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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状部材を搬送する搬送ローラに合わせて設置し、前記搬送ローラを支持するため
の軸受であって、
　軸受本体と、該軸受本体の高さ位置調整用の楔体と、取付面へ前記軸受本体をシート状
部材を搬送方向で位置変更可能に取り付けるためのブラケットとからなり、
　前記軸受本体の上部に、前記搬送ローラを支持するため上方が開いている受け部を設け
、
　前記軸受本体が、前記楔体を挿入可能な凹部を備え、
　前記ブラケットを、シート状部材の搬送方向に沿って位置変更可能に前記取付面へ固定
可能とし、
　前記ブラケットの前記取付面への固定位置をシート状部材の搬送方向に沿って変更し、
かつ、前記軸受本体を前記楔体により上方へ押し上げて、搬送用ローラに対して前記受け
部を下方から沿わせて設置可能としてなり、
　前記凹部が、前記楔体の上面と斜面同士の接触で上下動するための斜面状の天井面を備
え、
　前記ブラケットが、該ブラケットをシート状部材の搬送方向に沿って位置変更可能に前
記取付面へ固定するためのネジを通す長孔を備え、
　前記軸受本体を前記楔体により上方へ押し上げ、前記長孔により前記ブラケットの前記
取付面への固定位置をシート状部材の搬送方向に沿って変更可能としてなる、
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ことを特徴とする搬送ローラの軸受。
【請求項２】
　請求項１の軸受であって、
　前記軸受本体が、前記楔体を挿入する前記凹部と反対側の面に複数のネジ穴を有し、
　前記ブラケットが、前記軸受本体の前記ネジ穴を設けた面に向き合う面に、前記軸受本
体と、該軸受本体の前記凹部に挿入した前記楔体とを固定するためのネジを通す孔を有す
ることを特徴とする搬送ローラの軸受。
【請求項３】
　請求項１または２の軸受であって、
　前記ブラケットが、該ブラケットを前記取付面へ固定するための長孔を備え、前記取付
面へ固定可能な取り付け面部を一対備え、該一対の取り付け面部それぞれが、前記長孔を
一対ずつシート状部材の搬送方向に沿って備えることを特徴とする搬送ローラの軸受。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかの軸受を用い、シート状部材を搬送することを特徴とする
搬送装置。
【請求項５】
　請求項４の搬送装置を用い、シート状部材を搬送することを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の搬送装置を用い、シート状部材を搬送することを特徴とする画像処理
装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ、プリンタ、複写機、これらの少なくとも二つの機能を有する
複合機等の画像形成装置、スキャナ機能を有する画像読取装置等の画像処理装置に関し、
詳細には広幅のシート状部材を搬送するための丸棒状の搬送ローラを支持するための軸受
、該軸受を用いた搬送装置、画像形成装置、画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広幅のシート状部材を取り扱う画像形成装置や画像処理装置においては、用紙やシート
、シート状の記録媒体等（以下、これらを用紙という）を搬送ローラによって搬送し、こ
の用紙に画像形成を行ったり、該用紙に描かれている画像を読み取ったりするものが知ら
れている。この種の画像形成装置や画像処理装置においては、下側の搬送ローラと上側の
従動ローラとで構成するグリップ部で、プラテン上の用紙を挟み、用紙の下側に位置する
ことになる丸棒状の搬送ローラの回転によって用紙を搬送ローラの軸線方向と直交する方
向に搬送しながら、例えば搬送ローラの近傍において用紙に対してその搬送方向と直交す
る方向に印字を行ったりする。
【０００３】
　このような画像形成装置や画像処理装置で広幅の用紙を扱うものでは、搬送ローラとし
て、用紙の搬送方向と直交する方向の全域にわたって設け得る比較的長軸の丸棒状ものを
用いることが多い。ところが搬送ローラの軸長が長いと、用紙を挟むために上から従動ロ
ーラで押さえつけるために撓みが発生してしまうことがある。特に搬送ローラの軸線方向
の中央部付近では撓みが大きくなりやすい。このような撓みを抑制するため、搬送ローラ
の途中部位に軸受を設置し、撓みを抑える技術が知られている。しかしながら従来、この
ような軸受にその取付面（例えばプラテンステー等）の面精度によって軸受の倒れ等が発
生しやすく、搬送ローラを真直に支持することができず、搬送ローラが下側から支える状
態になる従動ローラの真直をも損ねてしまうことがあった。そしてこのような状態になる
と、搬送する用紙にスキューやシワが発生しかねないという問題があった。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上述のような従来の問題点にかんがみ、搬送ローラの途中に軸受を配置する
搬送装置や画像形成装置、画像処理装置、例えば広幅の用紙を取り扱う搬送装置等におい
て、軸受によって搬送ローラの真直を保ち得るようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の搬送ローラの軸受は、シート状部材を搬送する搬送ローラに合わせて設置し、
前記搬送ローラを支持するための軸受であって、軸受本体と、該軸受本体の高さ位置調整
用の楔体と、取付面へ前記軸受本体をシート状部材を搬送方向で位置変更可能に取り付け
るためのブラケットとからなり、前記軸受本体の上部に、前記搬送ローラを支持するため
上方が開いている受け部を設け、前記軸受本体が、前記楔体を挿入可能な凹部を備え、前
記ブラケットを、シート状部材の搬送方向に沿って位置変更可能に前記取付面へ固定可能
とし、前記ブラケットの前記取付面への固定位置をシート状部材の搬送方向に沿って変更
し、かつ、前記軸受本体を前記楔体により上方へ押し上げて、搬送用ローラに対して前記
受け部を下方から沿わせて設置可能としてなり、前記凹部が、前記楔体の上面と斜面同士
の接触で上下動するための斜面状の天井面を備え、前記ブラケットが、該ブラケットをシ
ート状部材の搬送方向に沿って位置変更可能に前記取付面へ固定するためのネジを通す長
孔を備え、前記軸受本体を前記楔体により上方へ押し上げ、前記長孔により前記ブラケッ
トの前記取付面への固定位置をシート状部材の搬送方向に沿って変更可能としてなる、こ
とを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、搬送ローラの途中に設ける軸受の位置調整を行って、広幅の用紙等の
シート状部材等を取り扱う搬送装置や、画像形成装置、画像処理装置において、搬送ロー
ラの真直を保ち得るように軸受を設置、調整可能となるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係る搬送ローラの軸受の装備対象となる画像形成装置の一例を示す概念
的斜視図
【図２】同断面図
【図３】図１、図２に示したような画像形成装置の装置本体に設けた、ガイドロッド、レ
ジストローラ、レジスト加圧ローラ、プラテン等を示す斜視図
【図４】図３の状態から一部のプラテンを取り外した状態を示す斜視図
【図５】図３、図４における用紙の排出方向に沿った断面図
【図６】図５（Ａ）の状態の斜視図（Ａ）、図５（Ｂ）の状態の斜視図（Ｂ）
【図７】図６（Ａ）の状態を背後から見て示す図
【図８】軸受本体を示す斜視図
【図９】本発明の第２の実施形態を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜実施形態１＞
　本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　まず、図１及び図２を参照して、本発明の実施対象となる画像形成装置の一例の全体と
その要部の構成と動作を説明する。図中矢印で示した上下方向Ｚに直交する、これも図中
矢印で示した前後方向Ｘにおいて、図１における装置本体１の左側が前面１Ｆ（正面）側
であり、右側が後（奥）側である。上下方向Ｚ及び前後方向Ｘに直交するとともに図１の
紙面を貫通する方向が主走査方向Ｙ（図２参照）であり、シート幅方向（用紙幅方向）に
相当する。
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【０００９】
　画像形成部３は、インクジェット記録方式で画像形成を行う構成である。図２に示すよ
うに、本インクジェット記録装置は、シリアル型インクジェット記録装置であるなお本発
明はこのタイプの画像形成装置での実施には限定されない。
【００１０】
　図示の画像形成装置は、装置本体１の内部にスプール軸受台１０１ａを備える。スプー
ル軸受台１０１ａは、長尺の用紙を巻き回した複数のシートロール紙４ａ、４ｂから用紙
１０をそれぞれ繰り出し可能に支持するシートロール支持部としての機能・構成を有して
いる。なお図示の例ではシートロールは２巻を装着できるようになっているが、本発明で
は１巻のみ、あるいは３巻以上等であっても差し支えない。
【００１１】
　また画像形成部３に対応して装置本体１の内部には、ガイドロッド１８及びガイドレー
ル１９が図示しない側板に掛け渡してある。これらガイドロッド１８及びガイドレール１
９にキャリッジ２０が主走査方向Ｙに摺動可能に保持してある。キャリッジ２０には、ブ
ラック（Ｋ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の各色のインク滴を吐出
する液体吐出ヘッドである液体記録ヘッド（図示せず）が搭載してある。これら図示せぬ
各液体記録ヘッドには、図示は省略するが、各液体記録ヘッドにインクを供給するサブタ
ンクを一体的に備えている。
【００１２】
　キャリッジ２０を主走査方向Ｙに移動走査する主走査機構は、主走査方向Ｙの一方側（
図１において左斜め上方）に配置された駆動モータ２１と、この駆動モータ２１の出力軸
に連結して駆動モータ２１によって回転駆動される駆動プーリ２２と、主走査方向Ｙの他
方側（図１において右斜め下方）に配置した従動プーリ２３と、駆動プーリ２２と従動プ
ーリ２３との間に巻き掛けベルト部材２４とを備えている。従動プーリ２３は、図示しな
いテンションスプリングによって外方、すなわち駆動プーリ２２から離れる方向にテンシ
ョンが掛けられている。またベルト部材２４は、キャリッジ２０背面側に設けられたベル
ト固定部にその一部分が固定保持され、それによってキャリッジ２０を主走査方向Ｙに牽
引するようになっている。
【００１３】
　キャリッジ２０の主走査位置を検知するためのエンコーダシート（図示せず）がキャリ
ッジ２０の主走査方向Ｙに沿って配してある。キャリッジ２０に設けたエンコーダセンサ
（図示せず）によって、前記エンコーダシートを読み取る。このキャリッジ２０における
主走査領域のうち、記録領域では上段のシートロール紙４ａまたは下段ロール紙４ｂから
後述するように繰り出されて搬送されてきた用紙１０が、搬送手段（ローラ対９ａ、９ｂ
、丸棒状の軸状部材であるレジストローラ３４、及び後述するようにレジストローラ３４
の軸線方向で複数に分割した形態で配置してあるレジスト加圧ローラ３５など）により記
録領域へ搬送され、キャリッジ２０の移動方向である主走査方向Ｙと直交する副走査方向
（図１の前後方向Ｘのうちの前方向Ｘａである）に間欠的に搬送される。用紙１０は、キ
ャリッジ２０と対向するプラテン３６により案内される。プラテン３６の下方には吸引フ
ァンが設けてあり、プラテン３６に形成した吸引孔により用紙１０が吸着される。
【００１４】
　また、主走査領域のうちの一方の端部側領域（図において右斜め下方側）には、キャリ
ッジ２０内の各液体記録ヘッドの維持回復を行う維持回復機構２５が配置され、さらに、
各液体記録ヘッドのサブタンクに供給する各色のインクを収容したメインカートリッジ２
６が装置本体１に対して着脱自在に装着される。なお図１においては、画像形成部３で画
像が記録された用紙を所定の長さに切断するシート切断手段としてのカッタ２７が配置し
てある。このカッタ２７は、複数のプーリ（そのうちの１つのプーリは駆動モータに連結
されている）間に掛け渡されたワイヤやタイミングベルトに固定され、駆動モータにより
プーリを介してワイヤやタイミングベルトが主走査方向Ｙに移動することで用紙を所定の
長さに切断する公知のものからなる。
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【００１５】
　図３は、図１、図２に示したような画像形成装置の装置本体１に設けた、ガイドロッド
１８、レジストローラ３４、レジスト加圧ローラ３５、プラテン３６、及び装置本体１を
構成する一側の側板２００を示す斜視図である。他側の側板２００は図示を省略してある
。同じく図示を省略した画像形成部３は、おおむねプラテン３６上に装着する。図中に矢
印で用紙排出のための搬送方向（以下、用紙の排出方向という）を示してある。
【００１６】
　プラテン３６は一体のものではなく、図３からもわかるように搬送ローラであるレジス
トローラ３４の軸線方向に沿って適宜数に分割してある。またレジスト加圧ローラ３５は
、上述のように、レジストローラ３４の軸線方向に沿って複数個が適宜間隔で開けて分割
配置してある。図示の例では、２個のレジスト加圧ローラ３５を組にして、そのような組
を複数設けた形態となっている。
【００１７】
　図４は、図３の状態から一部のプラテン３６を取り外した状態を示す斜視図である。こ
の図には、搬送ローラでありかつ丸棒状の外形を有するレジストローラ３４を支持するた
めの軸受３００、軸受３００のガイド軸３０１、軸受３００を取り付けるプラテンステー
４００、及びプラテンステー４００の側板２００側に設けた吸引ファン５００を示してあ
る。ガイド軸３０１は側板２００、２００間に装着する。図４（Ｂ）では詳細な図示を省
略してあるが、側板２００にはガイド軸３０１を上下方向での動きを許す孔と支持部材２
１０が設けてある。なお図示の例では支持部材２１０にプラテン３６とガイド軸３０１と
を通しているが、本発明はもちろんこの構造に限定されない。
【００１８】
　図５は、図３、図４における用紙の排出方向に沿った断面図で、（Ａ）は軸受３００が
レジストローラ３４を支持している状態、（Ｂ）はレジストローラ３４を搭載していない
状態を示している。また図６（Ａ）は図５（Ａ）の状態の斜視図、図６（Ｂ）は図５（Ｂ
）の状態の斜視図である。なお図６（Ｃ）はレジストローラ３４にはめ着けて軸受３００
の位置決めを行えるようにするためのジグ６００を示す正面図である。これらに図示した
ように、軸受３００は、軸受本体３１０と、高さ調整用の楔体３２０と、プラテンステー
４００へ軸受本体３１０を取り付けるためのブラケット３３０から主に構成してある。な
おジグ６００は、レジストローラ３４を支持するために軸受本体３１０が備える受け部（
後述する）の頂部がはまる間隔で下方への突部６０１、６０１を備えている。このジグ６
００を用いれば、軸受本体３１０の設置位置を概略設定することが簡易に行える。
【００１９】
　図７は軸受本体３１０を示す斜視図、図８は図６（Ａ）の状態を背後から見て示す図（
図４と同方向から見た図）である。これらの図からわかるように、軸受本体３１０は、略
中央部にガイド軸３０１を通す開口３１１を有し、ブラケット３３０への取付面側にはネ
ジ穴３１２、３１２と、凹部３１３を有する。また開口３１１の上部には、レジストロー
ラ３４を支持するための円弧状（半円よりも弧が短く、真直上方が開いていればよく、図
示の弧形状には限定されない）の受け部３１５が設けてある。図中３１６はジグ６００で
位置合わせするための凹溝である。
【００２０】
　軸受本体３１０のネジ穴３１２を設けた面とは反対側、すなわちプラテン３６側へ向く
面には、楔体３２０を挿入、装着するための凹部３１７が設けてある。この凹部３１７は
、図示のようにネジ穴３１２を設けた面側が高さが低くなるように斜面状に形成した天井
面を備えており（図中に符号３１７ａで示す）、図５からよくわかるように、楔体３２０
の上面の傾斜との接触によって楔効果を発揮し、軸受本体３１０の位置を上下させ得る。
なお軸受本体３１０は、楔体３２０によって上下させ得る構造であれば図示の例に限定さ
れず、種々の形状、構造を取ることができる。
【００２１】
　ブラケット３３０は、軸受本体３１０をネジ止めする正面部３３１、軸受本体３１０の
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側面に沿う側面部３３２、３３２、側面部３３２からそれぞれ外方へ伸びるように直角に
折り曲げた取り付け面部３３３、３３３から構成してある。
【００２２】
　正面部３３１には、軸受本体３１０と、楔体３２０を固定するためのネジ３３４を通す
孔３３５が複数個（図示の例では３個）設けてある。孔３３５を設ける正面部３３１は、
軸受本体３１０と、詳細には凹部３１７と対向する位置の面（軸受本体３１０のネジ穴３
１２を設けた面と向き合う面）とする。また孔３３５の個数は軸受本体３１０と楔体３２
０側のネジ穴３１２の個数に合わせればよい。図示の例では、軸受本体３１０を固定する
ために上側に２個、楔体３２０を固定するために下側中央に１個設けてある。なお図示は
していないが、孔３３５は、上下方向に長い長孔としておき、軸受本体３１０と楔体３２
０側のネジ穴３１２との位置決めに余裕を持たせることが好ましい。
【００２３】
　側面部３３２は、軸受本体３１０の開口３１１へガイド軸３０１を通すのに邪魔になら
ないよう、図示のようにガイド軸３０１が通る箇所を切り欠いた段付き形状にしてある。
【００２４】
　また、取り付け面部３３３には、プラテンステー４００のネジ穴４０１へ固定するため
のネジ３３６を通す長孔３３７が設けてある。長孔３３７へネジ３３６を通して固定する
位置を変えれば、ブラケット３３０の固定位置を用紙の排出方向に沿って調整することが
できる。
【００２５】
　なお、軸受本体３１０の固定位置をレジストローラ３４の直下とするために図示の実施
形態ではプラテンステー４００の縦面部分を切り欠いて上面を用紙の排出方向とは逆方向
へ延ばしてある（延設部分を符号４０２で示してある）が、プラテンステー４００の形状
や位置、構造によってはこのような部分が不要になることもあり得るので、本発明は図示
の形態の形状には限定されない。
【００２６】
　図５に戻って楔体３２０の形状、構造を説明する。楔体３２０は、図示のように、楔部
分３２１と、楔部分３２１よりも用紙の排出方向とは逆方向側に位置させる立ち上がり部
分３２２とから構成してある。図示の例では楔部分３２１を中空部分（あるいは断面が矩
形の溝状部分）としてあるが、この形態に限定されることはない。また立ち上がり部分３
２２は、上端から楔部分３２１の上面近くまで達するＵ字状の溝（以下、Ｕ溝という）３
２３が設けてある。このＵ溝３２３の下端近傍には、ブラケット３３０の正面部３３１に
設けた孔３３５のうち最下の孔３３５を通したネジ３３４用のネジ部３２４が設けてある
。なお、楔体３２０の形状、構造は、図示の例のものには限定されず、少なくとも楔とし
て軸受本体３１０に作用する形状であればよく、種々の形状、構造のものを採用できる。
【００２７】
　以上説明してきたように、本実施形態で搬送ローラであるレジストローラ３４の真直を
妨げることなく軸受３００を設置し、用紙を真っ直ぐに搬送することができるようにする
には、一方の側板２００と図示を省略した他方の側板２００の間に真直に通したレジスト
ローラ３４の下側へ、レジストローラ３４の真直度を変えないように軸受３００の軸受本
体３１０を設置すればよい。そのためにはまず、
（１）ブラケット３３０を、長孔３３７を利用してプラテンステー４００上に仮止めして
おき、
（２）ブラケット３３０の側面部３３２、３３２間の内側で適宜の位置（具体的にはほぼ
中央へ）へ、軸受本体３１０と、その凹部３１３内へ組み合わせた楔体３２０を置き（こ
の状態では軸受本体３１０を楔体３２０で押し上げない。凹部３１３がレジストローラ３
４へ接触させるのは後の作業工程で行う）、
（３）軸受本体３１０の開口３１１へガイド軸３０１を通して側板２００間でガイド軸３
０１の端部を支持し、軸受本体３１０の受け部３１５をレジストローラ３４の真下に位置
させ、
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（４）長孔３３７での仮止めを利用してブラケット３３０を移動させ、軸受本体３１０の
ネジ穴３１２を設けた面にブラケット３３０の正面部３３１を当接させ、
（５）楔体３２０を軸受本体３１０の凹部３１３内へ押し込んでいって軸受本体３１０を
ガイド軸３０１ごとブラケット３３０の正面部３３１に沿わせて押し上げ、
（６）軸受本体３１０の受け部３１５にレジストローラ３４（図示の例では傷つき防止用
の処理を施した部分３４ａが凹部３１３との対応部分となっている）を入り込ませ（この
とき軸受本体３１０はガイド軸３０１を中心にわずかに回転し、レジストローラ３４に凹
部３１３がはまる）、
（７）レジストローラ３４の真直度を変えるほどの力を掛けないように注意しつつ受け部
３１５でレジストローラ３４を支持させ、
（８）ブラケット３３０の正面部３３１を軸受本体３１０接触させたまま（レジストロー
ラ３４と軸受本体３１０、楔体３２０の位置を変えないようにする）、仮止めした２本の
ネジ３３６を本締めし、
（９）ついで、ブラケット３３０の正面部３３１の外側から軸受本体３１０のネジ穴３１
２、３１２へ２本のネジ３３４をねじ込み、楔体３２０のＵ溝３２３に設けたネジ部３２
４に１本のネジ３３４をねじ込み、各構成部材の位置を固定する（ただし、楔体３２０の
ネジ部３２４にネジ３３４をねじ込む際には、楔体３２０の位置を変えないように、換言
すれば楔体３２０の位置が変わらない程度に緩く締め込む）。
【００２８】
　以上の作業によって、軸受３００によってレジストローラ３４との鉛直方向を合わせる
ことだけでなく、真直に取り付けたレジストローラ３４の真直度を変えることなく軸受３
００によってレジストローラ３４を支持でき、レジストローラ３４、レジスト加圧ローラ
３５を平行位置に揃えることが可能になる。このことで、レジストローラ３４での用紙の
スキューやシワの発生をなくすことができる。
【００２９】
　また、軸受３００の凹部３１３とレジストローラ３４の外周面とを軸受本体３１０の上
下動及び用紙搬送方向での位置移動によって合わせ、ネジ３３４で軸受本体３１０の位置
を固定するので、取付面であるプラテンステー４００の面精度の影響を受けないで軸受３
００を設置できる。すなわち、プラテンステー４００の面精度が低くても（平坦でなくて
も）、軸受本体３１０を楔体３２０で上方へ押し上げて凹部３１３をレジストローラ３４
の外周面にならわせてしまえばよいので、プラテンステー４００の面精度の低さはあまり
問題にはならない。
【００３０】
＜実施形態２＞
　図９（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第２の実施形態を示す斜視図である。この実施形態２
は、先に説明した実施形態１とは、ブラケット３３０の取り付け面部３３３と、プラテン
ステー４００の縦面部分の切り欠き形態とが異なっている。その他の構成は実施形態１と
ほぼ同一であるので説明を省略する。
【００３１】
　すなわち、ブラケット３３０の取り付け面部３３３、３３３には２個の長孔３３７ａ、
３３７ｂがそれぞれ設けてある。また、プラテンステー４００の縦面部分の切り欠き部分
はブラケット３３０の取り付け面部３３３、３３３に合わせて２個設けてあり（延設部分
を符号４０２ａ、４０２ａで示す）、延設部分４０２ａの先端側、すなわち用紙の排出方
向とは逆方向のセンタ側には位置決め用の截頭ピン４０３、４０３を設けて長孔３３７ａ
が嵌るようになっている。
【００３２】
　この実施形態２では、ブラケット３３０を用紙の搬送方向に沿わせてプラテンステー４
００上にセットすることが容易に行える。この実施形態２の孔３３５は、図示のように上
下方向に長い長孔としてある。実施形態１のブラケット３３０に設ける孔３３５もこのよ
うな形態とすることが好ましいことは既述のとおりである。
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【００３３】
　なお本発明は以上説明した実施形態に限定されるものではなく、多くの変形が本発明の
技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１　　　　：装置本体
３　　　　：画像形成部
４ａ　　　：シートロール紙
４ｂ　　　：下段ロール紙
１０　　　：用紙
１８　　　：ガイドロッド
１９　　　：ガイドレール
２０　　　：キャリッジ
２１　　　：駆動モータ
２２　　　：駆動プーリ
２３　　　：従動プーリ
２４　　　：ベルト部材
２５　　　：維持回復機構
２６　　　：メインカートリッジ
２７　　　：カッタ
３４　　　：レジストローラ
３４ａ　　：部分
３５　　　：レジスト加圧ローラ
３６　　　：プラテン
１０１ａ　：スプール軸受台
２００　　：側板
２１０　　：支持部材
３００　　：軸受
３０１　　：ガイド軸
３１０　　：軸受本体
３１１　　：開口
３１２　　：ネジ穴
３１３　　：凹部
３１５　　：受け部
３１６　　：凹溝
３１７　　：凹部
３２０　　：楔体
３２１　　：楔部分
３２２　　：立ち上がり部分
３２３　　：Ｕ溝
３２４　　：ネジ部
３３０　　：ブラケット
３３１　　：正面部
３３２　　：側面部
３３３　　：取り付け面部
３３４　　：ネジ
３３５　　：孔
３３６　　：ネジ
３３７、３３７ａ　：長孔
４００　　：プラテンステー
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４０１　　：ネジ穴
４０２ａ　：延設部分
４０３　　：截頭ピン
５００　　：吸引ファン
６００　　：ジグ
６０１　　：突部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３５】
【特許文献１】特開２０１１－０８５６５９号公報
【特許文献２】特許第４０２７１６６号公報
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