルＰＬに押し付けられると、印字デー
タに基づく情報がラベルＰＬに印字される。サーマルヘッド２５の位置に対して通紙ルー
トの下流側では、台紙ＰＭの裏面が剥離ピン１１によって支持される。剥離ピン１１の位
置に対して通紙ルートの下流側では、情報が印字されたラベルＰＬが、台紙ＰＭに仮着さ
れたまま搬送される。
　連続発行モードでは、所定数のラベルＰＬに情報が印字された後、連続紙Ｐの搬送が停
止する。情報が印字されたラベルＰＬは、台紙ＰＭに仮着されたまま発行口まで搬送され
る。
　これにより、ユーザは、情報が印字された所定数のラベルＰＬが仮着された台紙ＰＭを
カッタ２０で切断して、プリンタ１から取り出すことができる。
【００５３】
　図８に示すように、連続発行モードでは、発光部４０ａが発した光ＯＰ１０は、剥離ロ
ーラ４ａに吸収されるので、受光部４０ｂには入射しない。
　外乱光ＯＰ３０は、開閉カバー３の表面で反射して、受光部４０ｂに向けて放射される
。しかし、この外乱光ＯＰ３０は、遮光部４６ａおよび剥離ローラ４ａによって遮られる
ので、受光部４０ｂには入射しない。
　したがって、連続発行モードにおいて受光部４０ｂが受光する光の強度は略０である（
つまり、受光部４０ｂは光をほとんど受光しない）。
【００５４】
　図９に示すように、連続発行モードにおいて情報が印字されたラベルＰＬが有る場合、
第２光センサ４２が発した光ＯＰ２０は、このラベルＰＬで反射する。この光ＯＰ２０の
反射光ＯＰ２１は、第２光センサ４２に入射する。したがって、第２光センサ４２は、反
射光ＯＰ２１を検出する。
【００５５】
　（３．２）剥離発行モードにおけるプリンタの動作
　本実施形態の剥離発行モードにおけるプリンタ１の動作について説明する。
【００５６】
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　図１０に示すように、剥離発行モードでは、剥離ローラ４ａは、剥離発行位置をとる。
剥離発行位置は、前後方向について剥離ピン１１の位置を基準として後方（ＲＲ）であっ
て、かつ、上下方向についてサーマルヘッド２５の位置を基準として上方（ＵＷ）の位置
である。
【００５７】
　プラテンローラ１０が回転すると、連続紙Ｐが通紙ルートに沿って搬送される。発熱し
たサーマルヘッド２５が台紙ＰＭに仮着されたラベルＰＬに押し付けられると、印字デー
タに基づく情報がラベルＰＬに印字される。サーマルヘッド２５の位置に対して通紙ルー
トの下流側では、台紙ＰＭの裏面が剥離ピン１１によって支持される。剥離ピン１１の位
置に対して通紙ルートの下流側では、台紙ＰＭが、プラテンローラ１０と、プラテンロー
ラ１０の回転に従動して回転する剥離ローラ４ａとによって、挟持されたまま搬送される
。
　つまり、剥離ローラ４ａは、剥離発行位置でプラテンローラ１０の回転に従動して回転
することによって、情報が印字されたラベルＰＬの通紙ルートと、台紙ＰＭの通紙ルート
と、を剥離ピン１１の位置で分岐させる。
　換言すると、剥離ローラ４ａは、剥離発行位置でプラテンローラ１０の回転に従動して
回転することによって、情報が印字されたラベルＰＬを、剥離ピン１１の位置で台紙ＰＭ
から剥離する。
　剥離発行モードでは、情報が印字されたラベルＰＬが台紙ＰＭから剥離される（つまり
、１つのラベルＰＬに情報が印字される）度に、連続紙Ｐの搬送が停止する。したがって
、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬは、剥離ピン１１の位置に留まる。
　これにより、ユーザは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬ（つまり、情報が印字され
たラベルＰＬ）のみをプリンタ１から取り出すことができる。ユーザが台紙ＰＭから剥離
されたラベルＰＬをプリンタ１から取り出すと、連続紙Ｐの搬送が再開される。そして、
当該ラベルＰＬの次のラベルＰＬに情報が印字され、かつ、当該次のラベルＰＬが台紙Ｐ
Ｍから剥離された後、連続紙Ｐの搬送が停止する。
【００５８】
　図１１に示すように、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが有
る場合、発光部４０ａが発した光ＯＰ１０は、ラベルＰＬで反射する。この光ＯＰ１０の
反射光ＯＰ１１は、開口部４６ｂから受光部４０ｂに入射する。
【００５９】
　図１２に示すように、剥離発行モードでは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが無い
場合、発光部４０ａが発した光ＯＰ１０は、剥離ピン１１が軸支された開閉カバー３の一
部で反射する。この光ＯＰ１０の反射光ＯＰ１２は、開口部４６ｂから受光部４０ｂに入
射する。
【００６０】
　ラベルＰＬは、表面が平坦であるので、反射光が散乱し難い。一方、開閉カバー３は、
ラベルＰＬと比べると、表面に凹凸があるので、反射光が散乱し易い。したがって、図１
２の反射光ＯＰ１２の強度ＯＬ１２は、図１１の反射光ＯＰ１１の強度ＯＬ１１より小さ
い（ＯＬ１２＜ＯＬ１１）。
　また、図１２に示すように、外乱光ＯＰ３０は、開閉カバー３の表面で反射して、受光
部４０ｂに向けて放射される。しかし、この外乱光ＯＰ３０は、遮光部４６ａおよび剥離
ローラ４ａによって遮られるので、受光部４０ｂには入射しない。
　したがって、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが無いときに
受光部４０ｂが受光する光の強度は、当該ラベルＰＬが有るときに受光部４０ｂが受光す
る光の強度より小さい。
【００６１】
　（４）コントローラ
　本実施形態のプリンタのコントローラについて説明する。
　図１３は、図１のプリンタのコントローラの構成を示すブロック図である。
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【００６２】
　コントローラ１００は、プリンタ１を制御する機能を有する。
　図１３に示すように、コントローラ１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unite）１
０２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０４と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０６
と、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）１０８と
、これらを相互に電気的に接続するバス１２０と、を備えている。
【００６３】
　ＲＡＭ１０６には、プリンタ１に接続された装置（例えば、コンピュータ）から送信さ
れた印字データが格納される。
【００６４】
　ＥＥＰＲＯＭ１０８には、プリンタ１を制御するためのソフトウェア（以下「ファーム
ウェア」という）の機能をＣＰＵ１０２に実現させるためのプログラムと、プリンタ１の
動作を制御するために参照される制御データと、が格納されている。
【００６５】
　制御データは、発行モードを判定するために参照される第１閾値ＴＨ１と、剥離発行モ
ードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無を判定するために参照される第２
閾値ＴＨ２とを含む。
【００６６】
　第１閾値ＴＨ１には、剥離ローラ４ａが連続発行位置をとるときに受光部４０ｂが受光
する光の強度（略０）と、剥離ローラ４ａが剥離発行位置をとり、かつ、台紙ＰＭから剥
離されたラベルＰＬが無いときに受光部４０ｂが受光する光ＯＰ１２の強度ＯＬ１２とを
区別するために、強度ＯＬ１２より十分に小さい値が設定される。
【００６７】
　第２閾値ＴＨ２には、剥離発行モードにおいて、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが
有るときに受光部４０ｂが受光する光ＯＰ１１の強度ＯＬ１１と、台紙ＰＭから剥離され
たラベルＰＬが無いときに受光部４０ｂが受光する光ＯＰ１２の強度ＯＬ１２とを区別す
るために、強度ＯＬ１１と強度ＯＬ１２との間の値が設定される。
【００６８】
　ＣＰＵ１０２は、ＥＥＰＲＯＭ１０８に格納されたプログラムを実行することによって
ファームウェアの機能を実現する。ファームウェアは、ＥＥＰＲＯＭ１０８に格納された
制御データを参照して、プリンタ１を制御する。
　以下、ファームウェアの機能について説明する。
【００６９】
　ファームウェアは、位置検出センサ１２ａおよび１２ｂが検出した光に基づいて、ラベ
ルＰＬの基準位置を特定する機能を有する。
【００７０】
　また、ファームウェアは、ローラ駆動用のステッピングモータを制御する機能を有する
。
　具体的には、ファームウェアは、ラベルＰＬの基準位置を検出したタイミングで、ロー
ラ駆動用のステッピングモータを制御するための制御信号を生成する。プラテンローラ１
０は、この制御信号に従って回転する。これにより、収容室６から繰り出された連続紙Ｐ
が通紙ルートに沿って搬送される。
【００７１】
　また、ファームウェアは、サーマルヘッド２５を制御する機能を有する。
　ファームウェアは、ＲＡＭ１０６に格納された印字データに基づいて、サーマルヘッド
２５を制御するための制御信号を生成する。サーマルヘッド２５は、この制御信号に従っ
て発熱する。発熱したサーマルヘッド２５が、プラテンローラ１０によって搬送された台
紙ＰＭに仮着されたラベルＰＬに押し付けられると、印字データに対応する情報がラベル
ＰＬに印字される。
【００７２】
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　また、ファームウェアは、第１光センサ４０が検出した光の強度に基づいて、発行モー
ドを判定する機能と、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無
を判定する機能と、を有する。
【００７３】
　また、ファームウェアは、連続発行モードにおいて、第２光センサ４２が検出した光の
強度に基づいて、情報が印字されたラベルＰＬの有無を判定する機能を有する。
【００７４】
　（４．１）発行モードを判定する機能
　発行モードを判定する機能について説明する。
【００７５】
　ファームウェアは、受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬと、ＥＥＰＲＯＭ１０８に格
納された第１閾値ＴＨ１と、を比較することによって、発行モードを判定する。
【００７６】
　受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬが第１閾値ＴＨ１未満（ＯＬ＜ＴＨ１）である場
合、ファームウェアは、発行モードが連続発行モードである、と判定する。例えば、図８
に示すように、剥離ローラ４ａが連続発行位置にあるとき、受光部４０ｂが受光する光の
強度ＯＬは略０（ＯＬ＜ＴＨ１）である。したがって、ファームウェアは、発行モードが
連続発行モードである、と判定する。
【００７７】
　受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬが第１閾値ＴＨ１以上（ＯＬ≧ＴＨ１）である場
合、ファームウェアは、発行モードが剥離発行モードである、と判定する。例えば、図１
１および図１２に示すように、剥離ローラ４ａが剥離発行位置にあるとき、受光部４０ｂ
が受光する光の強度ＯＬ１１およびＯＬ１２は、いずれも、第１閾値ＴＨ１より大きい。
したがって、ファームウェアは、発行モードが剥離発行モードである、と判定する。
【００７８】
　（４．２）剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無を判定す
る機能
　剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無を判定する機能につ
いて説明する。
【００７９】
　ファームウェアは、受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬと、ＥＥＰＲＯＭ１０８に格
納された第２閾値ＴＨ２と、を比較することによって、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭ
から剥離されたラベルＰＬの有無を判定する。
【００８０】
　受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬが第２閾値ＴＨ２以上（ＯＬ≧ＴＨ２）である場
合、ファームウェアは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが有る、と判定する。例えば
、図１１に示すように、台紙ＰＬから剥離されたラベルＰＬが剥離ピン１１の位置で留ま
っているとき、受光部４０ｂが受光する光の強度ＯＬ１１は第２閾値ＴＨ２以上である（
ＯＬ１１≧ＴＨ２）。したがって、ファームウェアは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰ
Ｌが有る、と判定する。この場合、ファームウェアは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰ
Ｌが取り除かれる（つまり、受光部４０ｂが受光する光の強度ＯＬが第２閾値ＴＨ２未満
になる）まで、プラテンローラ１０およびサーマルヘッド２５を停止させる。
【００８１】
　受光部４０ｂが受光した光の強度ＯＬが第２閾値ＴＨ２未満（ＯＬ＜ＴＨ２）である場
合、ファームウェアは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが無い、と判定する。例えば
、図１２に示すように、台紙ＰＬから剥離されたラベルＰＬが無いとき、受光部４０ｂが
受光する光の強度ＯＬ１２は第２閾値ＴＨ２未満である（ＯＬ１２＜ＴＨ２）。したがっ
て、ファームウェアは、台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬが無い、と判定する。この場
合、ファームウェアは、次のラベルＰＬに情報を印字するために、プラテンローラ１０お
よびサーマルヘッド２５を駆動させる。
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【００８２】
　（５）本実施形態の小括
　本実施形態について小括する。
【００８３】
　上記のとおり、本実施形態では、受光部４０ｂは外乱光ＯＰ３０を受光しない。つまり
、発行モードの判定、および、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰ
Ｌの有無の判定に不要な光が受光部４０ｂに入射することが抑制される。
　これにより、発行モードの判定の誤判定を抑制することができる。
【００８４】
　特に、本実施形態では、受光部４０ｂは、上下方向について発光部４０ａの上方に設け
られている。また、開口部４６ｂは、第２センサハウジング４６の後方（ＲＲ）の面のう
ち、第１光センサ４０の発光部側（下方（ＤＷ））に設けられている。つまり、第２セン
サハウジング４６は、下方(ＤＷ)側で開口している。したがって、外乱光３０が第２セン
サハウジング４６内に入射し難い。これにより、発行モードの判定の誤判定をより抑制す
ることができる。
【００８５】
　また、本実施形態では、情報の印字が可能になったタイミングで発行モードを判定する
機能が有効になる。また、ファームウェアは、剥離ローラ４ａの位置（連続発行位置また
は剥離発行位置）に基づいて、発行モードを判定する。
　これにより、ユーザは、剥離ローラ４ａの位置を設定した後、情報の印字が可能な状態
にする（例えば、電源ボタン１７を操作する）だけで、所望の発行モードで印字処理を実
行させることができる。
【００８６】
　また、本実施形態では、受光部４０ｂが受光した光の強度に基づいて、ファームウェア
は、発行モードと、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無と
、を判定する。つまり、発行モードの判定、および、剥離発行モードにおいて台紙ＰＭか
ら剥離されたラベルＰＬの有無の判定に必要なセンサは、第１光センサ４０（１つ）のみ
である。
　これにより、２つの発行モード（連続発行モードまたは剥離発行モード）で動作可能な
プリンタ１のセンサの数を低減することができ、ひいては、プリンタ１を小型化すること
ができる。
【００８７】
　（６）変形例
　以下、本実施形態の変形例について説明する。
【００８８】
　上述の実施形態では、受光部４０ｂが発光部４０ａの上方（ＵＷ側）に設けられる例に
ついて説明したが、本発明の範囲はこれに限られない。
　本発明は、受光部４０ｂが発光部４０ａの下方（ＤＷ側）に設けられる場合にも適用可
能である。
【００８９】
　上述の実施形態では、発行モードを判定するタイミングは、情報の印字が可能になった
タイミングでもよい。情報の印字が可能になったタイミングは、例えば、以下のいずれか
である。
　・プリンタ１の電源がオンになったタイミング（例えば、プリンタ１の電源がオフのと
きにユーザが電源ボタン１７を操作したタイミング）。
　・プリンタ１がスリープ状態から復旧したタイミング。
　・・プリンタ１がスリープ状態にあるときに、プリンタ１に接続されたコンピュータが
送信した印字データをプリンタ１が受信したタイミング。
　・・プリンタ１がスリープ状態にあるときに、ユーザが操作ボタン１６を操作したタイ
ミング。
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　・・プリンタ１がスリープ状態にあるときに、開閉カバー３が開放状態から閉鎖状態に
なったタイミング。
【００９０】
　上述の実施形態では、ファームウェアが、第１閾値ＴＨ１を参照して発行モードを判定
する機能と、第２閾値ＴＨ２を参照して台紙ＰＭから剥離されたラベルＰＬの有無を判定
する機能とを有する例について説明したが、第２閾値ＴＨ２を参照して台紙ＰＭから剥離
されたラベルＰＬの有無を判定する機能は必須ではない。
【００９１】
　上述の実施形態では、複数のラベルＰＬが台紙ＰＭの仮着面に所定間隔毎に仮着された
連続紙Ｐを印字媒体として使用する例について説明したが、本発明の範囲はこれに限られ
ない。
　本発明は、例えば、片側の面が接着面である連続紙（つまり、連続状のラベル（以下「
台紙無しラベル」という））、接着面を有しない連続状のシート（以下「連続シート」と
いう）、または、サーマルヘッドにより印字可能なラベル以外の印字媒体（例えば、フィ
ルム）を印字媒体として使用する場合にも適用可能である。
　なお、台紙無しラベル、連続シート、および、フィルムには、位置検出マークを設けて
もよい。また、台紙無しラベルを搬送する場合、搬送路を非接着剤で被覆し、かつ、非接
着材料（例えば、シリコーン）を含有するプラテンローラを設けてもよい。
【００９２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の範囲は上記の実施形態に
限定されない。また、上記の実施形態は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々
の改良や変更が可能である。また、上記の実施形態および変形例は、組合せ可能である。
【符号の説明】
【００９３】
１　　　　：プリンタ
２　　　　：本体ケース
２ａ　　　：開口
３　　　　：開閉カバー
３ａ　　　：ユニット押さえ部
４　　　　：剥離ユニット
４ａ　　　：剥離ローラ
５　　　　：フロントカバー
６　　　　：収容室
６ａ　　　：用紙ガイド
７　　　　：バッテリカバー
１０　　　：プラテンローラ
１０ａ　　：プラテン軸
１０ｂ　　：ギア
１１　　　：剥離ピン
１２ａ，１２ｂ　　　：位置検出センサ
１５　　　：表示部
１６ａ，１６ｂ　　　：操作ボタン
１７　　　：電源ボタン
１８　　　：開放ボタン
１９　　　：レバー
２０　　　：カッタ
２５　　　：サーマルヘッド
２６　　　：配線基板
２７　　　：ヘッドブラケット
２７ａ　　：支持軸
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２９　　　：コイルバネ
４０　　　：第１光センサ
４０ａ　　：発光部
４０ｂ　　：受光部
４２　　　：第２光センサ
４４　　　：第１センサハウジング
４４ａ　　：開口部
４６　　　：第２センサハウジング
４６ａ　　：遮光部
４６ｂ　　：開口部
４８　　　：第３センサハウジング
４８ａ　　：開口部
１００　　：コントローラ
１０２　　：ＣＰＵ
１０６　　：ＲＡＭ
１０８　　：ＥＥＰＲＯＭ
１２０　　：バス
【要約】　　　（修正有）
【課題】発行モードの誤判定を抑制するプリンタを提供する。
【解決手段】台紙を搬送する第１ローラと、第１ローラが搬送した台紙に仮着された印字
媒体に情報を印字する印字部と、第１発行モードで印字処理を行うときに第１位置をとり
、かつ、第２発行モードで印字処理を行うときに第１ローラの回転に従動して回転するこ
とによって、印字媒体を台紙から剥離する第２位置をとる第２ローラと、第２ローラの位
置を特定するための光反射型のセンサであって、かつ、プリンタを水平面に置いたときに
上下方向に並ぶ発光部４０ａおよび受光部４０ｂを有するセンサと、受光部４０ｂを収容
するセンサハウジングと、を備えるプリンタである。センサハウジングの面のうち受光部
４０ｂに対向する面において、発光部４０ａ側に開口部４６ｂが設けられており、かつ、
発光部４０ａ側と反対側に遮光部４６ａが設けられている、プリンタ。
【選択図】図７
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