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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略箱形状をなすハウジングと、
　前記ハウジング内に設けられ、記録媒体の搬送経路を間にして対向配置された一対のフ
レームと、
　前記一対のフレームの上端にそれぞれ設けられた切り欠き部と、
　長尺状の用紙がロール状に巻回される巻き芯の内側に挿入された状態で前記切り欠き部
に両端を支持されることにより、前記用紙を前記ハウジングから引き出し可能に保持する
シャフトと、
　前記ハウジング内に設けられて絶縁材料を用いて形成され、前記切り欠き部を外部に開
放する開口が設けられ、当該開口を介して前記切り欠き部を外部に開放した状態で前記一
対のフレームを覆う外装カバーと、
　を備えたことを特徴とするプリンタ。
【請求項２】
　前記ハウジング内に設けられ、前記プリンタが備える各部の駆動にかかる電気系統部品
を備え、
　前記外装カバーは、さらに、前記電気系統部品を覆うことを特徴とする請求項１に記載
のプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、大型で重量のあるロール紙を記録対象とするプリンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ロール状に巻回された状態の長尺状の用紙（ロール紙）に対して記録動作をおこ
なうプリンタがあった。このようなプリンタにおいては、ロール状にした状態における直
径が大きかったり幅が広かったりするために大型で重量のあるロール紙を記録対象として
用いる場合、ロール紙を保持するフレームを、或る程度の厚みのある金属製の板状部材に
よって形成することによって、ロール紙を保持する機構の強度を確保するようにしていた
。
【０００３】
　プリンタは、プリンタが備える各部の駆動制御や給電のための電気系統部品を備えてお
り、これらの電気系統部品を絶縁する必要がある。また、金属製のフレームを用いてロー
ル紙を保持する構成とする場合、当該フレームを絶縁する必要がある。従来、たとえば、
金属製のフレームに、電気絶縁性の高い塗料を用いた塗装を施すことにより、フレームの
絶縁性を確保するようにしていた。
【０００４】
　ロール紙を記録対象とするプリンタに関連する技術として、たとえば、ラベルプリンタ
において、円筒状を有してラベルシートの巻芯部に挿入可能な第１の径の本体芯部と、本
体芯部の長手方向中腹部の所定部位に設けられる第１の径よりも小さい第２の径のラベル
シート装着部とを有するラベルシート装着用のコアシャフトを回転可能に支持するように
構成した技術があった（たとえば、下記特許文献１、特許文献２を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２３９２５９号公報
【特許文献２】特開２００８－２８４８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の技術は、プリンタの複数箇所にわたって設けられている
電気系統部品を絶縁するための構成が複雑になってしまうという問題があった。また、プ
リンタの構成が複雑になることにより、製造工数が増え、製造にかかる作業者の負担が大
きく、製造コストがかかってしまうという問題があった。具体的には、たとえば、各電気
系統部品を絶縁した状態で取り付け、電気絶縁性の高い塗料を用いた塗装を施した金属製
のフレームを別途設けていたため、製造工数が増え、製造にかかる作業者の負担が大きく
、製造コストがかかってしまうという問題があった。
【０００７】
　また、上述した従来の技術は、フレームの絶縁性を確保するため、当該フレームに電気
絶縁性の高い塗料を用いた塗装を施すことにより製造工数が増え、製造にかかる作業者の
負担が大きく、製造コストがかかってしまうという問題があった。
【０００８】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、大径のロール紙を保持す
る強度を確保したプリンタにかかる製造コストの低減を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるプリンタは、略箱形状
をなすハウジングと、前記ハウジング内に設けられ、記録媒体の搬送経路を間にして対向
配置された一対のフレームと、前記一対のフレームの上端にそれぞれ設けられた切り欠き
部と、長尺状の用紙がロール状に巻回される巻き芯の内側に挿入された状態で前記切り欠



(3) JP 5865934 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

き部に両端を支持されることにより、前記用紙を前記ハウジングから引き出し可能に保持
するシャフトと、前記ハウジング内に設けられて絶縁材料を用いて形成され、前記切り欠
き部を外部に開放する開口が設けられ、当該開口を介して前記切り欠き部を外部に開放し
た状態で前記一対のフレームを覆う外装カバーと、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、この発明にかかるプリンタは、上記の発明において、前記ハウジング内に設けら
れ、前記プリンタが備える各部の駆動にかかる電気系統部品を備え、前記外装カバーが、
さらに、前記電気系統部品を覆うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明にかかるプリンタによれば、大径のロール紙を保持する強度を確保したプリン
タにかかる製造コストの低減を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明にかかる実施の形態のプリンタの外観を示す説明図である。
【図２】ハウジングを開放した状態のプリンタを示す説明図（その１）である。
【図３】ハウジングを開放した状態のプリンタを示す説明図（その２）である。
【図４】ヘッドユニットおよびプリンタ本体を示す側面図（その１）である。
【図５】ヘッドユニットおよびプリンタ本体を示す側面図（その２）である。
【図６】ハウジングを開放した状態のプリンタを示す説明図（その１）である。
【図７】ハウジングを開放した状態のプリンタを示す説明図（その２）である。
【図８】この発明にかかる実施の形態のプリンタの上面および断面を示す説明図（その１
）である。
【図９】この発明にかかる実施の形態のプリンタの上面および断面を示す説明図（その２
）である。
【図１０】この発明にかかる実施の形態のプリンタの上面および断面を示す説明図（その
３）である。
【図１１】外装カバーの斜視図（その１）である。
【図１２】外装カバーの斜視図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるプリンタの好適な実施の形態を詳細に説
明する。
【００１４】
　まず、この発明にかかる実施の形態のプリンタの構成について説明する。図１は、この
発明にかかる実施の形態のプリンタの外観を示す説明図である。図１においては、この発
明にかかる実施の形態のプリンタを、設置状態における斜め上方から見た状態を示してい
る。
【００１５】
　図１において、この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００は、中空の長方体形状を
なすハウジング１０１を備えている。ハウジング１０１は、上面に開口を備えて略箱形形
状をなす下側ハウジング１０１ａと、下側ハウジング１０１ａの開口を開放可能に閉塞す
る上側ハウジング１０１ｂと、を備えている。
【００１６】
　上側ハウジング１０１ｂは、下面に開口を備え、当該開口を下側ハウジング１０１ａの
開口に対向させた状態で下側ハウジング１０１ａの開口を閉塞する。上側ハウジング１０
１ｂは、プリンタ１００の背面側（図１における紙面右側）において、下側ハウジング１
０１ａに軸支されることにより、下側ハウジング１０１ａに対して回動可能に連結されて
いる。
【００１７】
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　ハウジング１０１は、上側ハウジング１０１ｂにより下側ハウジング１０１ａの開口を
閉塞した状態において、上側ハウジング１０１ｂと下側ハウジング１０１ａとの内側にプ
リンタ本体（図４および図５を参照）を収容する収容空間を形成する。また、ハウジング
１０１は、上側ハウジング１０１ｂにより下側ハウジング１０１ａの開口を閉塞した状態
において、ハウジング１０１の前面（図１における紙面左側）に、記録済みの記録媒体を
排出する排出口１０２を形成する。排出口１０２は、上側ハウジング１０１ｂと下側ハウ
ジング１０１ａとの境界部分に形成される。
【００１８】
　ハウジング１０１の外表面において、当該ハウジング１０１（下側ハウジング１０１ａ
）の前面には、操作パネル１０３が設けられている。操作パネル１０３は、各種の入力操
作を受け付ける複数のボタン１０３ａと、プリンタ１００の状態などを表示する表示パネ
ル１０３ｂと、を備えている。
【００１９】
　表示パネル１０３ｂは、たとえば、プリンタ１００の電源が投入されて印刷待機状態に
なった場合や、プリンタ１００においてエラーが発生した場合、またはプリンタ１００が
保持する用紙の残量が所定以下になった場合などに所定のメッセージを表示して、プリン
タ１００の状態を報知する。表示パネル１０３ｂは、たとえば、液晶ディスプレイによっ
て実現することができる。
【００２０】
　図２および図３は、ハウジング１０１を開放した状態のプリンタ１００を示す説明図で
ある。図２においては、ハウジング１０１の内側を外部に開放した状態のプリンタ１００
を、当該プリンタ１００の前面に正対した状態で右側の上方となる位置から見た状態を示
している。図３においては、当該プリンタ１００の前面に正対した状態で左側の上方とな
る位置から見た状態を示している。
【００２１】
　図２および図３において、プリンタ１００は、ハウジング１０１内における背面側にお
いて、記録対象とする記録媒体（用紙）２０１を、ロール状に巻回された状態で保持する
用紙保持部２０２を備えている。記録対象とする記録媒体（用紙）２０１は、ロール状に
巻回された状態の連続紙であってもよく、台紙の長手方向に沿ってラベルが複数配列され
たラベル用紙であってもよい。
【００２２】
　プリンタ１００は、ハウジング１０１内において用紙保持部２０２より前面側に設けら
れたヘッドユニット２０３を備えている。ハウジング１０１の内側には、用紙保持部２０
２からヘッドユニット２０３を経由して排出口１０２へ至る搬送経路が形成される。用紙
保持部２０２が保持するロール状に巻回された状態の用紙２０１は、プリンタ１００にお
ける記録動作に際して、長さ方向における外周側の端部から引き出されて、ヘッドユニッ
ト２０３を経由して排出口１０２へ搬送される。
【００２３】
　ヘッドユニット２０３は、プリントヘッド２０４を備えている。プリントヘッド２０４
は、たとえば、サーマル方式の記録動作をおこなう。サーマル方式の記録動作をおこなう
プリントヘッド２０４は、たとえばプリンタ１００の幅方向（用紙２０１の搬送方向に直
交する方向）に沿ってライン状に配列された複数の発熱素子を備えている。
【００２４】
　プリンタ１００は、サーマルヘッドにおける各発熱素子に対して選択的に通電し、各発
熱素子を選択的に発熱させることによって記録動作をおこなう。ヘッドユニット２０３は
、サーマル方式の記録に代えて、他の記録方式によって記録をおこなうプリントヘッド２
０４を備えていてもよい。
【００２５】
　ハウジング１０１内には、搬送経路（搬送経路中を搬送される用紙２０１）を間にして
プリントヘッド２０４に対向配置されたプラテン２０５が設けられている。プラテン２０
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５は、プリンタ１００の幅方向を軸心方向とする略円柱形状をなす。プラテン２０５は、
記録動作に際してプリントヘッド２０４によって表面（記録面）側から押圧力が加えられ
る用紙２０１を裏面側から支持する。プリントヘッド２０４は、プラテン２０５に当接す
る方向に付勢されている。
【００２６】
　プラテン２０５の軸の一端には、図示を省略するギア列を介してモータ（図５における
符号５０７を参照）が取り付けられている。ギア列は、モータの駆動力が伝達されること
によって回転する。プラテン２０５は、ギア列を構成するギアの回転にともなって回転す
る。プラテン２０５は、回転することによって、搬送経路中の用紙２０１を、用紙保持部
２０２側から排出口１０２側へ搬送する。
【００２７】
　また、ヘッドユニット２０３は、図示を省略するインクリボンを支持するリボンユニッ
ト２０６を備えている。リボンユニット２０６は、記録動作に供される前のインクリボン
を支持するリボン支持軸２０７や、記録動作後のインクリボンを巻き取るリボン巻き取り
軸２０８を備えている。また、リボンユニット２０６は、リボン支持軸２０７が支持する
インクリボンを繰り出し、繰り出したインクリボンをリボン巻き取り軸２０８において巻
き取るため、リボン巻き取り軸２０８を回転させるリボン軸駆動機構を備えている。リボ
ン軸駆動機構は、ケース２０９内に収容されており、モータ（図５における符号４０５を
参照）や当該モータの駆動力をリボン巻き取り軸２０８に伝達する輪列、当該モータを駆
動するリボン基板などによって構成される。
【００２８】
　図４および図５は、ヘッドユニット２０３およびプリンタ本体を示す側面図である。図
４においては、ハウジング１０１取り外した状態のプリンタ本体を、図１における矢印Ａ
方向に沿って見た状態を示している。図５においては、ハウジング１０１取り外した状態
のプリンタ本体を、図１における矢印Ｂ方向に沿って見た状態を示している。図４および
図５においては、リボンユニット２０６におけるケース２０９を取り外した状態を示して
いる。
【００２９】
　図４および図５において、プリンタ本体４００は、ハウジング１０１内に設けられるボ
トムフレーム４０１を備えている。ボトムフレーム４０１は、所定厚さの金属製の板状部
材を板金加工することによって形成されている。ボトムフレーム４０１には、一対のフレ
ームを実現する、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１が設けられている。
【００３０】
　一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１は、ハウジング１０１内において、用紙
保持部２０２の位置に設けられている。一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１は
、プリンタ１００の幅方向に沿って対向配置されている。一対のシャフトペーパーガイド
４０２、５０１は、用紙保持部２０２がロール状に巻回された状態の用紙２０１を保持し
ている場合に、当該ロール状に巻回された状態の用紙２０１を間にして対向するように配
置されている。
【００３１】
　一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１の上端には、それぞれ、切り欠き部４０
２ａ、５０１ａが設けられている。切り欠き部４０２ａ、５０１ａは、上側（図４および
図５における紙面上側の部分）が開放された矩形状をなしている。切り欠き部４０２ａ、
５０１ａは、用紙保持部２０２に収容されているロール状に巻回された状態の用紙２０１
を、当該用紙保持部２０２から引き出し可能に保持するシャフト４０３を支持する。
【００３２】
　シャフト４０３は、断面が多角形状（たとえば四角形状）をなす、棒状の部材によって
実現することができる。シャフト４０３は、たとえばプラスチック材料などの絶縁材料を
用いて形成されている。切り欠き部４０２ａ、５０１ａは、一対のシャフトペーパーガイ
ド４０２、５０１の上端部分の一部を、シャフト４０３の断面の外形状と略一致する大き
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さおよび形状で切り欠くことによって形成されている。
【００３３】
　シャフト４０３は、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１のそれぞれに設けら
れた切り欠き部４０２ａ、５０１ａに両端を嵌め込むことによって、当該一対のシャフト
ペーパーガイド４０２、５０１に支持されている。シャフト４０３は、用紙保持部２０２
に対して取り外し可能に取り付けられる。シャフト４０３は、用紙２０１の交換時などに
用紙保持部２０２から取り外される。
【００３４】
　用紙保持部２０２は、ロール状に巻回された状態の用紙２０１の巻き芯の内側に挿入さ
れた状態のシャフト４０３を、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１によって支
持することにより、当該ロール状に巻回された長尺状の用紙２０１を、長さ方向における
外周側の端部から引き出すことが可能な状態で保持する。シャフト４０３は、巻き芯の内
側に挿入された状態であって、巻き芯に固定されていないため、用紙２０１の巻き芯をシ
ャフト４０３周りに回転可能な状態で支持する。これにより、用紙２０１の巻き芯をシャ
フト４０３周りに回転させることにより、用紙保持部２０２に収容された用紙２０１を、
長さ方向における外周側の端部から引き出すことができる。
【００３５】
　一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１は、それぞれ、所定厚さの金属製の板状
部材に対して板金加工を施すことによって形成されている。一対のシャフトペーパーガイ
ド４０２、５０１を、それぞれ所定厚さの金属製の板状部材によって形成することにより
、ロール状に巻回された状態の用紙２０１の重量が大きい大径ロール紙である場合にも、
当該用紙２０１の巻き芯の内側に挿入されたシャフト４０３の両端を安定かつ確実に支持
することができる。
【００３６】
　一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１のうち、一方のシャフトペーパーガイド
５０１には、ダンパー機構５０３が設けられている。ダンパー機構５０３は、搬送経路に
おける用紙２０１に対して接離する方向に揺動可能なダンパーシャフト５０４を備えてい
る。ダンパーシャフト５０４は、搬送経路中であって用紙保持部２０２とヘッドユニット
２０３との間に位置付けられている。
【００３７】
　ダンパーシャフト５０４は、プリンタ１００の幅方向を軸心方向とする、断面が円形の
棒形状をなしている。ダンパーシャフト５０４の一端は、ダンパーアーム５０５の先端に
取り付けられている。ダンパーアーム５０５は、一方のシャフトペーパーガイド５０１に
連結された一端側を支点として、一方のシャフトペーパーガイド５０１がなす面に沿って
回動可能に設けられている。ダンパーアーム５０５は、一端側を支点として回動すること
により、他端側に設けられたダンパーシャフト５０４を搬送経路における用紙２０１に対
して接離する方向に揺動させる。
【００３８】
　ダンパー機構５０３は、ダンパーシャフト５０４が用紙２０１に当接する方向にダンパ
ーアーム５０５を付勢する付勢部材（図示を省略する）を備えている。付勢部材は、たと
えば、第１のスプリングと、第２のスプリング（いずれも図示を省略する）と、によって
実現することができる。
【００３９】
　第１のスプリングは、ダンパーシャフト５０４を図５における紙面上側から下側に圧縮
される圧縮コイルバネによって実現することができる。また、第１のスプリングは、ダン
パーアーム５０５が下側から上側に回動した場合に、当該ダンパーアーム５０５を上側か
ら下側へ付勢する。
【００４０】
　第２のスプリングは、ダンパーシャフト５０４を図５における紙面下側から上側に圧縮
される圧縮コイルバネによって実現することができる。また、第２のスプリングは、ダン
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パーアーム５０５が上側から下側に回動した場合に、当該ダンパーアーム５０５を下側か
ら上側へ付勢する。
【００４１】
　用紙保持部２０２が保持する用紙２０１が、ロール状に巻回された状態で外周側となる
面が記録面となるいわゆる外巻きの用紙である場合、当該用紙２０１は、搬送経路中にお
いて、ダンパーシャフト５０４に対して、図４および図５における紙面下側から用紙２０
１に当接するように案内される。また、用紙保持部２０２が保持する用紙２０１が、ロー
ル状に巻回された状態で内周側となる面が記録面となるいわゆる内巻きの用紙である場合
、当該用紙２０１は、搬送経路において、ダンパーシャフト５０４に対して、図４および
図５における紙面上側から用紙２０１に当接するように案内される。用紙２０１は、搬送
経路において、用紙保持部２０２とヘッドユニット２０３との間でダンパーシャフト５０
４に当接し、当接する位置において屈曲されるように案内される。
【００４２】
　記録動作を開始するとき、記録動作をおこなっていない状態の用紙２０１にプラテン２
０５の搬送力が加えられると、用紙保持部２０２においてロール状に巻回された状態の用
紙２０１の自重による慣性力によって、用紙２０１はプラテン２０５と用紙保持部２０２
との間で直線状に突っ張るように引っ張られる。すなわち、用紙保持部２０２においてロ
ール状に巻回された状態の用紙２０１の自重により、停止した状態を維持しようとする慣
性力が作用している状態の用紙２０１に対して、プラテン２０５による搬送力が加えられ
るため、用紙２０１に対して、瞬間的に、用紙保持部２０２側が停止しているにもかかわ
らずプラテン２０５側ほど排出口１０２に向かって搬送される力が加えられる。これによ
り、用紙２０１はプラテン２０５と用紙保持部２０２との間で直線状に突っ張るように引
っ張られる。
【００４３】
　ダンパー機構５０３は、ダンパーシャフト５０４が用紙２０１に当接する方向にダンパ
ーアーム５０５を付勢する付勢部材を備えているため、用紙２０１が直線状に突っ張るよ
うに引っ張られると、当該用紙２０１に対してダンパーシャフト５０４を弾性的に当接さ
せ、当該用紙２０１を屈曲させる方向に付勢する。これにより、外巻き用紙であるか内巻
き用紙であるかにかかわらず、用紙２０１の突っ張りを緩衝し、用紙２０１にかかる衝撃
（慣性力）をやわらげることができ、用紙２０１を精度よく搬送するとともに、用紙２０
１の送り速度を一定にすることができる。
【００４４】
　上記のリボンユニット２０６は、リボン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８を支持
する一対のリボンフレーム４０６（４０６ａ、４０６ｂ）を備えている。リボンフレーム
４０６（４０６ａ、４０６ｂ）は、リボン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８を、リ
ボン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８の軸心方向における両端位置において、リボ
ン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８が軸心周りに回動可能な状態で支持する。
【００４５】
　プリンタ本体４００は、プリンタ１００が備える各部を駆動制御する電気系統部品を備
えている。電気系統部品は、制御基板（図示を省略する）、電源基板（図示を省略する）
、インターフェイス基板５２０、中継基板５３０、リボン基板５４０、各種のケーブルな
どを含んでいる。
【００４６】
　制御基板は、シャフトペーパーガイド５０１の外側のボトムフレーム４０１に固定され
たブラケット（図示を省略する）に固定されて立設されている。制御基板は、プリントヘ
ッド２０４の通電制御、プラテン２０５を駆動するモータ５０７の駆動制御、リボン支持
軸２０７、リボン巻き取り軸２０８を駆動するモータの駆動制御などをおこなうＣＰＵ、
メモリなどを備えている。
【００４７】
　制御基板には、電源基板が接続されている。電源基板は、ヘッドユニット２０３の下方
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に配置されている。電源基板は、当該電源基板が備えるコネクタ（図示を省略する）に接
続されるケーブル（図示を省略する）を介して、制御基板と接続されている。電源基板は
、電源基板と制御基板とを接続するケーブルを介して、制御基板に電源を供給する。
【００４８】
　また、制御基板には、コネクタを介してインターフェイス基板５２０が接続されている
。インターフェイス基板５２０は、外部機器と接続されるインターフェイスコネクタ（図
示を省略する）を備えている。インターフェイスコネクタは、下側ハウジング１０１ａに
設けられた開口（図示を省略する）を介して、ハウジング１０１ａの背面側から外部に露
出した状態で取り付けられている。
【００４９】
　中継基板５３０は、ヘッドユニット２０３と用紙保持部２０２の間の左側部に設けられ
ている。中継基板５３０は、ボトムフレーム４０１に固定されたブラケット４０７の上に
固定されている。中継基板５３０は、図示を省略するケーブルを介して制御基板に接続さ
れている。
【００５０】
　リボン基板５４０は、一方のリボンフレーム４０６ａに取り付けられている。リボン基
板５４０には、リボン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８を駆動するモータ４０５や
、リボン回転検出センサやリボンテンションセンサ（いずれも図示を省略する）などが接
続されている。リボン基板５４０は、ケーブル５０６を介して中継基板５３０のコネクタ
５３１に接続されている。
【００５１】
　ケーブル５０６は、中継基板５３０とリボン基板５４０との間において、一方のリボン
フレーム４０６ａに設けられたケーブル支持用部材５０８に固定されている。ケーブル支
持用部材５０８は、一方のリボンフレーム４０６ａの下端から、プリンタ本体４００に対
するヘッドユニット２０３の回動中心軸上あるいは当該回動中心軸上の近傍となる位置に
突出するように設けられている。
【００５２】
　プリンタ本体４００に対するヘッドユニット２０３の回動中心軸上あるいは当該回動中
心軸上の近傍となる位置においてケーブル５０６を固定することにより、ヘッドユニット
２０３の回動に起因してケーブル５０６が引っ張られたり擦れたりして損傷することを抑
制することができる。ケーブル支持用部材５０８においては、ケーブル５０６のみにかか
わらず、さらに、ヘッドユニット２０３に備えられるプリントヘッド２０４、用紙２０１
の位置を検出するセンサなどの各種センサに対して給電し制御信号を出力する別のケーブ
ルを固定してもよい。
【００５３】
　リボン基板５４０は、制御基板から供給される電源と制御基板から出力される制御信号
を、中継基板５３０を介して受け付けることによって、制御基板によって駆動される。リ
ボン基板５４０には、ペーパーカッターやピーラー（剥離機構）などの制御をするための
ケーブル（いずれも図示を省略する）を接続するコネクタが設けられていてもよい。
【００５４】
　ヘッドユニット２０３は、搬送経路中を搬送される用紙２０１の搬送方向に平行な方向
（用紙２０１の長さ方向）を軸心方向とする軸（図示を省略する）を介して、プリンタ本
体４００に回動可能に連結されている。プリンタ本体４００には、プリンタ本体４００に
対してヘッドユニット２０３を固定した状態で、当該ヘッドユニット２０３をロックする
ロック機構（図示を省略する）が設けられている。また、プリンタ本体４００には、ロッ
ク機構のロックを解除するロック解除レバー４０４が設けられている。ロック解除レバー
４０４は、プリンタ本体４００に対して回動可能に連結されている。
【００５５】
　ロック解除レバー４０４は、プリンタ１００の背面側から前面側へ向けて付勢されてお
り、前面側に位置付けられている状態において、プリンタ本体４００に対してヘッドユニ
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ット２０３を固定した状態でロックする。ロック機構のロックは、ロック解除レバー４０
４をプリンタ１００の前面側から背面側へ回動されることによって解除される。プリンタ
１００においては、下側ハウジング１０１ａに対して上側ハウジング１０１ｂを回動させ
、収容空間を外部に開放した状態において、プリンタ本体４００、ヘッドユニット２０３
、ロック解除レバー４０４などへの操作が可能になる。
【００５６】
　ヘッドユニット２０３における一対のリボンフレーム４０６は、リボン支持軸２０７や
リボン巻き取り軸２０８の両端を、リボン支持軸２０７やリボン巻き取り軸２０８を回転
可能な状態で支持する。一対のリボンフレーム４０６は、所定厚さの金属製の板状部材を
板金加工することによって一体に形成されている。一対のリボンフレーム４０６のうち、
一方のリボンフレーム４０６ａには、リボン巻き取り軸２０８を回転させるモータ４０５
が設けられている。図４および図５においては、ケース２０９を取り外した状態を示して
いる。
【００５７】
　図６および図７は、ハウジング１０１を開放した状態のプリンタ１００を示す説明図で
ある。図８、図９および図１０は、この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００の上面
および断面を示す説明図である。図１１および図１２は、外装カバーの斜視図である。
【００５８】
　図６においては、図２に示したプリンタ１００における用紙保持部２０２に保持された
用紙２０１を取り外した状態を示している。図７においては、図３に示したプリンタ１０
０における用紙保持部２０２に保持された用紙２０１を取り外した状態を示している。図
８、図９および図１０においては、下側ハウジング１０１ａから上側ハウジング１０１ｂ
を取り外し、プリンタ本体４００の一部を露出させた状態における、プリンタ１００の上
面および断面を示している。
【００５９】
　図８の上段においては、下側ハウジング１０１ａから上側ハウジング１０１ｂを取り外
し、プリンタ本体４００の一部を露出させた状態におけるプリンタ１００を上方から見た
状態を示している。図８の下段においては、図８の上段における上面図のＣ－Ｃ断面を示
している。
【００６０】
　図９の上段においては、下側ハウジング１０１ａから上側ハウジング１０１ｂを取り外
し、プリンタ本体４００の一部を露出させた状態におけるプリンタ１００を上方から見た
状態を示している。図９の下段においては、図９の上段における上面図のＤ－Ｄ断面を示
している。
【００６１】
　図１０の上段においては、下側ハウジング１０１ａから上側ハウジング１０１ｂを取り
外し、プリンタ本体４００の一部を露出させた状態におけるプリンタ１００を上方から見
た状態を示している。図１０の下段においては、図１０の上段における上面図のＥ－Ｅ断
面を示している。
【００６２】
　図６、図７、図８、図９、図１０、図１１および図１２において、ハウジング１０１（
下側ハウジング１０１ａ）内には、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１を覆う
外装カバー６００が設けられている。外装カバー６００は、絶縁材料を用いて形成されて
いる。外装カバー６００は、ハウジング１０１（下側ハウジング１０１ａ）に取り付けら
れることにより、当該ハウジング１０１（下側ハウジング１０１ａ）の内側においてプリ
ンタ１００が備える各部の駆動にかかる電気系統部品を覆う。
【００６３】
　外装カバー６００は、電気系統部品の一部が設けられた側の一方のシャフトペーパーガ
イド５０１における、用紙保持部２０２が保持する用紙２０１に対向する面５０１ａを露
出させる開口６０１を備えている。開口６０１は、一方のシャフトペーパーガイド５０１
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に設けられた切り欠き部５０１ａを外部に開放する。用紙保持部２０２が保持する用紙２
０１は、巻回された状態における側面を、シャフトペーパーガイドにおける外装カバー６
００から露出する面に当接させることにより、プリンタ１００における位置決めがなされ
る。
【００６４】
　上記のように、シャフトペーパーガイド４０２、５０１は、所定厚さの金属製の板状部
材を板金加工することによって形成されているため、加工精度が高い。同様に、ボトムフ
レーム４０１は、所定厚さの金属製の板状部材を板金加工することによって形成されてい
るため、加工精度が高い。このボトムフレーム４０１に固定されたシャフトペーパーガイ
ド５０１に、用紙保持部２０２が保持する用紙２０１の側面を当接させて当該用紙２０１
の位置決めをおこなうことにより、プリンタ１００における用紙２０１の位置を精度よく
定めることができる。
【００６５】
　外装カバー６００は、電気系統部品が設けられていない側のシャフトペーパーガイド４
０２に設けられた切り欠き部４０２ａを外部に開放する開口６０２を備えている。外装カ
バー６００は、ハウジング１０１（下側ハウジング１０１ａ）に取り付けられた状態にお
いて、開口６０１および開口６０２により、切り欠き部４０２ａ、５０１ａを外部に開放
した状態で一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１を覆う。外装カバー６００は、
底部８０１と誘導部８０２とを備えている。底部８０１は、用紙保持部２０２が保持する
用紙２０１の外径に沿った円弧状をなす。
【００６６】
　誘導部８０２は、底部８０１に連続し、ヘッドユニット２０３から用紙保持部２０２に
向かって用紙保持部２０２側ほど位置が低くなるように、ボトムフレーム４０１に対して
傾斜している。誘導部８０２を設けることにより、ハウジング１０１内に収容される用紙
２０１が、記録動作に際してヘッドユニット２０３側に引っ張られた場合にも、ロールの
状態のまま手前側にせり出してくることを抑制することができる。
【００６７】
　外装カバー６００は、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１のうち、電気系統
部品が設けられていない側のシャフトペーパーガイド４０２を覆う側壁部６０３を備えて
いる。開口６０２は、側壁部６０３の一部を切り欠くことによって形成されている。図１
１および図１２に示すように、外装カバー６００は、プラスチック材料による射出成形な
どの方法により形成された一部材によって実現される。
【００６８】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００は、略箱形状をな
すハウジング１０１と、ハウジング１０１内に設けられ、記録媒体の搬送経路を間にして
対向配置された一対のフレームとしてのシャフトペーパーガイド４０２、５０１と、一対
のシャフトペーパーガイド４０２、５０１の上端にそれぞれ設けられた切り欠き部４０２
ａ、５０１ａと、長尺状の用紙２０１がロール状に巻回される巻き芯の内側に挿入された
状態で切り欠き部４０２ａ、５０１ａに両端を支持されることにより、用紙をハウジング
１０１から引き出し可能に保持するシャフト４０３と、を備える。また、この実施の形態
のプリン１００タは、ハウジング１０１内に設けられて絶縁材料を用いて形成され、切り
欠き部４０２ａ、５０１ａを外部に開放する開口６０１、６０２が設けられ、当該開口６
０１、６０２を介して切り欠き部４０２ａ、５０１ａを外部に開放した状態で一対のシャ
フトペーパーガイド４０２、５０１を覆う外装カバー６００を備えたことを特徴としてい
る。
【００６９】
　この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００によれば、一対のフレームとしてのシャ
フトペーパーガイド４０２、５０１を板金部材などの金属材料を用いて形成することによ
り当該一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１の強度を確保することができ、かつ
、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１を金属材料を用いて形成した場合にも、
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当該一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１に塗装処理を施すことなく、外装カバ
ー６００により一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１を覆うだけで、容易かつ確
実に当該一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１を外部から絶縁することができる
。これにより、大径のロール紙を保持する強度を確保したプリンタ１００にかかる製造コ
ストの低減を図ることができる。
【００７０】
　また、この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００によれば、外装カバー６００に切
り欠き部４０２ａ、５０１ａが設けられているため、外装カバー６００によって一対のシ
ャフトペーパーガイド４０２、５０１を覆うだけで、一対のシャフトペーパーガイド４０
２、５０１を外部から絶縁した状態でシャフト４０３の両端を一対のシャフトペーパーガ
イド４０２、５０１によって確実に支持する状態を、容易かつ確実に構成することができ
る。これにより、プリンタ１００の製造工数を抑えるとともにプリンタ１００の製造にか
かる作業者の負担軽減を図ることができ、プリンタ１００の製造にかかるコストの低減を
図ることができる。
【００７１】
　また、この発明にかかる実施の形態のプリンタ１００は、ハウジング１０１内に設けら
れ、プリンタ１００が備える各部の駆動にかかる電気系統部品（図示を省略する制御基板
および電源基板、インターフェイス基板５２０、中継基板５３０、リボン基板５４０、各
種のケーブルなど）を備え、外装カバー６００が、さらに、電気系統部品を覆うことを特
徴としている。
【００７２】
　この発明にかかる実施の形態のプリンタによれば、１つの外装カバー６００をハウジン
グ１０１内に装着するだけで、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１および電気
系統部品を覆い、一対のシャフトペーパーガイド４０２、５０１および電気系統部品を外
部から絶縁することができる。これにより、プリンタ１００の製造工数を抑えるとともに
プリンタ１００の製造にかかる作業者の負担軽減を図ることができ、プリンタ１００の製
造にかかるコストの低減を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　以上のように、この発明にかかるプリンタは、長尺状の用紙をロール状に巻回した用紙
を記録対象とするプリンタに有用であり、特に、大型で重量のあるロール紙を記録対象と
するプリンタに適している。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　プリンタ
　２０２　用紙保持部
　４０２、５０１　シャフトペーパーガイド
　４０２ａ、５０１ａ　切り欠き部
　６００　外装カバー
　６０１、６０２　開口
　６０３　側壁部
　８０１　底部
　８０２　誘導部
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