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(57)【要約】
【課題】複数の種類の記録紙の中から、所望の記録紙を
選択して印刷を行うことのできる小型で携帯性の高い記
録紙カセットを提供する。
【解決手段】記録紙を収容する記録紙カセットであって
、前記記録紙カセットは、筐体内に重ねられた複数の収
納カセットと回転送りカムを有し、隣り合う前記収納カ
セットの一方の側の端部は、段部が形成された状態で接
続されており、前記段部の段差と前記段部の幅は略同じ
であって、前記回転送りカムは、回転軸を中心に対向す
る位置に２本のピンが設けられており、前記収納カセッ
トの少なくとも一方の側の端部にはピン受け部が設けら
れており、隣り合う前記収納カセットの少なくとも一方
のピン受け部に前記ピンの少なくとも一方が入った状態
で、前記回転送りカムを回転させることにより、複数の
前記収納カセットが接続されている状態のまま動かすこ
とができることを特徴とする記録紙カセットを提供する
ことにより上記課題を解決する。
【選択図】　図３１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録紙を収容する記録紙カセットであって、
　前記記録紙カセットは、筐体内に重ねられた複数の収納カセットと回転送りカムを有し
、
　隣り合う前記収納カセットの一方の側の端部は、段部が形成された状態で接続されてお
り、
　前記段部の段差と前記段部の幅は略同じであって、
　前記回転送りカムは、回転軸を中心に対向する位置に２本のピンが設けられており、
　前記収納カセットの少なくとも一方の側の端部にはピン受け部が設けられており、
　隣り合う前記収納カセットの少なくとも一方のピン受け部に前記ピンの少なくとも一方
が入った状態で、前記回転送りカムを回転させることにより、複数の前記収納カセットが
接続されている状態のまま動かすことができることを特徴とする記録紙カセット。
【請求項２】
　前記回転送りカムは、記録紙を収納カセットから送り出す搬送ローラと同軸上に設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載の記録紙カセット。
【請求項３】
　前記収納カセットは、略長方形の形状で形成されており、
　隣り合う前記収納カセットの他方の端部は段部が形成された状態で接続されており、
　前記段部の段差と前記段部の幅は略同じであって、
　前記収納カセットの他方の側の端部にはピン受け部が設けられており、
　前記回転送りカムは、前記収納カセットの一方の側と他方の側に設けられていることを
特徴とする請求項１または２に記載の記録紙カセット。
【請求項４】
　前記筐体に接続されたバネと、
　前記バネに接続され、長穴を有する接続部材と、
　を有し、
　前記長穴には、前記収納カセットの側面に設けられた支持ピンと前記筐体に設けられた
支持ピンが入れられており、
　前記バネの復元力により、接続部材及び前記支持ピンを介し、複数の前記収納カセット
は一方の側に押されていることを特徴とする請求項３に記載の記録紙カセット。
【請求項５】
　前記回転送りカムは、前記収納カセットの一方の側に設けられていることを特徴とする
請求項１または２に記載の記録紙カセット。
【請求項６】
　前記筐体に一方の端部が接続されたバネと、
　前記バネの他方の端部に接続された長穴を有する複数の接続部材と、
　複数の前記接続部材を連結する連結部材と、
　各々の前記接続部材の長穴には、対応する前記収納カセットの側面に設けられた支持ピ
ンと前記筐体に設けられた支持ピンが入れられており、
　前記バネの復元力により、接続部材及び前記支持ピンを介し、複数の前記収納カセット
は一方の側に押されていることを特徴とする請求項５に記載の記録紙カセット。
【請求項７】
　前記記録紙カセットの他方の側には背面蓋が設けられており、
　前記背面蓋を開くことにより、前記収納カセットに記録紙を補充することができること
を特徴とする請求項１から６いずれかに記載の記録紙カセット。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の記録紙カセットと、
　前記記録紙カセットに収納されている記録紙に印刷をするプリンタと、
　を有することを特徴とする印刷装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録紙カセット及び印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯型のプリンタが存在しているが、このようなプリンタは箱形に形成され
ており比較的大きく、バッグ等に入れられて持ち運ばれていた。また、プリンタには記録
紙や記録紙を入れるホルダ等も必要であり、これらも一緒に持ち運ぶ場合が多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１５９４２７号公報
【特許文献２】特開２００４－３４５８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年は、スマートフォン等の携帯情報端末が普及しており、携帯情報端末を用いて、他
の情報端末と同様に記録紙に印刷したいといったニーズが考えられる。携帯情報端末は携
帯性を有することを特徴としているため、携帯情報端末からの出力を印刷するプリンタも
小型で携帯性の高いものが好ましい。
【０００５】
　ところで、スマートフォン等の携帯情報端末においてはアプリケーションが多様化して
おり、このため、携帯情報端末からの出力を印刷する印刷装置においても、様々な種類の
記録紙に印刷することのできる記録紙カセット、即ち、複数の異なる種類の記録紙の中か
ら記録紙を選択して印刷を行うことのできる記録紙カセットが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施の形態の一観点によれば、記録紙を収容する記録紙カセットであって、前記記録
紙カセットは、記録紙を収容する記録紙カセットであって、前記記録紙カセットは、筐体
内に重ねられた複数の収納カセットと回転送りカムを有し、隣り合う前記収納カセットの
一方の側の端部は、段部が形成された状態で接続されており、前記段部の段差と前記段部
の幅は略同じであって、前記回転送りカムは、回転軸を中心に対向する位置に２本のピン
が設けられており、前記収納カセットの少なくとも一方の側の端部にはピン受け部が設け
られており、隣り合う前記収納カセットの少なくとも一方のピン受け部に前記ピンの少な
くとも一方が入った状態で、前記回転送りカムを回転させることにより、複数の前記収納
カセットが接続されている状態のまま動かすことができることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　開示の記録紙カセットによれば、複数の種類の記録紙の中から、所望の記録紙を選択し
て印刷を行うことのできる小型で携帯性の高い記録紙カセットを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態の印刷装置の斜視図
【図２】第１の実施の形態のプリンタの斜視図
【図３】第１の実施の形態のプリンタの断面図
【図４】第１の実施の形態の記録紙カセットの斜視図
【図５】第１の実施の形態の記録紙カセットの内部の斜視図
【図６】第１の実施の形態の記録紙カセットの内部の上面図
【図７】第１の実施の形態の記録紙カセットの内部の左側面図
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【図８】第１の実施の形態の記録紙カセットの内部の右側面図
【図９】第１の実施の形態の記録紙カセットの内部の正面図
【図１０】第１の実施の形態の記録紙カセットの要部の斜視図
【図１１】第１の収納カセット、第２の収納カセット、第３の収納カセットの説明図（１
）
【図１２】第１の収納カセット、第２の収納カセット、第３の収納カセットの説明図（２
）
【図１３】第１の収納カセット、第２の収納カセット、第３の収納カセットの説明図（３
）
【図１４】第１の収納カセットが選択されている状態の説明図（１）
【図１５】第１の収納カセットが選択されている状態の説明図（２）
【図１６】第１の収納カセットが選択されている状態の説明図（３）
【図１７】第１の収納カセットが選択されている状態の説明図（４）
【図１８】第２の収納カセットが選択されている状態の説明図（１）
【図１９】第２の収納カセットが選択されている状態の説明図（２）
【図２０】第２の収納カセットが選択されている状態の説明図（３）
【図２１】第２の収納カセットが選択されている状態の説明図（４）
【図２２】第１の収納カセットが選択されている状態から第２の収納カセットが選択され
ている状態に移行する途中の説明図
【図２３】第３の収納カセットが選択されている状態の説明図（１）
【図２４】第３の収納カセットが選択されている状態の説明図（２）
【図２５】第３の収納カセットが選択されている状態の説明図（３）
【図２６】第３の収納カセットが選択されている状態の説明図（４）
【図２７】回転送りカムの駆動方法の説明図
【図２８】第１の実施の形態の記録紙カセットとプリンタとが接続されている状態の説明
図
【図２９】第１の実施の形態の印刷装置の印刷方法の説明図
【図３０】第１の実施の形態の印刷装置の変形例の斜視図
【図３１】第２の実施の形態の記録紙カセットの内部の斜視図
【図３２】第２の実施の形態の記録紙カセットの内部の左側面図
【図３３】第１の収納カセットが選択されている状態の説明図
【図３４】第２の収納カセットが選択されている状態の説明図
【図３５】第１の収納カセットが選択されている状態から第２の収納カセットが選択され
ている状態に移行する途中の説明図
【図３６】第３の収納カセットが選択されている状態の説明図
【図３７】第２の実施の形態の記録紙カセットの背面蓋の説明図（１）
【図３８】第２の実施の形態の記録紙カセットの背面蓋の説明図（２）
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明を実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、
同一の符号を付して説明を省略する。本願において、Ｘ１－Ｘ２方向、Ｙ１－Ｙ２方向、
Ｚ１－Ｚ２方向を相互に直交する方向とする。また、Ｘ１－Ｘ２方向及びＹ１－Ｙ２方向
を含む面をＸＹ面と記載し、Ｙ１－Ｙ２方向及びＺ１－Ｚ２方向を含む面をＹＺ面と記載
し、Ｚ１－Ｚ２方向及びＸ１－Ｘ２方向を含む面をＺＸ面と記載する。
【００１０】
　（印刷装置）
　本実施の形態における印刷装置について、図１に基づき説明する。図１は、本実施の形
態における印刷装置の斜視図である。
【００１１】
　本実施の形態における印刷装置は、不図示のスマートフォン等の携帯情報端末から無線
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通信により情報を受信し、記録紙に印刷することができる。本実施の形態における印刷装
置は、複数の種類の記録紙を収容する記録紙カセット１００、ペン型のプリンタ２００を
有している。記録紙カセット１００には、大きさ、厚さ、色等が異なる複数種類の記録紙
の各々が収納可能な収納カセットが複数設けられている。
【００１２】
　（プリンタ）
　最初に、プリンタ２００について、図２及び図３に基づき説明する。図２は、プリンタ
２００の斜視図であり、図３はプリンタ２００の部分断面図である。プリンタ２００は外
観が円柱状に形成されており、プリンタ機能と無線による通信機能とを有しているＩｏＴ
（Internet of Things）デバイスである。
【００１３】
　プリンタ２００は、サーマルヘッド等の印刷ヘッド２１１、プラテンローラ２１２、給
紙ローラ２１３、記録紙ガイド２１４、加圧バネ、制御基板２１６、内蓋２５０、外蓋２
６０を有している。印刷ヘッド２１１は加圧バネのバネ力によりプラテンローラ２１２に
押されている。記録紙は、微粘着性の給紙ローラ２１３が設けられている側から記録紙ガ
イド２１４に沿ってプリンタ２００に入り、印刷ヘッド２１１とプラテンローラ２１２と
の間で挟まれた状態で、プラテンローラ２１２により搬送されながら印刷されて排紙され
る。制御基板２１６には、プリンタ２００の制御を行う電子回路や電子部品が搭載されて
いる。
【００１４】
　内蓋２５０及び外蓋２６０は円筒状であり、外蓋２６０の内側に内蓋２５０が入るよう
に形成されている。内蓋２５０には、その母線に沿って開口している給紙口２５１及び排
紙口２５２が設けられており、外蓋２６０にはその母線に沿って開口している給紙口２６
１及び排紙口２６２が設けられている。外蓋２６０は、その内側に入れられた内蓋２５０
に対し回転可能である。プリンタ２００により印刷を行う際には、内蓋２５０の給紙口２
５１と外蓋２６０の給紙口２６１の位置が一致して開いており、内蓋２５０の排紙口２５
２と外蓋２６０の排紙口２６２の位置が一致して開いている。このように開いている給紙
口２５１及び給紙口２６１より記録紙がプリンタ２００に入り、排紙口２５２及び排紙口
２６２より排紙される。
【００１５】
　プリンタ２００には、印刷が可能な給紙口２５１、２６１が開放している状態で、記録
紙カセット１００を給紙口２６１に接続できる。プリンタ２００で印刷を行う際には、印
刷データが不図示の携帯情報端末よりプリンタ２００にＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）
等の無線通信により送信される。プリンタ２００はアンテナから印刷データを受信し、記
録紙に印刷が行われる。
【００１６】
　プリンタ２００の筐体内部には、充電池であるリチウムイオン電池が入れられた電源２
８０が設けられている。リチウムイオン電池より供給された電力により、プリンタ２００
を駆動することができる。
【００１７】
　プリンタ２００は、直径が約１８ｍｍ、長さは約１６５ｍｍ～１７０ｍｍと小型であり
、ストレスを伴うことなく持ち運びができる。プリンタ２００にはフック２９０が設けら
れており、ペンと同様に衣服の胸のポケット等にさした状態で持ち運ぶことが可能である
。
【００１８】
　（記録紙カセット）
　次に、記録紙カセット１００について説明する。図４は記録紙カセット１００の斜視図
であり、図５は記録紙カセット１００の内部の様子を示す透過斜視図であり、図６は上面
図、図７は左側面図、図８は右側面図、図９は正面図である。図１０は、図４の要部を拡
大した図である。
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【００１９】
　記録紙カセット１００は、Ｙ１－Ｙ２方向の長さがＸ１－Ｘ２方向よりも長い略長方形
に形成されている。筐体１０１内には、第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット
１２０、第３の収納カセット１３０、第１の搬送ローラ１４０、第２の搬送ローラ１５０
を有している。第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセ
ット１３０には、それぞれ異なる種類の記録紙が各々収納可能である。尚、本実施の形態
において用いられる記録紙の大きさは、例えば、Ａ８（５２ｍｍ×７４ｍｍ）である。
【００２０】
　第１の搬送ローラ１４０及び第２の搬送ローラ１５０は、Ｘ１－Ｘ２方向が長手方向と
なるように設けられており、筐体１０１の第１の搬送ローラ１４０、第２の搬送ローラ１
５０近傍の位置には、記録紙をプリンタに供給するための開口１０２が形成されている。
【００２１】
　また、筐体１０１内には、回転送りカム１６１、１６２、１６３、１６４が各々設けら
れている。図１０に示されるように、回転送りカム１６１は、第１の円板部１６１ａと、
第１の円板部１６１ａよりも外側に設けられ、第１の円板部１６１ａよりも径の小さい第
２の円板部１６１ｂと、第１の円板部１６１ａの内側に設けられた２本のピン１６１ｃと
を有している。第１の円板部１６１ａの円の中心と第２の円板部１６１ｂの円の中心とは
一致しており、２本のピン１６１ｃは、第１の円板部１６１ａの円の中心を基準に対向す
る位置に設けられている。即ち、２本のピン１６１ｃの中間が第１の円板部１６１ａの円
の中心となっており、２本のピン１６１ｃは、第１の円板部１６１ａの円の中心を中心と
して１８０°回転した位置に形成されている。尚、他の回転送りカム１６２、１６３、１
６４も、回転送りカム１６１と同じ形状で形成されている。
【００２２】
　回転送りカム１６１、１６２は、第２の搬送ローラ１５０の軸の両端に各々設けられて
いる。第２の搬送ローラ１５０の軸のＸ２側の端部に回転送りカム１６１が設けられてお
り、Ｘ１側の端部に回転送りカム１６２が設けられている。回転送りカム１６１、１６２
は、記録紙カセットのＹ２側に設けられている。本実施の形態では、第２の搬送ローラ１
５０の回転軸の中心と回転送りカム１６１、１６２の中心とが一致しているが、第２の搬
送ローラ１５０と回転送りカム１６１、１６２とは各々独立に回転するように接続されて
いる。回転送りカム１６１の回転は、伝達シャフト１６５により回転送りカム１６２に伝
えられる。具体的には、回転送りカム１６１に設けられた不図示のギアと伝達シャフト１
６５に設けられた一方の不図示のギアとが噛み合っており、伝達シャフト１６５に設けら
れた他方の不図示のギアと回転送りカム１６２とが噛み合っている。従って、回転送りカ
ム１６１が回転すると、これに伴い伝達シャフト１６５が回転し、更に、回転送りカム１
６２が回転する。
【００２３】
　回転送りカム１６３、１６４は、記録紙カセットのＹ１側に設けられており、回転送り
カム１６３はＸ２側に、回転送りカム１６４はＸ１側に設けられている。また、記録紙カ
セットのＸ２側には、回転送りカム１６１の回転を回転送りカム１６３に伝達するタイミ
ングベルト１６６が設けられており、Ｘ１側には、回転送りカム１６２の回転を回転送り
カム１６４に伝達するタイミングベルト１６７が設けられている。更に、回転送りカム１
６１を回転させるためのモータ１６８が記録紙カセットに設けられている。
【００２４】
　本実施の形態においては、モータ１６８により回転送りカム１６１を回転させることに
より、この回転が伝達シャフト１６５を介し回転送りカム１６２に伝達されて回転送りカ
ム１６２が回転する。同時に、タイミングベルト１６６を介し回転送りカム１６１の回転
が回転送りカム１６３に伝達されて回転送りカム１６３が回転し、更に、回転送りカム１
６２の回転は、タイミングベルト１６７を介し回転送りカム１６４に伝達されて回転送り
カム１６４が回転する。従って、モータ１６８により回転送りカム１６１を回転させるこ
とにより、伝達シャフト１６５、タイミングベルト１６６、タイミングベルト１６７を介
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し、他の３つの回転送りカム１６２、１６３、１６４も連動して回転する。
【００２５】
　また、本実施の形態においては、図７及び図８に示されるように、第２の収納カセット
１２０の両側面には、支持ピン１２８が設けられている。更に、第１の収納カセット１１
０、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０よりもＸ１側及びＸ２側には
、バネ１７０と接続部材１７１が設けられている。バネ１７０は例えば、巻きバネであり
、一方の端部１７０ａは筐体１０１の内側に接続されており、他方の端部１７０ｂは接続
部材１７１に設けられた接続部１７２に接続されている。接続部材１７１には長穴１７１
ａが形成されており、長穴１７１ａには、支持ピン１２８と、支持ピン１０３が入った状
態となっている。この状態では、バネ１７０には縮む方向、即ち、接続部材１７１がＹ２
方向に移動する方向に復元力が働いている。
【００２６】
　本実施の形態においては、図１１から図１３に示されるように、第１の収納カセット１
１０、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０は、筐体内でＺ１－Ｚ２方
向に積層して接続されている。図１１は、積層された第１の収納カセット１１０、第２の
収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０の側面図であり、図１２はＹ２側の拡大
図であり、図１３はＹ１側の拡大図である。
【００２７】
　本実施の形態においては、第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット１２０、第
３の収納カセット１３０の各々には、他の収納カセットと接続するための不図示の接続部
が形成されており、各々の接続部を接続することにより、第１の収納カセット１１０、第
２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０を一体の状態にすることができる。
【００２８】
　第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０が
積層されて接続されている状態では、第１の収納カセット１１０と第２の収納カセット１
２０とにより、Ｙ２側には段部１１３が形成され、Ｙ１側には段部１１４が形成される。
また、第２の収納カセット１２０と第３の収納カセット１３０とにより、Ｙ２側には段部
１２３が形成され、Ｙ１側には段部１２４が形成される。
【００２９】
　本実施の形態においては、図１２に示されるように、段部１１３の段差Ｈ１と段部の幅
Ｗ１とは略同じとなるように形成されており、段部１２３の段差Ｈ２と段部の幅Ｗ２とは
略同じとなるように形成されている。同様に、図１３に示されるように、段部１１４の段
差Ｈ３と段部の幅Ｗ３とは略同じとなるように形成されており、段部１２４の段差Ｈ４と
段部の幅Ｗ４とは略同じとなるように形成されている。
【００３０】
　収納カセットを順次切り替えるには回転軸を必要とするが、この回転軸は第２の搬送ロ
ーラの回転軸に採るのが最も効率が良い。カセットに収納される最上部の用紙は必ず第２
の搬送ローラと接する必要がある。よって一方のピンは第２の搬送ローラと接する水平面
より上に位置し、円弧の内に第２の搬送ローラを含む必要がある。仮に回転軸を別途設け
るとすれば必ず第２の搬送ローラの外部に設ける必要がある。ところが第２の搬送ローラ
の側面に位置する収納カセットの側端面も又、第２の搬送ローラと干渉することは出来な
い。同時に回転軸を中心として、側面に位置するカセットのピンとローラに接する収納カ
セットのピン迄の距離は等しくなる必要があるため、これら３つの条件を満足する配置は
、第２の搬送ローラを回転中心とする当該方式に比して幅と高さが大きくなる。よって第
２の搬送ローラの回転軸を収納カセットの送りの回転軸とすれば、最も実装上効率の良い
ものとなる。
【００３１】
　第１の収納カセット１１０のＹ２側の上端にはピン受け部１１１が設けられており、Ｙ
１側の上端にはピン受け部１１２が設けられている。第２の収納カセット１２０のＹ２側
の上端にはピン受け部１２１が設けられており、Ｙ１側の上端にはピン受け部１２２が設
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けられている。第３の収納カセット１３０には、Ｙ２側の上端にピン受け部１３１が設け
られており、Ｙ１側の上端にピン受け部１３２が設けられている。
【００３２】
　尚、各々の収納カセットには、各々収納されている一番上の記録紙と第２の搬送ローラ
１５０とを接触させるための窓部が設けられている。図１０では、第２の収納カセット１
２０に設けられた窓部１２７と第３の収納カセット１３０に設けられた窓部１３７が示さ
れており、窓部１２７を介して第２の収納カセット１２０に収納されている記録紙と第２
の搬送ローラ１５０とが接触している状態を示している。
【００３３】
　（収納カセットの選択）
　次に、記録紙カセットにおける記録紙の選択について説明する。記録紙の選択は、モー
タ１６８を回転させることにより行われる。
【００３４】
　図１４から図１７は、第１の収納カセット１１０に収納されている記録紙に印刷を行う
場合の状態を示している。図１４は側面図であり、図１５はＹ２側の拡大図であり、図１
６はＹ１側の拡大図である。図１７は筐体１０１内の各収納カセットの状態を示し、バネ
１７０及び接続部材１７１を図示している。尚、図１７、図２１、図２６では、便宜上、
回転送りカム１６２及び回転送りカム１６４を図示しているが、紙面反対側の対応する位
置には、回転送りカム１６１及び回転送りカム１６３が存在している。
【００３５】
　上記のように、回転送りカム１６１には対向する位置に２本のピン１６１ｃが設けられ
ており、同様に、回転送りカム１６３には対向する位置に２本のピン１６３ｃが設けられ
ている。第１の収納カセット１１０が選択されている状態では、ピン１６１ｃの一方が第
１の収納カセット１１０のピン受け部１１１に入っており、ピン１６３ｃの一方が第１の
収納カセット１１０のピン受け部１１２に入っている。尚、他方のピン１６１ｃ、及び他
方のピン１６３ｃは、何にも接触していない。
【００３６】
　また、図１７に示されるように、この状態では、バネ１７０により、接続部材１７１に
は筐体１０１の支持ピン１０３を中心に時計回りに付勢力が働いている。この付勢力によ
り、接続部材１７１の長穴１７１ａに入っている支持ピン１２８は、Ｙ２方向に押されて
いる。このように、支持ピン１２８がＹ２方向に押されると、第１の収納カセット１１０
、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０の全体がＹ２方向に押され、ピ
ン受け部１１１とピン１６１ｃとが離れてしまうことを防ぐことができる。また、第２の
搬送ローラ１５０は、第１の収納カセット１１０に収納されている一番上の記録紙と接触
している。
【００３７】
　次に、第２の収納カセット１２０に収納されている記録紙に印刷を行う場合について説
明する。図１８から図２１は、第２の収納カセット１２０が選択されている状態を示して
いる。図１８は側面図であり、図１９はＹ２側の拡大図であり、図２０はＹ１側の拡大図
である。図２１は、第２の収納カセットが選択されたときの筐体内での各収納カセットの
状態を示し、バネ１７０及び接続部材１７１を図示する。
【００３８】
　第１の収納カセット１１０から第２の収納カセット１２０への切り替えは、モータ１６
８により回転送りカム１６１を図１８図示時計回りに回転させることにより行う。図２２
は、第１の収納カセット１１０が選択されている状態から、第２の収納カセット１２０が
選択されている状態へ移行する途中の状態を示し、図１５に示す状態から回転送りカム１
６１を時計回りに９０°回転させることにより、図２２に示される状態となる。更に、９
０°回転送りカム１６１を回転させることにより、図１９に示す状態になる。よって、図
１５の状態から回転送りカム１６１を時計回りに１８０°回転させることにより、図１９
に示される状態になる。
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【００３９】
　第１の収納カセット１１０が選択されている状態から、第２の収納カセット１２０が選
択されている状態に移行する際には、第１の収納カセット１１０のピン受け部１１１、第
２の収納カセット１２０のピン受け部１２１、第３の収納カセット１３０のピン受け部１
３１は、図１９に示される二点鎖線に示される軌跡を辿り移動する。回転送りカム１６１
～１６４が回転することによって、積層された収納カセットはピン受け部１１１、１２１
、１３１を通過する直線上を斜め方向に移動する。
【００４０】
　第１の収納カセット１１０が選択されている図１５の状態から回転送りカム１６１が時
計回りに回転すると、最初に、筐体内の積層された各収納カセットが、ピン１６１ｃによ
り押されて、全体に左下方向に移動し、第１の収納カセット１１０に収納されている記録
紙と接触していた第２の搬送ローラ１５０は、相対的に記録紙の紙面に対しＺ１方向に向
かって離れる。この後、更に回転送りカム１６１が時計回りに回転すると、積層された収
納カセットが左下方向から左方向、左上方向、上方向、右上方向に移動し、第２の収納カ
セット１２０が選択された図１９の状態になる。即ち、回転送りカム１６１が、図１５の
状態から時計回りに１８０°回転することにより、第１の収納カセット１１０、第２の収
納カセット１２０、第３の収納カセット１３０は、一体としてＹ１方向及びＺ１方向に動
き、図１９の状態となる。尚、第２の収納カセット１２０が選択されると、第２の搬送ロ
ーラ１５０は、相対的に記録紙の紙面に対しＺ２方向に向かって動き、第２の収納カセッ
ト１２０に収納されている一番上の記録紙と窓部１２７において接触する。
【００４１】
　第２の収納カセット１２０が選択されている状態では、回転送りカム１６１の一方のピ
ン１６１ｃが第１の収納カセット１１０のピン受け部１１１に入っており、他方が第２の
収納カセット１２０のピン受け部１２１に入っている。また、回転送りカム１６３の一方
のピン１６３ｃが第１の収納カセット１１０のピン受け部１１２に入っており、他方が第
２の収納カセット１２０のピン受け部１２２に入っている。図１０は、この状態を示して
いる。
【００４２】
　また、図２１に示す状態では、バネ１７０の復元力により、接続部材１７１の長穴１７
１ａに入っている支持ピン１２８は、Ｙ２方向に押されている。また、第２の搬送ローラ
１５０は、第２の収納カセット１２０に収納されている記録紙のうちの一番上の記録紙と
接触している。
【００４３】
　次に、第３の収納カセット１３０に収納されている記録紙に印刷を行う場合について説
明する。図２３から図２６は、第３の収納カセット１３０が選択されている状態を示して
いる。図２３は側面図であり、図２４はＹ２側の拡大図であり、図２５はＹ１側の拡大図
である。図２６は、筐体内の各収納カセットを示し、バネ１７０及び接続部材１７１を図
示する。
【００４４】
　第２の収納カセット１２０が選択されている図１９の状態から、第３の収納カセット１
３０が選択されている図２４の状態への移行は、第１の収納カセット１１０が選択されて
いる状態から第２の収納カセット１２０が選択されている状態への移行と同様であり、モ
ータ１６８により回転送りカム１６１を時計回りに１８０°回転させることにより行う。
【００４５】
　第３の収納カセット１３０が選択された図２４の状態では、回転送りカム１６１のピン
１６１ｃの一方が第３の収納カセット１３０のピン受け部１３１に入っており、他方が第
２の収納カセット１２０のピン受け部１２１に入っている。また、図２５に示すように、
回転送りカム１６３のピン１６３ｃの一方が第３の収納カセット１３０のピン受け部１３
２に入っており、他方が第２の収納カセット１２０のピン受け部１２２に入っている。
【００４６】
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　このように動作することで、積層された収納カセットが図２１の状態から図２６に示す
位置に図示上方左側に移動し、第２の搬送ローラ１５０が第３の収納カセット１３０に収
納されている記録紙のうちの一番上の記録紙と接触する。また、図２６に示す状態では、
バネ１７０の復元力により、接続部材１７１の長穴１７１ａに入っている支持ピン１２８
は、Ｙ２方向に押されている。
【００４７】
　以上説明したように、筐体内で積層された収納カセットを回転送りカムを用いて移動さ
せることによって、印刷対象の記録紙を選択可能とすることが出来る。そのため、複数種
の用紙カセットを携帯する必要がなく、利便性が向上する。
【００４８】
　以上の説明では、第１の収納カセット１１０が選択されている状態から、第２の収納カ
セット１２０が選択されている状態への移行、第２の収納カセット１２０が選択されてい
る状態から、第３の収納カセット１３０が選択されている状態への移行について説明した
が、回転送りカム１６１を反時計回りに回転させることにより、第３の収納カセット１３
０が選択されている状態から、第２の収納カセット１２０が選択されている状態への移行
、第２の収納カセット１２０が選択されている状態から、第１の収納カセット１１０が選
択されている状態への移行についても同様に行うことができる。
【００４９】
　また、本実施の形態においては、第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット１２
０、第３の収納カセット１３０には、各々の収納カセットを識別するための識別マークが
設けられていてもよい。この識別マークを不図示の識別マーク検出部において検出するこ
とにより、記録紙の種類あるいは選択されている収納カセットを自動判別することができ
、回転送りカム１６１を回転させて収納カセットの位置を動かすことにより、所望の記録
紙を選択して印刷をすることができる。
【００５０】
　尚、本実施の形態においては、モータ１６８と回転送りカム１６１とを直接接続しても
よく、また、図２７に示されるように、モータ１６８の回転軸１６８ａと回転送りカム１
６１との間に、ギヤなどの回転伝達部材１６９を設けてもよい。この場合には、モータ１
６８を回転させることにより、回転軸１６８ａと接触している回転伝達部材１６９が回転
し、更に、回転伝達部材１６９と接触している回転送りカム１６１を回転させることがで
きる。
【００５１】
　（印刷動作）
　次に、印刷装置における印刷について説明する。図２８は第２の収納カセット１２０が
選択された状態のプリンタ２００を示す。図２９は第２の収納カセット１２０が接続され
ている部分の断面の拡大図である。
【００５２】
　記録紙カセット１００の開口１０２とプリンタ２００の給紙口２５１及び給紙口２６１
とがつながった状態では、給紙ローラ２１３と第１の搬送ローラ１４０とが接触した状態
となる。第１の搬送ローラ１４０は給紙ローラ２１３の回転を受けて回転する。記録紙カ
セット１００には、第１の搬送ローラ１４０の回転に伴い第２の搬送ローラ１５０を回転
させる第１のギア１８１及び第２のギア１８２が設けられている。第１の搬送ローラ１４
０及び第２の搬送ローラ１５０には各々直結したギアが設けられており、第１の搬送ロー
ラ１４０に直結しているギアには第１のギア１８１が接続されており、第１のギア１８１
には第２のギア１８２が接続されており、第２のギア１８２には第２の搬送ローラ１５０
に直結しているギアが接続されている。尚、図２９においては、第１のギア１８１及び第
２のギア１８２の歯は、便宜上省略されている。また、図２９を除き、第１のギア１８１
及び第２のギア１８２は図示省略されている。
【００５３】
　プリンタ２００で印刷を行う際には、記録紙を印刷ヘッド２１１に向けて搬送するため
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に、給紙ローラ２１３が図２９図示反時計回りに回転する。給紙ローラ２１３が反時計回
りに回転すると第１の搬送ローラ１４０は時計回りに回転し、この回転が第１のギア１８
１及び第２のギア１８２を介し第２の搬送ローラ１５０に伝達され、第２の搬送ローラ１
５０が反時計回りに回転する。
【００５４】
　図１０に示す状態では、第２の搬送ローラ１５０は、第２の収納カセット１２０の窓部
１２７を介し、第２の収納カセット１２０の一番上の記録紙の表面と接触している。第２
の搬送ローラ１５０が反時計回りに回転することにより、記録紙はＹ２方向に動きプリン
タ２００に向けて搬送され、開口１０２と給紙口２５１及び給紙口２６１とがつながって
いる領域を通り、給紙ローラ２１３と第１の搬送ローラ１４０との間に挟まれて、印刷ヘ
ッド２１１に向けて搬送される。第１の搬送ローラ１４０及び第２の搬送ローラ１５０は
、ワンウェイ機能を有しているので、給紙ローラ２１３が時計回りに回転しても記録紙を
記録紙カセット１００側へ送ることはない。
【００５５】
　印刷装置で印刷を行う場合には、不図示の携帯情報端末に設けられたタッチパネルを操
作することにより、印刷の指示を携帯情報端末に入力する。携帯情報端末に指示を入力す
ることにより、携帯情報端末のメモリに記憶された印刷情報や印刷を指示するための信号
が、ＢＬＥ等の通信により印刷装置に送信され、この情報に基づき記録紙に印刷が行われ
る。
【００５６】
　（他の接続例）
　次に、図３０に基づき、記録紙カセット１００が接続されたプリンタ２００が、携帯情
報端末３００に取り付けられている状態を示す。この場合には、プリンタ２００の電源２
８０は取り外されている。携帯情報端末３００は、スマホジャケット（以下「ジャケット
」）３１０が取り付けられており、ジャケット３１０とプリンタ２００または記録紙カセ
ット１００が接続部材により接続されている。
【００５７】
　〔第２の実施の形態〕
　（記録紙カセット）
　次に、第２の実施の形態による記録紙カセット１００について説明する。図３１は、本
実施の形態による記録紙カセット１００の透過斜視図であり、図３２は左側面図である。
【００５８】
　本実施の形態における記録紙カセット１００の筐体１０１には、第１の収納カセット１
１０、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０、第１の搬送ローラ１４０
、第２の搬送ローラ１５０が設けられる。
【００５９】
　本実施の形態による記録紙カセット１００では、回転送りカム１６１及び１６２、伝達
シャフト１６５は設けられているが、回転送りカム１６３及び１６４、タイミングベルト
１６６及び１６７は設けられてはいない。尚、図３１～図３８では、回転送りカム１６１
を回転させるモータは図示省略されている。
【００６０】
　また、図３２に示されるように、第２の収納カセット１２０の側面となるＸ１側及びＸ
２側には、２本の支持ピン４２８、４２９が設けられている。第１の収納カセット１１０
、第２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０よりもＸ１側及びＸ２側には、
各々バネ１７０と接続部材４７０が設けられている。接続部材４７０は、第１の接続部材
４７１、第２の接続部材４７２、連結部材４７３を有している。このように第１の接続部
材４７１及び第２の接続部材４７２を設けることにより、第１の収納カセット１１０、第
２の収納カセット１２０、第３の収納カセット１３０を平行に保ったまま動かすことがで
きるため、第１の実施の形態において設けられていた回転送りカム１６３及び１６４、タ
イミングベルト１６６及び１６７が不要となる。
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【００６１】
　バネ１７０は、例えば巻きバネであり、一方の端部１７０ａは筐体１０１の内側に接続
されており、他方の端部１７０ｂは接続部材４７０に設けられた接続部４７４に接続され
ている。第１の接続部材４７１及び第２の接続部材４７２は略同じ形状により形成されて
おり、第１の接続部材４７１には長穴４７１ａが形成され、第２の接続部材４７２には長
穴４７２ａが形成されている。第１の接続部材４７１と第２の接続部材４７２は、第１の
接続部材４７１のＺ１方向の端部及び第２の接続部材４７２のＺ１方向の端部が連結部材
４７３により接続されており、第１の接続部材４７１と第２の接続部材４７２が連結部材
４７３により接続されている状態では、長穴４７１ａの長手方向と長穴４７２ａの長手方
向とが平行となっている。従って、第１の接続部材４７１、第２の接続部材４７２及び連
結部材４７３を有する接続部材４７０は、パンタグラフのようになっている。
【００６２】
　また、長穴４７１ａには、第２の収納カセット１２０の側面に設けられた支持ピン４２
８と、筐体１０１の内側に設けられた支持ピン４０３が入っている。同様に、長穴４７２
ａには、支持ピン４２９と、支持ピン４０４が入っている。この状態では、バネ１７０に
は、縮む方向、即ち、接続部材４７０がＹ２方向に移動する方向に復元力が働いている。
【００６３】
　本実施の形態では、第１の収納カセット１１０のＺ１側のＹ２側の端にはピン受け部１
１１が設けられており、第２の収納カセット１２０のＺ１側のＹ２側の端にはピン受け部
１２１が設けられており、第３の収納カセット１３０のＺ１側の、Ｙ２側の端にはピン受
け部１３１が設けられている。一方、第１の収納カセット１１０、第２の収納カセット１
２０、第３の収納カセット１３０のそれぞれのＹ１側にはピン受け部１３２は設けられて
なくともよい。
【００６４】
　（収納カセットの選択）
　次に、記録紙カセットにおける記録紙の選択について説明する。
【００６５】
　図３３に基づき、第１の収納カセット１１０に収納されている記録紙に印刷を行う場合
について説明する。尚、図３３～図３６では、便宜上、回転送りカム１６２を図示してい
るが、紙面反対側の対応する位置には、回転送りカム１６１が存在している。
【００６６】
　第１の収納カセット１１０が選択されている状態では、図示はしないが、第１の実施の
形態と同様に、回転送りカム１６１のピン１６１ｃの一方が、第１の収納カセット１１０
のピン受け部１１１に入っている。尚、他方のピン１６１ｃは、何にも接触していない。
【００６７】
　この状態では、バネ１７０により、第１の接続部材４７１には筐体１０１に設けられた
支持ピン４０３を中心に、第２の接続部材４７２には支持ピン４０４を中心に、それぞれ
図３３図示時計回りに、それぞれ付勢力が働いている。この付勢力により、長穴４７１ａ
に入っている支持ピン４２８、及び長穴４７２ａに入っている支持ピン４２９は、Ｙ２方
向に押されている。
【００６８】
　次に、図３４に基づき、第２の収納カセット１２０に収納されている記録紙に印刷を行
う場合について説明する。
【００６９】
　選択するカセットの第１の収納カセット１１０から第２の収納カセット１２０への変更
は、不図示のモータにより回転送りカム１６１を図３４図示時計回りに回転させることに
より行う。図３５は、第１の収納カセット１１０が選択されている状態から、第２の収納
カセット１２０が選択されている状態へ移行する途中の状態を示している。具体的には、
図３３の状態から、回転送りカム１６１を図示時計回りに９０°回転させることにより図
３５に示される状態となる。更に９０°回転送りカム１６１を回転させることにより、図
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３４に示される状態になる。即ち、図３３の状態から回転送りカム１６１を時計回りに１
８０°回転させることにより、図３４の状態になり、積層された収納カセットが図示左斜
め上方に移動する。
【００７０】
　第２の収納カセット１２０が選択されている状態では、図示はしないが、回転送りカム
１６１の一方のピン１６１ｃが第１の収納カセット１１０のピン受け部１１１に入ってお
り、他方が第２の収納カセット１２０のピン受け部１２１に入っている。また、図３４に
示されるように、この状態では、バネ１７０の復元力により、第１の接続部材４７１の長
穴４７１ａに入っている支持ピン４２８、及び、第２の接続部材４７２の長穴４７２ａに
入っている支持ピン４２９は、Ｙ２方向に押されている。
【００７１】
　次に、図３６に基づき、第３の収納カセット１３０に収納されている記録紙に印刷を行
う場合について説明する。
【００７２】
　選択するカセットを第２の収納カセット１２０から第３の収納カセット１３０に変える
場合も、第１の収納カセット１１０から第２の収納カセット１２０への切り替えと同様に
、不図示のモータにより回転送りカム１６１を時計回りに１８０°回転させる。この動作
によって、筐体内で積層された収納カセットが、図３４の位置から図３６の位置に図示左
斜め上方に移動し、搬送ローラが第３の収納カセット１３０に収納された記録紙に接する
。
【００７３】
　第３の収納カセット１３０が選択されている状態では、図示はしないが、一方のピン１
６１ｃが第３の収納カセット１３０のピン受け部１３１に入っており、他方が第２の収納
カセット１２０のピン受け部１２１に入っている。また、図３６に示されるように、この
状態では、バネ１７０の復元力により、第１の接続部材４７１の長穴４７１ａに入ってい
る支持ピン４２８、及び、第２の接続部材４７２の長穴４７２ａに入っている支持ピン４
２９は、Ｙ２方向に押されている。
【００７４】
　また、本実施の形態における記録紙カセット１００では、図３７及び図３８に示される
ように、筐体１０１のＹ１側端部近傍に背面蓋１０９が設けられており、第１の収納カセ
ット１１０のＹ１側端部近傍には背面蓋１１９が設けられている。第１の収納カセット１
１０に記録紙を補充する際には、背面蓋１０９を開き、更に背面蓋１１９を開く。
【００７５】
　同様に、第２の収納カセット１２０のＹ１側端部近傍には背面蓋１２９が設けられてお
り、第２の収納カセット１２０に記録紙を補充する際には、背面蓋１０９を開き、更に背
面蓋１２９を開く。
【００７６】
　また、第３の収納カセット１３０のＹ１側端部近傍には背面蓋１３９が設けられており
、第３の収納カセット１３０に記録紙を補充する際には、背面蓋１０９を開き、更に背面
蓋１３９を開く。このように、背面蓋１０９、背面蓋１１９、背面蓋１２９、背面蓋１３
９を設けることにより、プリンタに記録紙カセットを接続した状態のまま記録紙を補充す
ることができる。
【００７７】
　筐体１０１の背面蓋１０９、第１の収納カセット１１０の背面蓋１１９、第２の収納カ
セット１２０の背面蓋１２９、第３の収納カセット１３０の背面蓋１３９は、第１の実施
の形態にも適用可能である。尚、上記以外の内容については、第１の実施の形態と同様で
ある。
【００７８】
　以上、本発明の実施に係る形態について説明したが、上記内容は、発明の内容を限定す
るものではない。また、収納カセットの段数は３段に限定するものではない。
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【符号の説明】
【００７９】
１００　　　記録紙カセット
１０１　　　筐体
１０２　　　開口
１０３　　　支持ピン
１１０　　　第１の収納カセット
１１１、１１２　　　ピン受け部
１２０　　　第２の収納カセット
１２１、１２２　　　ピン受け部
１２７　　　窓部
１２８　　　支持ピン
１３０　　　第３の収納カセット
１３１、１３２　　　ピン受け部
１４０　　　第１の搬送ローラ
１５０　　　第２の搬送ローラ
１６１、１６２、１６３、１６４　　　回転送りカム
１６１ｃ　　ピン
１６５　　　伝達シャフト
１６６、１６７　　　タイミングベルト
１６８　　　モータ
１７０　　　バネ
１７１　　　接続部材
１７１ａ　　長穴
２００　　　プリンタ
２１３　　　給紙ローラ
３００　　　携帯情報端末
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