
JP 4955257 B2 2012.6.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感熱紙ロールを収容する用紙ロール収容部を有する本体と、当該本体に開閉自在に設け
られる蓋と、当該蓋に開閉自在に設けられて閉時に前記蓋との間に収容部を形成する収容
部形成部材と、前記本体側のサーマルヘッドと前記蓋側のプラテンローラにより構成され
る印字部と、前記本体側の固定刃と前記蓋側の可動刃により構成されるカッタ部と、前記
収容部形成部材に当接されるカット紙搬送ローラと、一方向クラッチを含む回転伝達経路
を介して正転時に前記プラテンローラと前記カット紙搬送ローラの双方を正転駆動し逆転
時に前記カット紙搬送ローラのみを逆転駆動するモータを含むとともに、前記正転時に前
記感熱紙ローラから送り出されて前記印字部により印字された紙を前記プラテンローラと
前記カット紙搬送ローラにより前記収納部に収納し、前記カッタ部により前記紙をカット
してカット紙を形成した後に、前記逆転時に前記収容部内の前記カット紙を前記カット紙
搬送ローラにより外部に送り出すことを特徴とするプリンタ装置。
【請求項２】
　前記収容部形成部材は透明であることを特徴とする請求項１に記載のプリンタ装置。
【請求項３】
　前記蓋は、指先が入る操作開口を有することを特徴とする請求項１又は２に記載のプリ
ンタ装置。
【請求項４】
　前記収納部から送り出される前記カット紙を案内するガイド部材を有し、当該ガイド部
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材が前記可動刃によって押されて向きを変えられる構成としたことを特徴とする請求項１
～３のいずれか一項に記載のプリンタ装置。
【請求項５】
　前記紙をカットする方向に移動された前記可動刃を係止する部材を有し、前記可動刃が
前記紙をカットした後もその位置に留まるようにしたことを特徴とする請求項４に記載の
プリンタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプリンタ装置に係り、特にプレゼンタ機能を備えたプリンタ装置に関する。
【０００２】
　プレゼンタ機能とは、カットされた印字済み用紙を外部に送り出して排出する機能をい
う。
【背景技術】
【０００３】
　商店のキャッシュレジスタにはレシート発行プリンタ装置が組み込んである。店員の作
業効率の向上のためには、レシート発行プリンタ装置は、レシートをカットし、カットさ
れたレシートを外部に送り出すプレゼンタ機能を備えたものであることが望ましい。
【０００４】
　一方、キャッシュレジスタはサイズが限られており、プレゼンタ機能を備えたレシート
発行プリンタ装置は小型であることが望ましい。
【０００５】
　従来のプレゼンタ機能を備えたプリンタ装置は、プレゼンタ機能を有するプレゼンタユ
ニットを、プリンタ装置に併設した構成である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このため、プリンタ装置のサイズが大型となってしまい、キャッシュレジスタの内部に
組み込むには不向きであった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたプリンタ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のプリンタ装置は、感熱紙ロールを収容する用紙ロール収容部を有する本体と、
当該本体に開閉自在に設けられる蓋と、当該蓋に開閉自在に設けられて閉時に前記蓋との
間に収容部を形成する収容部形成部材と、前記本体側のサーマルヘッドと前記蓋側のプラ
テンローラにより構成される印字部と、前記本体側の固定刃と前記蓋側の可動刃により構
成されるカッタ部と、前記収容部形成部材に当接されるカット紙搬送ローラと、一方向ク
ラッチを含む回転伝達経路を介して正転時に前記プラテンローラと前記カット紙搬送ロー
ラの双方を正転駆動し逆転時に前記カット紙搬送ローラのみを逆転駆動するモータを含む
とともに、前記正転時に前記感熱紙ローラから送り出されて前記印字部により印字された
紙を前記プラテンローラと前記カット紙搬送ローラにより前記収納部に収納し、前記カッ
タ部により前記紙をカットしてカット紙を形成した後に、前記逆転時に前記収容部内の前
記カット紙を前記カット紙搬送ローラにより外部に送り出すことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、プレゼンタユニット部に該当する構成（前記収容部形成部材と前記カ
ット紙搬送ローラ）が配されている場所が用紙ロール収容部を覆う蓋であるため、プリン
タ装置を小型に構成することが出来る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に本発明の実施の形態について説明する。
【実施例１】
【００１１】
［プリンタ装置２０の構成］
　図１は本発明の実施例1になるプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置１０の概略構
成を示し、図２（Ａ）乃至（Ｄ）はプリンタ装置２０の動作を示す。図３は本発明の実施
例1になるプリンタ装置１０を示す。図４はサーマルプリンタメインモジュール２０とサ
ーマルプリンタサブモジュール６０とを対応させて示す。図４はモータの回転の伝達ギヤ
機構を示す。Ｘ１－Ｘ２はプリンタ装置１０の幅方向、Ｙ１－Ｙ２は長手方向、Ｚ１－Ｚ
２は高さ方向である。
【００１２】
　図１及び図３に示すように、プリンタ装置２０は、サーマルプリンタであり、クラムシ
ェルタイプであり、プレゼンタユニット部４１を感熱紙ロール収容部用蓋（サブモジュー
ル保持金具）４０の上面に設けた構成である。よって、プリンタ装置２０は、従来のクラ
ムシェルタイプのプリンタ装置に、プレゼンタユニット部４１の分の高さＨが蓋４０の上
側に追加されただけであり、プレゼンタ機能を備えた状態で小型化が図られている。
【００１３】
　図１及び図３に示すように、サーマルプリンタ装置２０は、装置フレーム１１と、サー
マルプリンタメインモジュール２０と、プレゼンタユニット部４１を備えた感熱紙ロール
収容部用蓋（サブモジュール保持金具）４０と、サーマルプリンタサブモジュール６０と
を有する。
【００１４】
　図１及び図３に示すように、装置フレーム１１は、感熱紙ロール１を収容する感熱紙ロ
ール収容部１２を有する。
【００１５】
　図１、図３、図４に示すように、サーマルプリンタメインモジュール２０は、フレーム
２５に、サーマルヘッド２１、用紙搬送用ステッピングモータ２２、カッタ駆動用ステッ
ピングモータ２３、固定刃２４、ロック部材２６等が取り付けてある構成であり、装置フ
レーム１１に取り付けてある。
【００１６】
　図１及び図３に示すように、感熱紙ロール収容部用蓋（サブモジュール保持金具）４０
は、軸４２によって外装蓋４３に取り付けてあり、閉じた状態で、感熱紙ロール収容部１
２を覆っている。
【００１７】
　プレゼンタユニット部４１は、蓋４０の上面側に設けてあり、蓋４０と収容部形成部材
としての外装蓋４３とを有し、蓋４０と外装蓋４３との間に、レシートを収容するための
狭い偏平な空間であるレシート収容部４４を有する構成である。プレゼンタユニット部４
１のＹ２側は排出口４６であり、Ｙ１側も開口４７である。プレゼンタユニット部４１は
、図６に示すように、軸４５を中心に装置フレーム１１に対して回動して開閉される。
【００１８】
　プレゼンタユニット部４１の外装蓋４３は、単独で、図７に示すように、軸４５を中心
に蓋４０に対して回動して開閉される。外装蓋４３は半透明である。蓋（サブモジュール
保持金具）４０は、用紙排除操作開口４０ａを有する（図７参照）。
【００１９】
　なお、蓋（サブモジュール保持金具）４０は、その先端側に後述するフレーム６５を一
体的に有する構成でもよい。
【００２０】
　図１及び図４に示すように、サーマルプリンタサブモジュール６０は、フレーム６５に
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、プラテンローラ６１、可動刃６２、用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２等が取り付けて
ある構成であり、蓋４０の先端に取り付けてある。用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２は
外装蓋４３の下面に当っている。
【００２１】
　図５に示すように、サーマルプリンタメインモジュール２０には、Ｘ２側にギヤ３０、
３１設けてあり、Ｘ１側にギヤ３２、３３が設けてある。ギヤ３０はモータ２２のスピン
ドルのギヤ２２ａにかみ合っており、ギヤ３１はギヤ３０にかみ合っている。ギヤ３１は
モータ２３のスピンドルのギヤ２３ａにかみ合っており、ギヤ３３はギヤ３２にかみ合っ
ている。
【００２２】
　サーマルプリンタサブモジュール６０のＸ２側についてみると、プラテンローラ６１の
軸７０にギヤ７１が設けてある。ギヤ７１と軸７０との間には、一方向クラッチ７２が設
けてある。一方向クラッチ７２は、ギヤ７１の時計方向（Ｃ方向）の回転を軸７０に伝達
し、ギヤ７１が反時計方向（ＣＣ方向）に回転するときには、その回転を軸７０に伝達し
ないように動作する。用紙搬送ローラ６３の軸の端にはギヤ７３が固定してある。ギヤ７
４はギヤ７１とギヤ７３との間に位置して、両者にかみ合っている。
【００２３】
　サーマルプリンタサブモジュール６０のＸ１側についてみると、プラテンローラ６１の
軸７０にギヤ７５が自由に回転するように設けてある。
【００２４】
　また、軸７６の両端にギヤ７７Ｘ１，７７Ｘ２が固定してある。可動刃６２のＸ１側の
下面にはラック７８Ｘ１が、Ｘ２側の下面にはラック７８Ｘ２が夫々固定してある。ギヤ
７７Ｘ１はギヤ７５とラック７８Ｘ１とにかみ合っており、ギヤ７７Ｘ２はラック７８Ｘ
２にかみ合っている。
【００２５】
　なお、用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２は、収容された感熱紙ロール１よりもＹ１側
の位置に、外装蓋４３との間で用紙を挟む位置関係で配置することも可能である。
［感熱紙ロール１の装着操作］
　上記構成のプリンタ装置２０は、キャッシュレジスタ内に組み込まれており、以下のよ
うに操作して、感熱紙ロール１を装着する。
【００２６】
　レジ担当者は、プレゼンタユニット部４１を、図２（Ａ）に二点鎖線で示すように及び
図６に示すように開いて、感熱紙ロール収容部１２内に感熱紙ロール１を収容し、感熱紙
２を引き出し、プレゼンタユニット部４１を閉じ、プラテンローラ６１よりも上方に出て
いる感熱紙を引っ張って固定刃２４でカットする。プラテンローラ６１の軸７０がロック
部材２６に嵌合して係止されて、蓋４０はロックされ、サーマルプリンタサブモジュール
６０がサーマルプリンタメインモジュール２０に結合されて、ギヤ７１がギヤ３１とかみ
合い、ギヤ７５がギヤ３３とかみ合い、感熱紙２の先端がプラテンローラ６１とサーマル
ヘッド２１との間に挟まれ、可動刃６２が固定刃２４に対向した状態となる。プラテンロ
ーラ６１とサーマルヘッド２１とによって印字部が形成され、可動刃６２と固定刃２４と
によってカッタ部が形成される。上記の感熱紙のカットを、カッタ駆動用ステッピングモ
ータ２３を駆動させ可動刃６２を動かして行なってもよい。
【００２７】
　図１に拡大して示すように、蓋４０のＹ２端部４０ａはサーマルヘッド２１よりもＹ１
側に位置している。外装蓋４３のＹ２端部４３ａは、蓋４０のＹ２端部４０ａよりもＹ２
側に位置しており、且つ、サーマルヘッド２１よりもＹ２側に位置している。
［プリンタ装置２０の動作］
　感熱紙ロール１が装着されている状態で、制御装置（図示せず）から、印字指令、レシ
ートカット指令、レシート送り出し指令が順に送られてくる。
【００２８】



(5) JP 4955257 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

　印字指令があると、図２（Ｂ）に示すように、サーマルヘッド２１が駆動され、用紙搬
送用ステッピングモータ２２が駆動されて正転し、ギヤ３０、３１、７１、一方向クラッ
チ７２を経てプラテンローラ６１が時計方向（Ｃ方向）に回転され、更にギヤ７４，７３
を介して用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２が時計方向（Ｃ方向）に回転される（図５参
照）。これによって、感熱紙２に印字がなされ、レシート３が形成され、レシート３がプ
ラテンローラ６１によって送り出される。レシート３の先端は、時計方向にカールされつ
つ、Ｚ１方向より少しＹ１側に傾斜した方向に送り出され、外装蓋４３のＹ２端部４３ａ
の下面に当り、外装蓋４３によって案内されてＹ１方向に進む。即ち、プラテンローラ６
１によって送り出されたレシート３の先端は自動的にプレゼンタユニット部４１の内部に
入る。Ｙ１方向に進んだレシート３の先端は、用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２と外装
蓋４３との間に挟まれ、以後は、回転する用紙搬送ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２によってＸ
１方向に搬送され、プレゼンタユニット部４１のレシート収容部４４の内部に送り込まれ
る。印字面はＺ１側であり、外装蓋４３は半透明であるので、操作者は印字が正常になさ
れていることをこの段階で確認することが出来る。
【００２９】
　プレゼンタユニット部４１のＹ１側が開口４７であるため、レシート３が長くなった場
合にはレシート３の先端は開口４７より突き出し、レシート３が長くなっても問題はない
。
【００３０】
　印字指令が終了すると、レシートカット指令によって、カッタ駆動用ステッピングモー
タ２３が駆動され、ギヤ３２、３３、７５、７７Ｘ１、７７Ｘ２を経て両側のラック７８
Ｘ１、７８Ｘ２が駆動され、可動刃６２がＹ２方向に移動され、図２（Ｃ）に示すように
、レシート３の終端がカットされ、カット済みレシート４となる。可動刃６２はＹ１方向
に移動されて元の位置に戻される。
【００３１】
　カット指令に続いて、レシート送り出し指令が入力されると、用紙搬送用ステッピング
モータ２２が駆動されて逆転し、ギヤ３０、３１、７１、７４，７３を介して用紙搬送ロ
ーラ６３Ｘ１，６３Ｘ２が反時計方向（ＣＣ方向）に回転される。一方向クラッチ７２は
回転を伝達せず、プラテンローラ６１は回転しない。図２（Ｄ）に示すように、用紙搬送
ローラ６３Ｘ１，６３Ｘ２の上記回転によって、カット済みレシート４はＸ２方向に搬送
され、排出口４６よりプレゼンタユニット部４１のレシート収容部４４の外にＸ２方向に
送り出されて排出される。
【００３２】
　レジ担当者は、プレゼンタユニット部４１から排出されたカット済みレシート４を手に
とる。
【００３３】
　次回の印字指令の場合にも、プラテンローラ６１によって送り出されたレシート３の先
端は最初の場合と同じく自動的にプレゼンタユニット部４１の内部に入る。続いて、最初
の場合と同じく、レシートのカット、カット済みレシートの送り出しが行なわれる。
【００３４】
　なお、カット済みレシート４がレシート収容部４４内でジャムった場合には、操作者は
、図７に示すように、外装蓋４３を開くことによって、ジャムったカット済みレシート４
を取り出すことが出来る。また、蓋４０を開いて、裏面に指を差し込み、指先を用紙排除
操作開口４０ａに差し込んで動かすことによって、カット済みレシート４を平らに直すこ
とも出来る。
【００３５】
　なお、図１及び図２は、プリンタ装置２０をデスクトップに設置した状態を示す。
【００３６】
　また、上記のプリンタ装置は、蓋４０を閉じたときにカッタ部が形成される構成に限ら
ず、カッタ装置を装置フレーム１１に設けた構成でもよい。また、プレゼンタユニット部
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４１を蓋４０の下面側に設ける構成としてもよい。
【実施例２】
【００３７】
　図８（Ａ）は本発明の実施例２になるプリンタ装置１０Ａの概略構成を示す。プリンタ
装置１０Ａは、図１に示すプリンタ装置１０に、カット済みレシートガイド部材８０が追
加してあり、可動刃６２を使ってカット済みレシートガイド部材８０の向きを変える構成
である。
【００３８】
　カット済みレシートガイド部材８０は、サーマルプリンタメインモジュール２０に設け
てあり、蓋４０が閉じられた状態で、排出口４６に対向する位置に水平の状態に且つ可動
刃６２がＹ２方向に余分に移動した場合に可動刃６２によってＹ２方向に押されるように
設けてあり、Ｙ２方向に押されるとカム機構（図示せず）によって図８（Ｂ）に示すよう
に立ち上がる構成である。
【００３９】
　また、レシートカット指令とレシート送り出し指令との間に、送り出し方向変更指令が
入力された場合、即ち、レシートカット指令に続いて送り出し方向変更指令が入力された
場合には、カッタ駆動用ステッピングモータ２３が更に駆動されるようになっている。
【００４０】
　通常は、図８（Ａ）に示すように、カット済みレシートガイド部材８０は水平の状態に
あり、カット済みレシート４は排出口４６よりＸ２方向に送り出される。
【００４１】
　レシートカット指令に続いて送り出し方向変更指令が入力された場合には、カッタ駆動
用ステッピングモータ２３が更に駆動される。これによって、図８（Ｂ）に示すように、
可動刃６２が通常よりもＹ２方向に長く移動され、可動刃６２がガイド部材８０をＹ２方
向に押し、ガイド部材８０は立ち上がる。
【００４２】
　これによって、続くカット済みレシート送り出し動作時に、カット済みレシート４は立
ち上がっているガイド部材８０によって案内されて、Ｚ１方向に送り出される。
【００４３】
　プリンタ装置１０Ａが図９に示すように縦向きでパネルマウントされている場合には、
ガイド部材８０が立ち上がるようにされ、カット済みレシート４はキャッシュレジスタよ
りその前側に送り出される。この場合に、カット済みレシート４の裏面がレジ担当者に対
向ｓすることになるけれども、レジ担当者は、レシート３がプレゼンタユニット部４１内
に送り込まれた状態で、半透明な外装蓋４３を通して印字を確認することが可能であり、
問題はない。
【実施例３】
【００４４】
　図１０（Ａ）、（Ｂ）は本発明の実施例３になるプリンタ装置１０Ｂの概略構成を示す
。プリンタ装置１０Ｂは、図１に示すプリンタ装置１０において、レシートカットに続く
レシート送り出し中も、可動刃６２がＹ２方向に移動された位置に保たれるようにしてあ
り、且つ、プリンタ装置１０Ｂのケース９０がＹ２方向に移動した可動刃６２がケース９
０の下面側に入り込むように設けてある構成である。
【００４５】
　図１０（Ａ）に示すように、可動刃６２が通常の位置に位置している場合には、蓋４０
は自由に開閉される。
【００４６】
　しかし、レシートカットに続いてレシート送り出し動作が行われているときには、図１
０（Ｂ）に示すように、可動刃６２がケース９０の下面側に入り込んでおり、ケース９０
が可動刃６２をブロックしており、蓋４０を開く動作は制限され、蓋４０は閉じた状態に
保たれる。
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【００４７】
　よって、レシート送り出し動作中にレジ担当者が誤って蓋４０を開く操作をした場合で
も、蓋４０は開かず、プレゼンタユニット部４１は所定の姿勢を維持し、不都合は起きな
い。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施例１になるプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置の概略構成を
示す図である。
【図２】図１のプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置の動作を示す図である。
【図３】本発明の実施例１になるプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置の斜視図であ
る。
【図４】サーマルプリンタメインモジュールとサーマルプリンタサブモジュールとを対応
させて示す図である。
【図５】モータの回転の伝達経路を示す図である。
【図６】蓋が開かれた状態のサーマルプリンタ装置を示す斜視図である。
【図７】外装窓が開かれた状態のサーマルプリンタ装置を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施例２になるプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置の概略構成を
示す図である。
【図９】図８（Ａ）のプリンタ装置がパネルマウントされている状態を示す図である。
【図１０】本発明の実施例３になるプレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置の概略構成
を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　感熱紙ロール
　２　感熱紙
　３　レシート
　４　カット済みレシート
　１０、１０Ａ，１０Ｂ　プレゼンタ機能付きサーマルプリンタ装置
　１１　装置フレーム
　１２　感熱紙ロール収容部
　２０　サーマルプリンタメインモジュール
　２１　サーマルヘッド
　２２　用紙搬送用ステッピングモータ
　２３　カッタ駆動用ステッピングモータ
　２４　固定刃
　２５　フレーム
　２６　ロック部材
　４０　感熱紙ロール収容部用蓋（サブモジュール保持金具）
　４０ａ　用紙排除操作開口
　４１　プレゼンタユニット部
　４２　サブモジュール保持金具開閉軸
　４５　プレゼンタユニット部開閉軸
　４３　外装蓋
　４４　レシート収容部
　４６　排出口
　４７　開口
　６０　サーマルプリンタサブモジュール
　６１　プラテンローラ
　６２　可動刃
　６３Ｘ１，６３Ｘ２　用紙搬送ローラ
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　６５　フレーム
　７２　一方向クラッチ
　８０　カット済みレシートガイド部材
　９０　ケース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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