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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体フレーム２とこのフレーム２に固定されてストレートな用紙搬送路３を形成する用
紙搬送面４を備えた用紙搬送台５とこの用紙搬送台５に用紙搬送面４から用紙搬送路３に
露出して設けられたプラテン６と、プラテン６に対向して設けられた印字ヘッド７と、プ
ラテン６よりも用紙搬送方向の上流側に設けられて用紙を表裏から挟持して搬送する用紙
搬送ローラー対８と、搬送方向においてプラテン６と前記搬送ローラー対８との間に設け
られて用紙搬送路３に進出し、かつ、用紙搬送路３から退避可能なスキュー補正用ストッ
パー１０とを備え、用紙搬送ローラー対８は駆動ローラーと従動ローラーとからなり、駆
動ローラー１２は用紙搬送台５に軸支されると共に、これに対して従動ローラー１３は複
数であって、それぞれを本体フレーム２へ独立して揺動可能に支持したホルダー１６に回
転可能に支持されると共に、ホルダー１６と本体フレーム２との間に位置の調整が可能な
可動部材を設けて、ホルダー１６と可動部材２１との間に従動ローラー１３を前記の駆動
ローラー１２へ押しつける付勢部材をそれぞれに設けてあることを特徴とする印字装置。
【請求項２】
　本体フレーム２とこのフレーム２に固定されてストレートな用紙搬送路３を形成する用
紙搬送面４を備えた用紙搬送台５とこの用紙搬送台５に用紙搬送面４から用紙搬送路３に
露出して設けられたプラテン６と、プラテン６に対向して設けられた印字ヘッド７と、プ
ラテン６よりも用紙搬送方向の上流側に設けられて用紙を表裏から挟持して搬送する用紙
搬送ローラー対８と、搬送方向においてプラテン６と前記搬送ローラー対８との間に設け
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られて用紙搬送路３に進出し、かつ、用紙搬送路３から退避可能なスキュー補正用ストッ
パー１０とを備え、用紙搬送ローラー対８は駆動ローラーと従動ローラーとからなり、駆
動ローラー１２は用紙搬送台５に軸支されると共に、これに対して従動ローラー１３は複
数であって、それぞれを本体フレーム２へ独立して揺動可能に支持したホルダー１６に回
転可能に支持されると共に、本体フレーム２にサブフレーム２０を揺動可能に支持し、サ
ブフレームを揺動させて前記の従動ローラーを駆動ローラーに対して接触させあるいは離
間させることが可能としてあり、サブフレーム２０へ独立して揺動可能に支持したホルダ
ー１６に前記複数の従動ローラー１３のそれぞれを回転可能に支持し、ホルダー１６とサ
ブフレーム２との間に、従動ローラー１３を前記の駆動ローラー１２へ押しつける付勢部
材をそれぞれに設けてあることを特徴とする印字装置。
【請求項３】
　本体フレーム２とこのフレーム２に固定されてストレートな用紙搬送路３を形成する用
紙搬送面４を備えた用紙搬送台５とこの用紙搬送台５に用紙搬送面４から用紙搬送路３に
露出して設けられたプラテン６と、プラテン６に対向して設けられた印字ヘッド７と、プ
ラテン６よりも用紙搬送方向の上流側に設けられて用紙を表裏から挟持して搬送する用紙
搬送ローラー対８と、搬送方向においてプラテン６と前記搬送ローラー対８との間に設け
られて用紙搬送路３に進出し、かつ、用紙搬送路３から退避可能なスキュー補正用ストッ
パー１０とを備え、用紙搬送ローラー対８は駆動ローラーと従動ローラーとからなり、駆
動ローラー１２は用紙搬送台５に軸支されると共に、これに対して従動ローラー１３は複
数であって、それぞれを本体フレーム２へ独立して揺動可能に支持したホルダー１６に回
転可能に支持されると共に、本体フレーム２にサブフレーム２０を揺動可能に支持し、サ
ブフレームを揺動させて前記の従動ローラーを駆動ローラーに対して接触させあるいは離
間させることが可能としてあり、それぞれをサブフレーム２０へ独立して揺動可能に支持
したホルダー１６に前記複数の従動ローラー１３のそれぞれを回転可能に支持し、ホルダ
ー１６とサブフレーム２０との間に位置の調整が可能な可動部材を設けて、ホルダー１６
と可動部材２１との間に従動ローラー１３を前記の駆動ローラー１２へ押しつける付勢部
材をそれぞれに設けてあることを特徴とする印字装置。
【請求項４】
　サブフレームの揺動軸は、従動ローラーが駆動ローラーに対して接触するあるいは離間
する方向が駆動ローラーの用紙搬送方向と平行な接線方向となるように本体フレームに設
けてあることを特徴とした請求項２又は３に記載の印字装置。
【請求項５】
　前記付勢部材をホルダー１６ごとに個別に設けてあることを特徴とした請求項１～４の
いずれか１つに記載の印字装置。
【請求項６】
　付勢部材が圧縮コイルバネであることを特徴とした請求項１～５のいずれか１つに記載
の印字装置。
【請求項７】
　ホルダー１６は従動ローラーを支持した側方に、通過する用紙の浮き上がりを防止する
用紙ガイド部を一体に備えていることを特徴とした請求項１～６のいずれか１つに記載の
印字装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、用紙を搬送ローラー対で挟み、摩擦力で送り出す用紙搬送機構を備えた印字
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
印字装置では、駆動ローラーに対して従動ローラーを圧接し（搬送ローラー対）、その間
に用紙を挟み込んで搬送する用紙搬送機構が多く用いられている。用紙搬送機構は用紙と
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ローラーとの摩擦力によって用紙を送り出すのであるが、用紙を送り出す力は、駆動ロー
ラーに対する従動ローラーの圧接力の程度によって定まる。
また、印字装置の用紙搬送機構では、用紙搬送方向でプラテンよりも上流側にスキュー補
正用のストッパーを設けて、これに用紙の先端縁を衝突させて搬送方向に対する用紙の傾
き（スキュー）を調整する機構を備えることが多い。この機構は、ローラーと用紙との間
に滑りを与えて傾いた用紙の先端縁をストッパーに衝突させてその側の送り出しを止めた
まま、他の側をストッパーに衝突するまで送り出すことで用紙の傾きを補正している。
【０００３】
つまり、用紙搬送ローラー対で用紙に回転モーメントを与えて用紙の傾きを補正している
のであるが、用紙搬送ローラー対は本来、用紙の幅方向において用紙を均一に送り出すよ
うに均一の挟持力、すなわち、均一の送り出し力が付与されているので、スキュー補正の
際には、搬送用ローラー対と用紙との間で、スキュー補正用ストッパーに衝突している側
ほど大きくなる滑りが発生するように挟持力を調整してある。
しかし、従来の用紙搬送ローラー対は、例えば駆動ローラーである第１のローラーを一本
の駆動回転軸に取り付け、これに対応した従動ローラーである第２のローラーを一本の従
動回転軸に取り付けているので、挟持力の調整が用紙の幅方向で画一的となり、一側では
十分な滑りを与え、他側では十分な送りを与える適切な挟持力とすることが難しい。また
、それぞれの軸が１側で設定値よりも互いに近づき、他側で設定値よりも互いに離れて取
り付けられてしまったとき、用紙送り出し力は近づいた側が大きくなる。このためこの用
紙送り力の大きな側が充分な滑りを与えなければならない側に一致していると滑りが不十
分になって、
スキュー補正箇所で用紙がジャムしたり、スキュー補正が不完全になったりすることがあ
る。
【０００４】
実用新案登録第２５０８８５５号公報に記載の印字装置では、フィードローラー５（駆動
ローラー）に圧接される紙送りローラー１（従動ローラー）の外周にスポンジ製などの柔
らかな補助ローラー９を取り付けて、用紙搬送ローラー対による用紙の送り出し力をスキ
ュー補正のためのストッパーまでは補助ローラーにより弱い力で、それ以後はフィードロ
ーラー５に紙送りローラー１を強く圧接して補助ローラー９を潰し、強い送り出し力で用
紙を搬送する構成を採用しているが、この構成はスキュー補正の際には用紙搬送力を弱く
して滑りを生じやすくし、スキュー補正後では通常の搬送力に戻すというだけで、スキュ
ー補正の際に必要な用紙を回転させるモーメントを適切に与える解決策とはならない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、スキュー補正の際、用紙にその幅方向の一側では十分な滑りを与え、他側で
は十分な送りを与えて、用紙のスキュー補正がスムーズに行われる用紙搬送機構を備えた
印字装置の提供を課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
印字装置は、本体フレーム、用紙搬送台、プラテン、印字ヘッド、用紙搬送ローラー対及
びスキュー補正用ストッパーとを備える。用紙搬送台は、用紙搬送面を備えて本体フレー
ムに固定されており、用紙搬送面にストレートな用紙搬送路を形成している。プラテンは
用紙搬送台の用紙搬送面から用紙搬送路に露出して配置され、印字ヘッドをプラテンと対
向して配置する。用紙搬送ローラー対は、一対のローラー間に用紙を挟持して送り出すも
ので、多くは駆動ローラーとこれに圧接される従動ローラーである第１と第２のローラー
とからなり、用紙幅方向に複数対設ける。これらは、少なくとも一方を他方に対して設定
した力で独立して押圧してある。スキュー補正用ストッパーは、用紙の搬送方向において
プラテンと搬送ローラー対との間に設けられ、用紙搬送路に進出・退避が可能である。こ
れにより、搬送ローラー対により送られた用紙の端はスキュー補正用ストッパーに衝突し
てスキューが補正され、ついで、スキュー補正用ストッパーが用紙搬送路から退避し、ス
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キューを補正された用紙がプラテンに送られる。
【０００７】
なお、それぞれの用紙搬送ローラー対は第１のローラーと第２のローラーとの圧接力を調
整可能としてある。また、通常、駆動ローラーは、用紙搬送台に軸支し、従動ローラーは
ホルダーに回転可能に支持すると共にこのホルダーを本体フレームに揺動可能に支持し、
ホルダーと本体フレームとの間にコイルバネなどの付勢部材を設ける。従動ローラーは付
勢部材により駆動ローラーに押しつけられる。
ホルダーを付勢するには、本体フレームに可動部材を支持し、この可動部材とホルダーの
間に付勢部材を配置してもよい。可動部材が本体フレームに対して移動すると、可動部材
とホルダーとの距離が変更され、従動ローラの駆動ローラに対する圧接力が調整される。
可動部材を駆動するのに、本体フレームと可動部材との間に設けたカムを用いたり、この
カムをステッピングモーターにより駆動することがある。
さらに、前記ホルダーと可動部材を本体フレームとは別体のサブフレームに組み付け、こ
のサブフレームを本体フレームへ揺動可能に支持して、サブフレームの揺動運動により従
動ローラーが駆動ローラーに接触あるいは離れるように構成することがある。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は、印字装置１の用紙搬送機構を示したもので、本体フレーム２とこのフレーム２に
固定されてストレートな用紙搬送路３を形成する用紙搬送面４を備えた用紙搬送台５、プ
ラテン６、印字ヘッド７、第１の用紙搬送ローラー対８、第２の用紙搬送ローラー対９、
及びスキュー補正用ストッパー１０を備えている。図１において、符号Ｍ１はモーター、
符号Ｇ１～Ｇ９は動力伝達用のギアであり、モーターＭ１のギアリンクを構成している。
ただし、符号はその軸心を示しており、駆動側ギア、従動側ギアなどの詳しい説明は省略
する。なお、ギアＧ２はアイドルギアである。符号Ｔは連続紙用のトラクター、符号Ｆは
フラッパーで用紙搬送経路３をカット用紙の態様と連続用紙の態様とに切換えるためのも
のである。図ではカット用紙を使用する態様となっている。符号Ｃは印字装置１が備えた
制御部で印字装置における各部の駆動とそのタイミング及びいわゆるパソコンなど親機器
から送られてくる印字信号と印字データの処理を行う。
【０００９】
本体フレーム２は、印字装置１としての機構を組み付ける基板となるもので、鋼板をプレ
ス加工して頑丈に形成してある。用紙搬送台５（図２）もまた、鋼板のプレス加工品で上
面をほぼ平らな用紙搬送面４としており、プラテン６用に孔１１ａが、第１、第２の用紙
搬送ローラー対８，９用に孔１１ｂ、１１ｃが、また、スキュー補正ストッパー１０用の
孔１１ｄがそれぞれ設けられている。符号１１ｅは、紙位置検出用のセンサーＳ１～Ｓ４
を突出させるための孔であり、図２において４ヶ所存在している。センサーＳ１～Ｓ４は
、用紙の先端縁で用紙搬送面４の下方へ回動され、用紙の通過でもと位置に戻るものであ
る。センサーＳ１は用紙の先端縁を検出し、センサーＳ２とセンサーＳ４は用紙の後端縁
を検出する。また、センサーＳ２とセンサーＳ３は用紙の傾斜（スキュー）程度を検出す
るものである。
【００１０】
プラテン６は、用紙搬送面４の下部に軸支され、モーターＭ１のギアリンクで駆動される
。その周面上部は用紙搬送面４とほぼ同一の位置となって用紙搬送台５の孔１１ａから露
出している。印字ヘッド７はプラテン６の上部にこれと対向して配置してあり、プラテン
６の周面との間が印字ギャップとなっている。
第１の用紙搬送ローラー対８は、用紙搬送方向でプラテン６の上流側に、第２の用紙搬送
ローラー対９は、プラテン６の下流側に配置してあり、第１の用紙搬送ローラー対８は、
駆動ローラー１２（第１のローラー）と従動ローラー１３（第２のローラー）を備え、第
２の用紙搬送ローラー対９は駆動ローラー１４と従動ローラー１５を備える。双方の駆動
ローラー１２，１４は用紙搬送面４の下部に軸支され、孔１１ｂ，１１ｃからそれぞれ用
紙搬送面４に露出すると共に、モーターＭ１のギアリンクで駆動される。
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【００１１】
第１の用紙搬送ローラー対８の従動ローラー１３は、第３，４図に示すようにホルダー１
６に軸支してある。ホルダー１６は、合成樹脂の成形品であり、従動ローラー１３を軸支
した水平部１７と、上端部がコイルバネ１８（付勢部材）で押圧される垂直部１９が一体
成形されている。この実施形態において第１の用紙搬送ローラー対８は６個でそれぞれの
従動ローラー１３を個別にホルダー１６に軸支してある。６個のホルダー１６は、また、
個々に垂直部１９と水平部１７がつながる角部分でサブフレーム２０に軸支してあり（図
６）、従動ローラー１３側が用紙搬送面４に対して上下に回動可能である。すなわち、各
対のローラーの少なくとも一方を他方に対して設定した力で独立して押圧した構成である
。
【００１２】
なお、この実施形態において、ホルダー１６（図６）は水平部１７の従動ローラー１３を
軸支した箇所の両側に下面を湾曲させた用紙ガイド部３６を一体に備えて、通過する用紙
の浮き上がりを防止している。この部分には押さえ爪３７が軸支されていて、用紙が印字
ギャップ方向へ移動する時だけ、用紙と接して浮き上がりを防止するようになっている。
すなわち、押さえ爪３７は、印字ギャップ方向に回動されると下端部が用紙搬送面４側に
突出した状態でそれ以上の回動が阻止される構造であると共に、逆方向へは自由に回動し
て下端部が用紙搬送面から退避する構造となっている。
【００１３】
さらに、サブフレーム２０の水平部１７と隣接して突出させた部分３８に押さえバネ３９
を配置してある。押さえバネ３９は、まず、Ｖ字形に屈曲したバネ線材のとがった先端部
と開放された側の両端を上方へ屈曲し、ついで、上方へ屈曲した両端を外側へ水平に屈曲
するとともに、Ｖ字形の中間部を下方へ浅く屈曲した形状となっている。この押さえバネ
３９の先端部を突出部分３８に上方から係合し、開放された側の両側水平部分を、前記の
突出部の基部に設けた係合孔４０に下方から通して、サブフレーム２０の上面に係合して
ある。
押さえバネ３９は、開放側の広がりを圧縮された状態で係合孔４０に収まっている。この
ため、押さえバネ３９は、開放側の上方への立ち上がり部分が係合孔４０の周辺と接する
箇所で、自らのバネ力により常時下方へ付勢されており、中間部で用紙の浮き上がりを防
止する。
そして、コイルバネ１８は、可動部材２１と垂直部１９の上部との間に配置してある。可
動部材２１は、サブフレーム２０の後壁内面側に位置し、左右両端の下部をサブフレーム
２０に揺動可能に支持してある。
【００１４】
　可動部材２１（図３,４）は、鋼板をプレス加工した左右に長い板状の部材であり、一
端に斜板状のカムフォロア２２を一体に成形してある。また、上辺部にホルダー１６のそ
れぞれと対応して前記のコイルバネ１８が６個、一列に取り付けられ、下辺部には爪受け
孔２３が左右に形成されている。
　サブフレーム２０は、前記のホルダー１６と可動部材２１及びコイルバネ１８などを一
体に組み付け、本体フレーム２に対して全体を揺動可能に取り付けるためのもので、後壁
の下部で左右に爪受け孔２３に差し込む爪２４を設け、上部の左右に係合突片２５を有し
ている。サブフレーム２０は左右の係合突片２５を本体フレーム２に設けた突起２６へ係
合することにより、係合突片２５の上部を中心として回動可能に装着される。突起２６は
サブフレーム２０の揺動軸である。符号２７は戻し用のバネでサブフレーム２０を元位置
に戻すためのものである。
　なお、サブフレーム２０を本体フレーム２の突起２６へ係合し、ホルダー１６の従動ロ
ーラー１３を駆動ローラー１２に圧接した位置において、突起２６と従動ローラー１３及
び駆動ローラー１２の軸心は一直線上にある。すなわち、サブフレーム２０の揺動軸は、
従動ローラー１３が駆動ローラー１２に対して接触するあるいは離間する方向が駆動ロー
ラー１２の用紙搬送方向に平行な接戦方向となるように本体フレーム２に設けてある。
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【００１５】
サブフレーム２０には、内側の一端であって前記可動部材２１のカムフォロア２２が形成
されている側に、ステッピングモーター２８（図３）をねじで取り付けてある。その出力
軸には偏心位置にピン２８ａ（図４）を固定した円盤を取り付けてあり、ピン２８ａが可
動部材２１のカムフォロア２２に接する。すなわち、カムフォロア２２とピン２８ａは本
体フレーム２と可動部材２１との間に設けられたカム機構を構成しており、このカム機構
はステッピングモーター２８で駆動される。印字装置１は制御部Ｃと用紙の種類を選択す
る選択ボタン及び用紙の種類に対応した圧接力データを制御部Ｃに備え、ステッピングモ
ーター２８はこれによって選択された用紙に応じて所定角度を回転し、可動部材２１を本
体フレーム２に対して回動させる。
【００１６】
第２の用紙搬送ローラー対９の従動ローラー１５は駆動ローラー１４に対して２段階程度
の調節が可能で、常時ほぼ一定の圧接力で押圧されている。圧接力は本体フレーム２と従
動ローラー１５の支持部分に配置したバネなどの付勢部材による。
スキュー補正用ストッパー１０（図５）は、基板２９とラック３０、阻止片３１と一体の
ピニオン３２及びソレノイド３３で構成されている。基板２９は左右に長く、前記のホル
ダー１６の位置に対応して６個のピニオン３２を回動可能に軸支してある。ピニオン３２
の回動面は基板２９の立面と平行である。ラック３０は基板２９に対して左右方向へ移動
が可能で、６個のピニオンに対応して６ヶ所にラック歯を形成してある。ソレノイド３３
は基板２９に取り付けてあり、そのアーマチュア３４をラック３０の一端と結合してある
。ラック３０の一端とソレノイド３３との間にはコイルバネ３５を配置してある。ソレノ
イド３３は通電があるとアーマチュアを引き込みその位置を維持する単動型であり、通電
のタイミングは制御部Ｃのコントロール下にある。
【００１７】
従って、スキュー補正用ストッパー１０は、ソレノイド３３に通電の無い通常の状態では
、コイルバネ３５によりラック３０が左（ａ側）に移動されて阻止片３１が一斉に起立し
、通電があるとコイルバネ３５を圧縮してアーマチュア３４が引き込まれ、ラック３０が
基板２９に対して右（ｂ方向）に移動して阻止片３１が一斉に倒伏した状態となる。阻止
片３１は起立したとき上部が用紙搬送台５に設けた孔１１ｄから用紙搬送面４側に突出す
る。
【００１８】
印字の際は、用紙をセットし、選択した用紙の種類あるいは厚さを選択ボタンから制御部
Ｃに教示する。制御部Ｃは選択された用紙に対応するデータを記憶部から読みとり、ステ
ッピングモーター２８を必要な角度だけ駆動する。すると、ピン２８ａが回転して可動部
材２１のカムフォロア２２を押圧しながら回動し、本体フレーム２に対する可動部材２１
の角度を変える。これによって、ホルダー１６との間に配置したコイルバネ１８の圧縮程
度が変化し、ホルダー１６の水平部１７に取り付けた従動ローラー１３が駆動ローラー１
２に圧接される力を、選択した用紙に適合した大きさに調整することができる。ステッピ
ングモーター２８を必要な角度だけ駆動するためのデータは、各種用紙の送りに対する抵
抗（張り）の程度や摩擦係数などに関して実験を行いあらかじめ求めたものである。
【００１９】
印字装置１の電源を投入すると用紙搬送機構は稼働状態となる。スキュー補正用ストッパ
ー１０のソレノイド３３は通電によって励起され、アーマチュア３４が引き込まれて阻止
片３１が用紙搬送面４から退避状態となっている。
用紙フィーダーあるいは手差しで用紙が送り込まれ、その先端をセンサーＳ１が検出する
と第１、第２の各用紙搬送ローラー対８，９が回転して用紙を挟持し、以後、印字装置１
の用紙搬送機構が自動的に用紙を搬送する。その先端がセンサーＳ２とセンサーＳ３を通
過する。このときセンサーＳ２からの通過信号とセンサーＳ３からの通過信号に時間差が
あり、その時間差が設定値以上であるとき制御部Ｃは「用紙の傾きあり」と判断し、スキ
ュー補正を行う。すなわち、ソレノイド３３の励起を解除してアーマチュア３４をフリー
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にし、コイルバネ３５でラック３０を押し出す。すると、スキュー補正用ストッパー１０
の阻止片３１が用紙搬送路３から突出する。
【００２０】
送り込まれる用紙が搬送方向に対して傾斜していると、先端縁の傾斜しているために先行
している側がまずスキュー補正用ストッパー１０の阻止片３１に衝突する。しかし、６個
並んだ第１の用紙搬送ローラー対８は、衝突して移動が阻止されている側（先行している
側）の用紙搬送ローラー対８ほど用紙との滑りを大きくして回転を続け、用紙の傾き（ス
キュー）を補正する。このとき、用紙搬送ローラー対８は複数であるが用紙を挟持する作
用は各個で独立しており、それぞれに両側のローラー対８の回転状態の影響を受けること
がない。このため、複数の用紙搬送用ローラー対８を有し、それぞれの用紙に対する挟持
力を均一にしてあっても、スキュー補正の際には、搬送用ローラー対８と用紙との間で個
々に適切な滑りを生じさせることができる。その結果、用紙の幅方向ではスキュー補正用
ストッパー１０に衝突している側ほど大きくなる滑りをスムーズに発生させ、結果として
用紙に対して、用紙の幅方向の一側では十分な滑りを与え、他側では十分な送りを与えて
、用紙にスキュー補正のための回転モーメントを適切に与えることができる。これにより
、スキュー補正箇所で用紙がジャムしたり、スキュー補正が不完全になったりすることが
ない。
【００２１】
なお、このとき、従動ローラー１３の駆動ローラー１２に対する圧接力は、可動部材２１
を揺動して適切に選択されているので用紙搬送ローラー対８が用紙との間で滑りながら用
紙を送り出す力を与えていても用紙を撓ませるような不都合はなく、スキュー補正の後は
、選択された挟持力で用紙を印字ギャップに向け送り出す。また、第１の用紙搬送ローラ
ー対８によって印字ギャップに向けて送り込まれる用紙は、ホルダー１６の水平部１７に
設けた用紙ガイド部３６や押さえバネ３９（図６）によって浮き上がりが防止されており
、用紙が浮き上がるためにセンサーが用紙先端や用紙の存在を検出できなかったり、スキ
ュー補正が不調に終わる事態を防止している。
【００２２】
スキュー補正の作動はタイマーで制御され、用紙先端がセンサーＳ３を通過してからスキ
ュー補正に十分な時間の経過後、実施形態では１秒後に終了する。スキュー補正作動の終
了にともなってソレノイド３３は通電されてアーマチュア３４を引き込み、スキュー補正
用ストッパー１０の阻止片３１を用紙搬送面４から退避させる。
以下、用紙は印字ギャップに進んで印字をされ、第２の用紙搬送ローラー対９に送り出し
を受け継がれて排出される。センサーＳ４が用紙の後端縁を検出すると次の用紙の送り込
みが開始される。
【００２３】
センサーＳ２とセンサーＳ３からの用紙通過信号の時間差が設定値以下であるときは、制
御部Ｃの判断は「用紙に傾きなし」で、ソレノイド３３の励起は維持され、スキュー補正
用ストッパー１０の阻止片３１が用紙搬送面４に突出することはなく、スキュー補正の作
動なしに用紙は印字ギャップに進み印字がなされる。
そして、それでも何らかの理由により、第１の用紙搬送ローラー対８の付近で用紙ジャム
が生じた時は、サブフレーム２０を手動によって上部の突起２６を中心に手前に回動して
、６個の従動ローラー１３，１５を一斉に上方へ回動させ、用紙が存在している部分の空
間を広げることができる。これによりジャムしている用紙を簡単に取り出すことができる
。このとき、駆動ローラー１２に接している従動ローラー１３の移動は駆動ローラー１２
の用紙搬送方向の接線方向であるので、両ローラーの間にこじりや圧迫が生じたりするこ
となく、なめらかに揺動させることができる。
【００２４】
　以上、実施形態として、従動ローラー１３，１５を軸支したホルダー１６及び可動部材
２１がサブフレーム２０に取り付けられた構成のものについて説明したが、サブフレーム
は必須のものではなく、ホルダー１６や可動部材２１を本体フレーム２へ直接に取り付け
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ることもできる。
　従動ローラー１３，１５の圧接力を調節するために行う可動部材２１の回動は、ステッ
ピングモーター２８ではなく、通常のモーターやサーボモーターで行うこともできる。ま
た、目盛りを頼りに手動によって行うこともできる。
　さらに、可動部材２１の移動は回動ではなく、平行移動など他の移動形態とすることも
できる。従動ローラー１３，１５を駆動ローラー１２，１４に対して圧接するコイルバネ
１８は他の形態のバネやその他の付勢手段であってよい。
【００２５】
【発明の効果】
　用紙搬送ローラー対は複数であるが用紙を挟持する作用は各個で独立しており、それぞ
れに両側のローラー対の回転状態の影響を受けることがなく、スキュー補正の際、用紙に
その幅方向の一側では十分な滑りを与え、他側では十分な送りを与えて、用紙にスキュー
補正のための回転モーメントを適切に与えることができるので、用紙のスキュー補正がス
ムーズに行われる。
　可動部材を本体フレームに対して移動させると、複数個ある従動ローラーの駆動ローラ
ーに対する圧接力を一斉に調整することができる。
　サブフレームを本体フレームに対して移動させると、複数個の従動ローラーを一斉に駆
動ローラーから離すことができ、用紙ジャムなど必要な場合に処理のための空間を大きく
あけることができる。
　サブフレームの揺動範囲において、従動ローラーが駆動ローラーに接している位置が一
番低いので、サブフレームを揺動するときにこじりや圧迫が生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】用紙搬送機構の概略を示す側面図
【図２】用紙搬送台の斜視図
【図３】第１の用紙搬送ローラ対の箇所を背面から見て示す斜視図
【図４】第１の用紙搬送ローラ対を示す側面図（一部断面）
【図５】スキュー補正用ストッパーの概略を示す背面図
【図６】ホルダー部分を拡大して示す斜視図
【符号の説明】
１　印字装置
２　本体フレーム
３　用紙搬送路
４　用紙搬送面
５　用紙搬送台
６　プラテン
７　印字ヘッド
８　第１の用紙搬送ローラー対
９　第２の用紙搬送ローラー対
１０　スキュー補正用ストッパー
１１ａ～１１ｅ　孔
１２　駆動ローラー
１３　従動ローラー
１４　駆動ローラー
１５　従動ローラー
１６　ホルダー
１７　水平部
１８　コイルバネ
１９　垂直部
２０　サブフレーム
２１　可動部材
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２２　カムフォロア
２３　爪受け孔
２４　爪
２５　係合突片
２６　突起
２７　戻し用バネ
２８　ステッピングモーター
２８ａ　ピン
２９　基板
３０　ラック
３１　阻止片
３２　ピニオン
３３　ソレノイド
３４　アーマチュア
３５　コイルバネ
３６　用紙ガイド部
３７　押さえ爪
３８　突出させた部分
３９　押さえバネ
４０　係合孔

【図１】 【図２】
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