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(57)【要約】
【課題】安定的にインクリボンの先頭検知ができ、イン
クリボンの余白を低減する。
【解決手段】印刷装置は、記録シート２を支持するため
のプラテン１４と、サーマルヘッド１５を保持し、サー
マルヘッドがプラテンに圧接する圧接状態およびプラテ
ンと離間する離間状態になるように、移動可能に構成さ
れたヘッド保持部１６と、サーマルヘッドとプラテンと
の間の記録領域に、インクリボン３および記録シートを
互いに重なった状態で搬送する搬送機構と、ヘッド保持
部に設けられた反射面３３と、記録領域を通過して記録
シートから引き剥がされたインクリボンの通路を挟んで
反射面と対向する側に設けられ、インクリボンに施され
ているマーカーを検出するリボンセンサ２４と、を備え
る。リボンセンサは発光素子３１および受光素子３２を
有する。反射面は、離間状態および圧接状態の両状態に
おいて、発光素子から入射した光を受光素子に到達させ
る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録シートを支持するためのプラテンと、
　サーマルヘッドを保持し、該サーマルヘッドが前記プラテンに圧接する圧接状態および
前記プラテンと離間する離間状態になるように、移動可能に構成されたヘッド保持部と、
　前記サーマルヘッドと前記プラテンとの間の記録領域に、インクリボンおよび記録シー
トを互いに重なった状態で搬送する搬送機構と、
　前記ヘッド保持部に設けられた反射面と、
　前記記録領域を通過して前記記録シートから引き剥がされた前記インクリボンの通路を
挟んで、前記反射面と対向する側に設けられ、前記インクリボンに施されているマーカー
を検出するリボンセンサと、を備え、
　前記リボンセンサは発光素子および受光素子を有し、
　前記反射面は、前記離間状態および前記圧接状態の両状態において、前記発光素子から
入射した光を前記受光素子に到達させるように構成されている、印刷装置。
【請求項２】
　前記反射面を一部に有し、前記圧接状態において前記記録シートから前記インクリボン
を引き剥がす起点となる剥離部材をさらに備え、
　前記剥離部材は前記ヘッド保持部に取り付けられている、請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記剥離部材は、少なくとも２つに折り曲げられた金属板からなり、
　折り曲げられた前記金属板の一方の平板部が前記ヘッド保持部に取り付けられており、
　前記反射面は前記金属板の前記一方の平板部に設けられており、
　前記金属板の、折り曲げられて形成される曲面部が、前記圧接状態において前記インク
リボンと前記記録シートとを引き剥がす起点となっている、請求項２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記剥離部材に設けられた前記反射面は、前記ヘッド保持部の移動方向に広がっている
、請求項２または３に記載の印刷装置。
【請求項５】
前記ヘッド保持部の一部である前記反射面が、前記ヘッド保持部の他の部分よりも前記ヘ
ッド保持部の移動方向に突出していることを特徴とする請求項４に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記ヘッド保持部の移動方向に対する前記反射面の長さが、前記離間状態から前記圧接
状態に移る際の、前記反射面の変位量よりも大きい、請求項１から５のいずれか１項に記
載の印刷装置。
【請求項７】
　前記ヘッド保持部は、前記サーマルヘッドが前記圧接状態および前記離間状態になるよ
うに、前記インクリボンの面に沿った回動軸を中心に回動可能に構成されている、請求項
１から６のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項８】
　前記離間状態と前記圧接状態との間の状態で、前記発光素子の光軸と前記反射面との角
度が直交する、請求項７に記載の印刷装置。
【請求項９】
　前記圧接状態で前記インクリボンから前記記録シートにインクを転写した後に、前記圧
接状態にあるときから前記離間状態になるまでの間に、前記リボンセンサによって前記マ
ーカーの検出動作を開始するように制御する制御装置をさらに有する、請求項１から８の
いずれか１項に記載の印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置に関し、特にインクリボンのマーカーを検知する手段を備える、熱



(3) JP 2011-110709 A 2011.6.9

10

20

30

40

50

転写方式の印刷装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタの印画方式には、サーマルヘッドを用いてインクリボンに塗布されたインクを
印画紙に熱転写することによって印画する熱転写方式がある。熱転写方式を採用する印刷
装置であるサーマルプリンタとして、インクリボンの搬送位置を検出するための手段を有
するものがある。
【０００３】
　従来のサーマルプリンタがインクリボンの搬送位置を検出する方法について、図７から
図１１を用いて説明する。図７は、従来のサーマルプリンタの印画機構の周辺の断面図で
ある。
【０００４】
　サーマルヘッド１０１はサーマルヘッドユニット１５０に固定支持されている。サーマ
ルヘッドユニット１５０は、図示しない回動中心を中心に回動可能になっており、本体の
メインフレームに支持されている。サーマルヘッド１０１に備えられた発熱体に対向して
、プラテンローラ１０２が回動可能に支持されている。サーマルヘッド１０１は、サーマ
ルヘッドユニット１５０の回動にともない、プラテンローラ１０２に圧接したり、離間し
たりする。
【０００５】
　サーマルヘッドユニット１５０は、ヘッド駆動レバー１１０の回動にともなって回動す
る。ヘッド駆動レバー１１０の回動量の制御は、図示しない駆動系を介して、ヘッド駆動
モータ１３０の制御によって行われる。
【０００６】
　印画動作が開始されると、ヘッド駆動レバー１１０は所定量回転駆動されて、図７に示
すサーマルヘッド１０１がプラテンローラ１０２から離間した離間状態になる。
【０００７】
　次に、インクリボン１０５を巻き上げてインクリボンの頭出し搬送を行い、インクリボ
ン１０５の先頭色領域（最初に熱転写する色のインクが塗布された領域）が、サーマルヘ
ッド１０１の直下に位置するようにする。
【０００８】
　次に、搬送ローラ対１０３が、印画紙１０４を狭持した状態で回動し、印画紙１０４を
印画開始位置まで搬送する。このようにして、印画紙１０４への印画準備が完了する。搬
送ローラ対１０３の駆動およびインクリボン１０５の巻上げは、それぞれ図示しない駆動
系を介して同一の搬送モータ１３１によって行われる。
【０００９】
　ここで、インクリボンの頭出し搬送について説明する。図８は、一般的なインクリボン
１０５の一部領域を示したものである。インクリボン１０５には、イエロー、マゼンタ、
シアン、オーバーコートの、各色のインクが塗布されており、各色のインクが塗布された
領域の間には透光性のない黒色のマーカー１２０が施されている。
【００１０】
　図７に示す離間状態において、通常、フォトリフレクタ１０６から発せられた光は、サ
ーマルヘッドユニット１５０に取り付けられた反射板１０７で反射し、フォトリフレクタ
１０６の受光部に到達する。しかし、インクリボン１０５に塗布された黒色のマーカー１
２０がこの光経路上を通過すると、光は遮られ、フォトリフレクタ１０６の受光部に光が
届かなくなる。これにより、黒色マーカー１２０を検出することが出来る。
【００１１】
　また、図８に示すように、印画中の一番初めに転写される一色目（図示の例ではイエロ
ー）のインクの前には、マーカー１２０は２本印刷されている。これによって、一色目の
インクの先頭とそれ以外の色のインクの先頭とを区別することができる。従って、フォト
リフレクタ１０６からの光の光路上に２本目のマーカー１２０が位置したことを検知した
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時点で、インクリボン１０５の搬送を止め、インクリボンの頭出し搬送が完了する。
【００１２】
　インクリボンの頭出し、および印画紙の頭出し搬送が完了すると、ヘッド駆動レバー１
１０は所定量回転駆動される。これにより、図９に示すように、サーマルヘッド１０１が
プラテンローラ１０２に圧接された圧接状態に移行する。そして、サーマルヘッド１０１
は、入力された画像に応じて各発熱体を選択的に発熱させる。これにともなって、搬送ロ
ーラ対１０３が印画時の搬送方向に印画紙１０４を搬送しつつ、リボン巻き上げ機構がイ
ンクリボン１０５を搬送する。これにより、インクリボン１０５のインクが、印画紙１０
４に転写され、印画紙１０４にイエローの画像が形成される。
【００１３】
　インクの転写が行われたインクリボン１０５は、熱により印画紙１０４に貼り付いた状
態であるが、剥離部材１０８の先端を起点として印画紙の搬送方向とは異なる方向に搬送
され、印画紙１０４から引き剥がされる。
【００１４】
　イエローの画像の形成が終了した時点の様子が図１０に示されている。画像形成が終了
すると、サーマルヘッド１０１の発熱体１５１の発熱が停止される。このとき、発熱体１
５１から剥離部材１０８の先端（印画紙とインクリボンが引き剥がされている起点）まで
の間の距離Ａにおいては、印画紙１０４とインクリボン１０５とは互いに張り付いた状態
にある。そのため、サーマルヘッド１０１をプラテンローラ１０２から離間させつつ（離
間状態）、印画紙１０４とインクリボン１０５とを搬送し、印画紙１０４とインクリボン
１０５とを積極的に引き剥がす剥離動作を行う。印画紙１０４およびインクリボン１０５
を十分に搬送させ、両者が剥離したところで搬送モータ１３１の駆動を止め、剥離動作は
完了する。
【００１５】
　次に、インクリボン１０５を、次色（マゼンダ）のインクの先頭まで搬送し、印画紙１
０４を印画開始位置まで戻す。そして、サーマルヘッド１０１をプラテンローラ１０２に
圧接させ（圧接状態）て、次色のインクで印画動作を行う。
【００１６】
　この動作を繰り返すことにより、イエローの画像の上に、マゼンタの画像およびシアン
の画像を重ねて、目的のフルカラー画像が形成される。
【００１７】
　図１１は、インクリボン１０５に印刷されたマーカー１２０の位置と、各色のインクが
施され、ヘッドの発熱を受ける領域（転写領域Ｒ）との、位置関係を示したものである。
【００１８】
　各色のインクの先頭に施されたマーカー１２０の後端と、次色のインクの転写領域の先
端との間には、余白Ｂが設けられている。この余白Ｂの長さは、図１０に示す、フォトリ
フレクタ１０６からの光がインクリボンに達する位置と発熱体１５１の位置との間の距離
Ｄに相当する。インクリボン１０５の頭出しを行うためには、フォトリフレクタ１０６が
マーカー１２０を検知した時点で、インクリボンの転写領域Ｒの先端が、サーマルヘッド
の発熱体１５１が設けられた場所に位置する必要がある。
【００１９】
　また、転写領域Ｒの後端と、次色のインクの先頭に設けられたマーカー１２０の先端と
の間にも、余白Ｃが設けられている。この余白Ｃは、剥離動作時のインクリボン１０５の
搬送距離から余白Ｂの長さを差し引いた長さよりも長く設定されている。この余白Ｃがあ
るために、剥離動作の完了後に、フォトリフレクタ１０６はインクリボンのマーカー１２
０を検知することができる。
【００２０】
　この余白Ｃがないと、剥離動作が完了したときに、次色のインクの先頭にあるマーカー
１２０が、フォトリフレクタ１０６から射出される光の光路を越えてしまう。そのため、
剥離動作の完了後に、インクリボン１０５を搬送しつつ、マーカー１２０を検知しようと
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しても、マーカー１２０を検知することが出来ず、次色のインクの頭出しができなくなっ
てしまう。
【００２１】
　このように、従来のインクリボンの頭出し搬送では、インクリボン上に、転写領域Ｒと
して使われない無駄な余白Ｂ，Ｃを形成する必要がある。このような余白Ｂ，Ｃは、イン
クリボン１０５の全長を増大させ、インクリボンカセットの大型化、高コスト化につなが
る。また、印画中に、インクリボンの余白Ｂ，Ｃの長さだけ余分にインクリボン１０５を
搬送する必要があり、印画にかかる時間が増大する。
【００２２】
　また、インクリボン１０５を余分に搬送することにより、インクリボン１０５にシワが
生じる機会が増し、そのシワのパターンが印画紙に印画され、印画の質が低下する虞が増
大するといった問題にもつながる。
【００２３】
　上記した問題点を鑑み、例えば、特許文献１では、インクリボンのマーカーを検出する
センサを、サーマルヘッドの発熱体と剥離部材の剥離起点との間に設置することが記載さ
れている。そして、センサからの光は、発熱体と剥離部材との間に位置するインクリボン
に照射される。この場合、センサからの光が照射される位置と発熱体の位置との間の距離
が短くなるため、マーカーと次色のインクの転写領域との間にある余白Ｂを短くすること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２４】
【特許文献１】特開２００６－１５９４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　特許文献１に記載の技術では、インクリボンと印画紙とが貼りついている部分に、セン
サからの光を照射する。そのため、インクリボンのマーカーを検出するために、センサ光
を、印画紙の表面で反射している。
【００２６】
　この場合、印画紙がプリンタ内でばたついたり、カールしたりすると、印画紙で反射し
た反射光の光路がばらつき、正常にインクリボンのマーカーを検知することができないと
いう課題がある。
【００２７】
　本発明の目的は、安定的にインクリボンの先頭検知ができ、インクリボンの余白を低減
することができるサーマルプリンタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記目的を達成するために、本発明の印刷装置は、記録シートを支持するためのプラテ
ンと、サーマルヘッドを保持し、該サーマルヘッドがプラテンに圧接する圧接状態および
プラテンと離間する離間状態になるように、移動可能に構成されたヘッド保持部と、サー
マルヘッドとプラテンとの間の記録領域に、インクリボンおよび記録シートを互いに重な
った状態で搬送する搬送機構と、ヘッド保持部に設けられた反射面と、記録領域を通過し
て記録シートから引き剥がされたインクリボンの通路を挟んで、反射面と対向する側に設
けられ、インクリボンに施されているマーカーを検出するリボンセンサと、を備え、リボ
ンセンサは発光素子および受光素子を有し、反射面は、離間状態および圧接状態の両状態
において、発光素子から入射した光を受光素子に到達させるように構成されている。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、安定的にインクリボンの先頭検知ができ、インクリボンの余白を低減
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することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態における、印刷装置の断面概略図である。
【図２】図１の印刷装置の、離間状態における記録領域周辺の断面概略図である。
【図３】一実施形態における、圧接状態での印刷装置の記録領域周辺の概略断面図である
。
【図４】本発明の一実施形態における、印刷装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態における印画動作の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態における剥離部材および反射板の形状を示す概略斜視図であ
る。
【図７】従来のサーマルプリンタの、離間状態における印画機構部の断面概略図である。
【図８】一般的なインクリボンの一領域を示した概略平面図である。
【図９】従来のサーマルプリンタの、圧接状態における印画機構部の断面概略図である。
【図１０】従来のサーマルプリンタにおいて、印画動作が完了した瞬間の状態を示す印画
機構部の断面概略図である。
【図１１】従来のサーマルプリンタに用いられるインクリボンに施されたマーカーおよび
転写領域を示す概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施形態における印刷装置の断面概略図である。記録シート２及び
インクリボン３を収納するカセット１は、ロールシート収納部４、供給リボン収納部５、
および巻取りリボン収納部６から成る。
【００３３】
　ロールシート収納部４は、記録シート２が巻き回されたロールシートを収納する。供給
リボン収納部５は、供給リボンコア１０に巻き回された、使用前のインクリボン３を収納
する。巻取りリボン収納部６は、巻取りリボンコア１１に巻き回された、使用後のインク
リボン３を収納する。記録シート２は、印画紙のような紙であっても良く、例えばＯＨＰ
シートのようなプラスティックシートであっても良い。
【００３４】
　ロールシートの中心の穴部にはロールシートコア７が挿入されており、記録動作時には
、図示しないロールシート圧接機構が、ロールシートコア７を給送ローラ８に向かって付
勢する。
【００３５】
　給送ローラ８は図示しない駆動系を介して搬送モータ９に接続されており、搬送モータ
９の駆動によって給送ローラ８は回動可能になっている。ロールシートが給送ローラ８に
付勢されているときに、給送ローラ８が図中の時計回りに回動すると、記録シート２はロ
ールシート収納部４の外部に送り出される。給送ローラ８が反時計回りに回動すると、記
録シート２はロールシート収納部４の内部に収納される。
【００３６】
　巻取りリボンコア１１も、図示しない駆動系およびトルクリミッタを介して搬送モータ
９に接続されており、搬送モータ９の駆動により図中時計回りにのみ回転する。これによ
り、インクリボン３が巻き上げられる。
【００３７】
　ピンチローラ１３は搬送ローラ１２に圧接されており、両ローラ１２，１３間に侵入し
た記録シート２を狭持することができる。搬送ローラ１２も図示しない駆動系を介して搬
送モータ９に接続されており、搬送モータ９の駆動により両方向に回動が可能である。搬
送ローラ１２が図中時計回りに回動すると、記録シート２は、ロールシート収納部４から
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引き出される方向に搬送される。搬送ローラ１２が図中反時計回りに回動すると、記録シ
ート２は、ロールシート収納部４に引き込まれる方向に搬送される。
【００３８】
　搬送モータ９、給送ローラ８、搬送ローラ１２、ピンチローラ１３、後述する排送ロー
ラ２１、および後述する排送対向ローラ２２は、記録シート２およびインクリボン３を搬
送する搬送機構を構成している。
【００３９】
　サーマルヘッド１５は、ライン状に並べられた複数の発熱体を有しており、それらの発
熱体を選択的に発熱させることが出来る。サーマルヘッド１５は印刷装置の本体フレーム
に移動可能に支持されたヘッド保持部１６に保持されている。サーマルヘッド１５は、ヘ
ッド保持部１６に着脱可能になっていても良い。
【００４０】
　サーマルヘッド１５に対向してプラテン１４が設けられている。プラテン１４は、プラ
テン１４とサーマルヘッド１５の間の領域（記録領域）に、記録シートを支持する。本実
施形態では、プラテン１４は回動自由に保持されたローラ型のものを用いるが、プラテン
は１４平板型であっても良い。
【００４１】
　ヘッド保持部１６は、記録領域にある記録シート（およびインクリボン）の面に沿った
回動軸を中心として回動可能に構成されている。本体フレームによって回動可能に支持さ
れたヘッド駆動レバー１７は、図示しない駆動系を介してヘッド駆動モータ１８に接続さ
れている。ヘッド駆動モータ１８の駆動によって、ヘッド駆動レバー１７が図中時計回り
に回動すると、ヘッド駆動レバー１７は、ヘッド加圧プレート１９を介してヘッド保持部
１６を回動させる。これにより、サーマルヘッド１５がプラテン１４に圧接する（圧接状
態）。このとき、サーマルヘッド１５の発熱体が並べられた列が、サーマルヘッド１５と
プラテン１４とが接する線に一致する。
【００４２】
　ヘッド駆動レバー１７が図中反時計回りに回動すると、ヘッド駆動レバー１７に設けら
れたピンがヘッド保持部１６を押し上げる。これにより、サーマルヘッド１５がプラテン
１４から退避する方向に移動する（離間状態）。サーマルヘッド１５は、プラテン１４と
圧接された圧接状態と、またはプラテン１４から離間した離間状態との間を移動可能に構
成されている。また、サーマルヘッド１５が、上記の離間状態よりもさらにプラテン１４
から離れた待機状態に移動可能になっていても良い。
【００４３】
　デカールローラ２０は、本体フレームにその両端を保持されており、回動自在になって
いる。デカールローラ２０は、ロールシート収納部４から搬送ローラ１２に向かう記録シ
ート用経路と、サーマルヘッド１５近傍の記録シート用経路とが連結する点に配設され、
記録シート２をしごいてロールシートが有するカールを取り除く機能を持つ。
【００４４】
　サーマルヘッド１５には、図１中の紙面直交方向にライン状に複数の発熱体が配設され
たセラミック基板が搭載されている。サーマルヘッドが圧接状態にあるときには、発熱体
が並べられたラインがプラテン１４に接する。
【００４５】
　排送ローラ２１は、図示しない駆動系を介して搬送モータ９に接続されており、搬送モ
ータ９の駆動により両方向に回動可能になっている。排送ローラ２１が、時計回りおよび
反時計回りに回動すると、上述の搬送ローラ１２が記録シート２を搬送する方向と同じ方
向に、記録シート２を搬送する。排送対向ローラ２２は、図示しない保持部材により回動
自由にその両端を保持されている。
【００４６】
　サーマルヘッドが圧接状態および離間状態にある場合、保持部材は排送対向ローラ２２
を排送ローラ２１から離間させる。また、サーマルヘッドが退避状態にある場合には、保
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持部材は排送対向ローラ２２を排送ローラ２１に近づけて、排送対向ローラ２２を排送ロ
ーラ２１に圧接させる。
【００４７】
　カッター２３は、図示しない駆動系を介してヘッド駆動モータ１８に接続されており、
サーマルヘッド１５のポジションを移動させるときと反対の方向にヘッド駆動モータ１８
を駆動させることにより動作する。
【００４８】
　排送ローラ２１による記録シート２の搬送量は、搬送ローラ１２による記録シート２の
搬送量より大きく設定されている。そのため、記録シート２を狭持しながら搬送ローラ１
２から排送ローラ２１に向かって記録シート２を搬送すると、両ローラ２１，１２の間で
記録シート２は引っ張られた状態になる。このように、記録シート２に張力を加えた状態
でカッター２３を駆動することにより、記録シート２を良好に切断することが出来る。
【００４９】
　図２はサーマルヘッド１５が離間状態にあるときの、記録領域周辺の印刷装置の概略断
面図である。記録シートに記録を開始する前には、この離間状態において、搬送機構によ
り、記録シート２およびインクリボン３が記録開始位置まで搬送される（準備搬送）。
【００５０】
　インクリボン３には、例えばイエロー、マゼンタ、シアンおよびオーバーコートのよう
な各色のインク（透明のものを含む）が塗布されている。各色のインクが塗布されている
転写領域の間には、不透光性のマーカー（例えば黒色のマーカー）が施されている。この
マーカーは、インクリボンに塗布された、各色の転写領域の頭出しを行うための基準とし
て用いられる。
【００５１】
　インクリボン３に施されたマーカーを検出するためのリボンセンサ２４は、発光素子３
１と受光素子３２とを備える。発光素子３１は、例えば赤外線を発するものであって良く
、この場合、受光素子３２としては赤外線を受光するものが用いられる。インクリボンに
３に施されたマーカーは、発光素子３１が射出する光に対してのみ不透光性であれば良い
。
【００５２】
　印刷装置は、インクリボン３に施されたインクを記録シート２に熱転写する領域（記録
領域）を通過したインクリボン３および記録シート２を、互いに引き離す起点となる剥離
部材２５を有している。本実施形態では、この剥離部材２５の少なくとも一部が反射面３
３となっている。剥離部材２５は、金属板を２つに折り曲げて形成されている。
【００５３】
　反射面３３は、圧接状態および離間状態の両状態において、リボンセンサ２４の発光素
子３１から入射した光を、リボンセンサ２４の受光素子３２に到達させることができるよ
うに構成されている。サーマルヘッド１５が離間状態にあるとき、発光素子３１から射出
された光の中心線（以下、発光素子の光軸と呼ぶ。）と反射面３３との角度は、一例とし
て９２.５°になっている。
【００５４】
　リボンセンサ２４は、記録領域を通過して記録シート２から引き剥がされたインクリボ
ン３の通路を挟んで、反射面３３とは反対側に設けられている。
【００５５】
　図３は、サーマルヘッド１５が圧接状態にあるときの、印刷装置の記録領域周辺を示す
概略断面図である。圧接状態においては、インクリボン３のインクを記録シート２に転写
する記録動作が行われる。
【００５６】
　記録動作においては、搬送機構は、サーマルヘッド１５とプラテン１４との間に、互い
に重なった状態の記録シート２およびインクリボン３を搬送する。これに伴い、サーマル
ヘッド１５は、入力された所定の画像に応じて、各発熱体を選択的に発熱する。これによ
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り、インクリボンに塗布されている所望の単色画像が、記録シート２に転写される。この
記録動作を、イエロー、マゼンタ、シアンの３色分のインクについて繰り返し行うことに
より、記録シート２に所望のフルカラー画像を形成することが出来る。なお、フルカラー
画像を形成した後に、インクリボン３に塗布されているオーバーコートを、同様の記録動
作によって記録シート２に転写しても良い。
【００５７】
　圧接状態において、反射面３３は、リボンセンサ２４の発光素子３１の光軸に直交する
面から、リボンセンサ２４の方向に２．５°傾いている。つまり、圧接状態にあるとき、
発光素子３１から射出された光の中心線と反射面３３との角度は、一例として８７.５°
になっている。
【００５８】
　リボンセンサ２４の発光素子３１は、発光素子の光軸から１０°以内の角度方向におい
て、９０％以上の強度を有する光を射出する指向特性を有するものであることが好ましい
。また、リボンセンサ２４の受光素子３２は、受光素子の光軸から１０°以内の角度方向
において、９０％以上の感度となる指向感度特性を有するものであることが好ましい。こ
れにより、反射面３３が発光素子および受光素子の光軸に直交する面からそれぞれ±２.
５°傾いていても、問題なくインクリボンのマーカーを検知することが出来る。
【００５９】
　図４は、本実施形態の印刷装置の電気的構成を示したブロック図である。中央制御装置
（ＣＰＵ）２０１は印刷装置全体を制御する。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１に接続され
、制御プログラムなどが格納される。ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２に格納された制御プ
ログラムに従って動作する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の演算処理用のワークメモリ
として用いられ、また、操作部２０４を介して入力された各種設定データ等も一時的に格
納される。
【００６０】
　イメージバッファ２０６Ｙ、２０６Ｍ、２０６Ｃは、画像データ入力部２０５を介して
受信された画像データを格納する。イエローイメージバッファ２０６Ｙは、イエローの画
像データを一時的に格納し、マゼンダイメージバッファ２０６Ｍおよびシアンイメージバ
ッファ２０６Ｃは、それぞれ、マゼンタおよびシアンの画像データを一時的に格納する。
【００６１】
　サーマルヘッド駆動回路２０８は、サーマルヘッド１５に設けられた発熱体（不図示）
を駆動させる。ＣＰＵ２０１に接続されたドライバコントローラ２０７が、イメージバッ
ファ２０６Ｙ，２０６Ｍ，２０６Ｃに記録された画像データを用いて、サーマルヘッド駆
動回路２０８を制御する。このようにして記録動作が行われる。
【００６２】
　リボンセンサ２４は、インクリボンの頭出し動作時に、発光素子３１から発せられた光
を受光素子３２が受光する量によって、インクリボン上のマーカーを検出する。このマー
カーの検出に基づいて、インクリボン３の頭出しを行う。
【００６３】
　シート先端検知センサ２１１は、シート搬送路上の搬送ローラ１２の近傍に設けられて
おり、記録シート２の有無を検知できるフォトセンサである。
【００６４】
　ヘッド駆動モータ１８を駆動するためのヘッド駆動モータードライバ２０９は、ヘッド
駆動モータ１８を駆動させて、圧接状態、離間状態および退避状態のいずれかの状態にサ
ーマルヘッド１５を移動させる。
【００６５】
　搬送モータ９を駆動するための搬送モータードライバ２１０は、搬送モータ９を駆動さ
せることにより、記録シート２を目的の量だけ搬送する。また、搬送モータ９の駆動によ
りインクリボン３の巻上げも行うが、インクリボン３の搬送量を把握することは出来ない
。そのため、リボンセンサ２４によってインクリボンに施されたマーカーを検出して、イ



(10) JP 2011-110709 A 2011.6.9

10

20

30

40

50

ンクリボンの搬送位置を特定する。これによって、インクリボンの、各色のインクが塗布
された転写領域の頭出しが可能になる。
【００６６】
　次に、図５に示すフローチャートを用いて本実施形態における記録動作の流れを説明す
る。ユーザーが、印刷装置本体にカセット１を装填し、画像データ入力部２０５から取り
込まれた画像データの中から出力したい画像を操作部２０４によって選択し、記録動作を
実行すると、図５に示す流れにそって印刷装置が動作する。
【００６７】
　ステップＳ３０１では、ヘッド駆動モータ１８が回動することによりヘッド駆動レバー
１７が回動し、サーマルヘッド１５が図３に示す離間状態になる。
【００６８】
　次に、ステップＳ３０２では、インクリボンの頭出し搬送を行う。このとき、搬送モー
タ９を駆動させることにより、巻取りリボンコア１１を図３における時計回りに回動させ
て、インクリボンの巻上げ搬送を開始する。このとき、搬送ローラ１２も回動するため、
搬送ローラ１２が記録シート２を狭持していれば記録シート２もロールシート収納部４に
向けて搬送される。
【００６９】
　ステップＳ３０２ではインクリボンの頭出し搬送が行われるとともに、インクリボンの
マーカーの検出を開始する。図３に示す離間状態においては、リボンセンサ２４の発光素
子３１から発せられた光は、インクリボン３を通って、反射面３３で反射して、リボンセ
ンサ２４の受光素子３２に達する。
【００７０】
　インクリボン３に塗布された、各色に対応する頭出し用のマーカーが、リボンセンサ２
４から射出された光の光路上を被うと、受光素子３２に達する光の光量が低下する。この
受光量の低下が、インクリボンの頭出し完了のトリガーとして用いられ、搬送モータ９の
駆動を停止する。このとき、インクリボンの各色の転写領域が、サーマルヘッドの発熱体
が設けられた場所に位置するようになっている。
【００７１】
　本実施形態では、ヘッド保持部１６に剥離部材２５が取り付けられているため、記録シ
ート２およびインクリボン３は、記録領域の近傍で剥離される。そして、剥離部材２５の
一部が反射面３３となっているため、インクリボン３のマーカーが検出される位置と、サ
ーマルヘッドの発熱体が設けられた位置との間の距離は短い。これにより、インクリボン
のマーカー位置から、次色のインクの先端までの余白の増大を低減することができる。
【００７２】
　ユーザーが、記録の実行を入力した直後におけるインクリボンの頭出し搬送動作では、
先頭色（例えばイエロー）の転写領域の先頭に塗布された２本線のマーカーを検出した時
点で、インクリボンの搬送を停止する。一方、その他の色の転写領域を頭出しする際には
、１本のマーカーを検出した時点で、インクリボンの搬送を停止する。
【００７３】
　次に、ステップＳ３０４で、搬送モータ９を、インクリボン頭出し搬送動作（ステップ
Ｓ３０２）のときとは反対方向に回動させて、記録シート２をロールシート収納部４から
送り出される方向に搬送する。そして、記録シート２を記録開始位置まで搬送させる。こ
のとき、巻取りリボンコア１１は、搬送モータ９に至るまでの駆動系内に設けられた遊星
切替機構により切り離され、回動しない状態となる。
【００７４】
　ユーザーが記録の実行を入力した直後における記録シートの搬送においては、まず、給
送ローラ８の駆動により、記録シート２がロールシート収納部４の中から送り出される。
【００７５】
　送り出された記録シート２は搬送ローラ１２とピンチローラ１３とのローラ対の間に進
入し、両ローラに狭持される。以降のシート搬送は、このローラ対が主体となって行い、
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記録が完了するまで記録シート２はこのローラ対に狭持された状態を維持する。
【００７６】
　記録シート２がこのローラ対に狭持された後、記録シート２は同方向に更に搬送され、
記録シート２の先端がシート先端検知センサ２１１を通過する。この時の記録シート２の
位置を基点とし、以降の記録シートの搬送距離は、搬送モータ９の駆動ステップ数をカウ
ントすることで算出することができる。
【００７７】
　記録シートが起点に達した後、記録シート２を更に同方向に搬送し、記録シート２は、
プラテン１４とサーマルヘッド１５との間の記録領域を通過する。その後、記録シート２
の、搬送方向の先端からサーマルヘッド１５の発熱体が配された場所までの距離が、記録
画像の長さに相当する位置（記録開始位置）まで記録シート２を搬送し、搬送モータ９の
駆動を止めて搬送動作を完了する。
【００７８】
　一方、ユーザーが記録の実行を入力した直後以外における、記録動作中の記録シートの
搬送では、記録シートは既に搬送ローラ１２とピンチローラ１３との間に狭持された状態
となっている。従って、記録シート２の搬送の基点を基準にして、記録シート２が記録開
始位置まで移動するのに必要な距離だけ搬送モータ９を駆動させて、搬送動作を完了する
。
【００７９】
　次に、ステップＳ３０５では、ヘッド駆動モータ１８が回動することによりヘッド駆動
レバー１７が回動し、サーマルヘッド１５が、図１に示す圧接状態に移動する。
【００８０】
　次に、記録動作を開始する（ステップＳ３０６）。サーマルヘッド１５はプラテン１４
に圧接されており（圧接状態）、圧接状態でサーマルヘッド１５上の発熱体を、サーマル
ヘッド駆動回路２０８の入力に応じて選択的に発熱させる。これにともない、搬送モータ
９を駆動し、記録シート２をロールシート収納部４に収納する方向に搬送ローラ１２を回
動させ、インクリボン３を巻き上げる方向に、巻取りリボンコア１１を回動させる。
【００８１】
　インクリボン３と記録シート２とが密着していない場合、搬送モータ９から搬送ローラ
１２に至る駆動系と、搬送モータ９から巻取りリボンコア１１に至る駆動系とは、インク
リボン３の搬送速度が記録シート２の搬送速度よりも速くなるように設定されている。し
かし、圧接状態においては、サーマルヘッド１５とプラテン１４とによって、記録シート
２およびインクリボン３は互いに重なった状態で圧接狭持されているため、インクリボン
３の搬送速度は記録シート２の搬送速度と同じになる。このため、巻取りリボンコア１１
に至る駆動系にトルクリミッタを設けることで上述の速度差を吸収している。
【００８２】
　このようにサーマルヘッド１５と搬送モータ９とを同時に駆動して、発熱体の発熱量に
応じて、インクリボン３に塗布されたインクが記録シート２上に転写されることで、記録
シート２に画像が形成されていく。この動作を、入力された画像のライン数だけ行った後
、サーマルヘッド１５および搬送モータ９の駆動を止め、記録動作が完了する。
【００８３】
　次に、ステップＳ３０７で、直前の記録動作が最終色（最後に記録シートに転写される
べき色）のインクであったかどうかの判定を行う。最終色のインク（本実施形態ではオー
バーコート）であれば、ステップＳ３０９の第２の剥離動作に移行し、それ以外の色であ
れば、ステップＳ３０８の第１の剥離動作に移行する。
【００８４】
　記録動作（ステップＳ３０６）が完了した時点では、サーマルヘッド１５の発熱体から
剥離部材２５までの間に位置する記録シート２およびインクリボン３は、記録動作のため
に互いに貼り付いた状態にある。第１および第２の剥離動作（ステップＳ３０８，Ｓ３０
９）では、記録シート２とインクリボン３とを引き剥がす。
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【００８５】
　ステップＳ３０８の第１の剥離動作では、リボンセンサ２４によってインクリボンのマ
ーカーを検知するとともに、搬送モータ９およびヘッド駆動モータ１８を駆動する。
【００８６】
　搬送モータ９は、記録動作（ステップＳ３０６）のときと同じ方向に駆動される。この
ようにして、記録シート２はロールシート収納部４に収納される方向に、インクリボン３
は巻上げ方向に搬送される。
【００８７】
　一方、ヘッド駆動モータ１８は、サーマルヘッド１５が離間状態になるように駆動され
る。サーマルヘッド１５はプラテン１４から離間するので、インクリボン３は圧接された
状態から開放される。これにより、インクリボン３は、記録シート２よりも速く搬送され
ることになり、より速く、より積極的に記録シート２から剥離されることができる。した
がって、剥離した跡が荒れ難いという利点がある。
【００８８】
　リボンセンサ２４によるインクリボンのマーカーの検出動作は、サーマルヘッド１５が
圧接状態にあるときから開始することが好ましい。この代わりに、リボンセンサ２４によ
るインクリボンのマーカーの検出動作は、インクリボンから記録シートにインクを転写し
た後、圧接状態から離間状態になるまでの間に開始するように制御されていても良い。こ
の場合、サーマルヘッド１５が離間状態に移行する途中に、リボンセンサ２４はインクリ
ボンのマーカーを検出することが可能である。
【００８９】
　これによれば、インクリボン３の各色の転写領域の後端と、次色のインクの先頭に設け
られたマーカーの先端との間の余白を低減、もしくは余白を削減することができる。これ
は、剥離動作中、すなわちサーマルヘッド１５の移動中に、常にマーカー検知動作を行う
ことができ、検知動作を行う前にマーカーがリボンセンサ２４からの光の光路を越えてし
まうことがないからである。
【００９０】
　このようにインクリボン３の余白が低減もしくは削除されるため、インクリボンの全長
が短くなり、インクリボンカセットが小型化、低コスト化されるという利点もある。また
、インクリボンの余白が低減もしくは削除されることで、インクリボンの搬送動作時間も
減少し、記録にかかる時間が短縮される。これにより、インクリボンによれやシワが生じ
る虞が低減される。
【００９１】
　また、リボンセンサ２４からの光は、金属板上の反射面３３で反射されるため、反射光
の光路がばらつく虞も少ない。そのため、印画紙で光を反射する特許文献１と比較すると
、安定的にインクリボンのマーカーを検知することができる。
【００９２】
　ヘッド駆動モータ１８は、サーマルヘッド１５が離間状態に移行した時点で停止される
。一方、搬送モータ９は、リボンセンサ２４が、インクリボン３のマーカーを検知した時
点で停止する。リボンセンサ２４がマーカーを検知するということは、記録動作（ステッ
プＳ３０６）が完了した時点で記録シートと張り付いていた、インクリボンの部分が、リ
ボンセンサ２４を通過し、当該部分が記録シートから確実に剥離されていることを意味す
る。両モータ９，１８の駆動が終わった時点で第１の剥離動作（ステップＳ３０８）は完
了する。
【００９３】
　本実施形態では、図１に示す圧接状態において、リボンセンサ２４の発光素子から発せ
られた光は、反射面３３で反射して、リボンセンサ２４の受光素子に達する。さらに、図
３に示す離間状態においても、リボンセンサ２４の発光素子から発せられた光は、反射面
３３で反射して、リボンセンサ２４の受光素子に達する。
【００９４】
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　圧接状態において、リボンセンサ２４の投光方向（光軸に沿った方向）に直交する面に
対して、反射面は－２.５°傾くようになっている。また、離間状態において、リボンセ
ンサ２４の投光方向（光軸に沿った方向）に直交する面に対して、反射面は＋２.５°傾
くようになっている。そして、両状態間を移る途中に、リボンセンサ２４の光軸と反射面
３３とが直交する。
【００９５】
　このように、サーマルヘッド１５の移動に伴い、リボンセンサ２４の光軸に垂直な面を
基準として、反射面３３が両方向にわずかに傾くようになっている。上記の構成によれば
、サーマルヘッド１５が圧接状態から離間状態に移行する間中、発光素子３１からの光は
、反射面３３で反射して受光素子３２に達する。したがって、圧接状態から離間状態に移
行する間中、リボンセンサ２４によってインクリボン３のマーカーを検知することが可能
である。
【００９６】
　第１の剥離動作（ステップＳ３０８）が完了すると、再度、記録シート２を記録開始位
置まで搬送する（ステップＳ３０４）。そして、圧接状態へポジションチェンジ（ステッ
プＳ３０５）して、最終色のインクが転写されるまで上述の記録動作（ステップＳ３０６
）を繰り返す。
【００９７】
　次に、第２の剥離動作（ステップＳ３０９）について説明する。第２の剥離動作（ステ
ップＳ３０９）において、搬送モータ９とヘッド駆動モータ１８とを同時に駆動させるこ
とは、第１の剥離動作（ステップＳ３０８）と同様である。しかし、第２の剥離動作では
、リボンセンサ２４によるマーカーの検知を行わない。
【００９８】
　ヘッド駆動モータ１８は、第１の剥離動作（ステップＳ３０８）と同様に、サーマルヘ
ッド１５が離間状態に移行した時点で停止する。一方、搬送モータ９は、記録シート２を
サーマルヘッド１５の発熱体の位置から剥離部材２５までの距離だけ搬送させるのに相当
するステップ数だけ駆動した後停止させる。そうすることにより、記録動作（ステップＳ
３０６）の完了後に、記録シート２とインクリボン３とが互いに貼り付いた領域が、剥離
部材２５を通過する。これにより、記録シート２とインクリボン３とが剥離する。
【００９９】
　上述したように、第１の剥離動作では、剥離動作を行うとともにインクリボンのマーカ
ーの検知を行う。したがって、転写領域の後端と次色のインクの先頭にあるマーカーとの
間の余白（図１１に示す余白Ｃ）を低減または削除することが出来る。
【０１００】
　第２の剥離動作では、従来技術と同様に剥離動作のみを行い、インクリボン３を記録シ
ート２から剥離した後に、インクリボンのマーカーを検知する。第２の剥離動作が完了す
ると、ステップＳ３１０で記録シート２を、カット動作の実行位置まで搬送する。搬送モ
ータ９を記録動作時とは反対方向に駆動し、記録シート２の画像の書き出し位置が、カッ
ター２３の真下に位置するまで搬送を行う。
【０１０１】
　搬送中、記録シート２の先端が、排送ローラ２１の上を通過した時点で、ヘッド駆動モ
ータ１８を駆動させてサーマルヘッド１５を待機状態に移動する。そうして、排送対向ロ
ーラ２２を排送ローラ２１に圧接させる。これにより、前述した通り、記録シート２がカ
ット動作実行位置まで搬送し終わった時には、記録シート２は搬送ローラ１２と排送ロー
ラ２１の間で張られた状態になる。
【０１０２】
　次に、ステップＳ３１１でカット動作を行う。具体的には、ヘッド駆動モータ１８を、
サーマルヘッド１５状態を切り替える時とは反対方向に駆動して、カッター２３を動作さ
せる。これにより、記録シート２に形成された画像の書き出し位置で、記録シート２がカ
ットされる。
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【０１０３】
　次に、ステップＳ３１２でカットされた記録シートの排出動作を行う。具体的には、搬
送モータ９を記録動作（ステップＳ３０６）と反対方向に駆動して、カットされた記録シ
ートが排送ローラ２１と排送対向ローラ２２との間から外れるまで、記録シート搬送し、
記録シートをプリンタ本体の外部へ排出する。
【０１０４】
　次に、ステップＳ２１３で、次の画像に対する記録の実行が入力されているかのチェッ
クを行う。入力されている場合は、サーマルヘッド１５を、離間状態にして（ステップＳ
３０１）、再度、一連の動作を実行する。入力されていない場合は、次のステップＳ３１
４に移行し、記録シート２をロールシート収納部４へ収納する。
【０１０５】
　記録シート２の収納搬送においては、搬送モータ９を記録動作（ステップＳ３０６）の
ときと同方向に駆動し、記録シート２をロールシート収納部４に収納される方向に搬送す
る。記録シート２の先端が搬送ローラ１２上を通過し、更に給送ローラ８上をして、ロー
ルシート収納部４の内部に収納されるだけの搬送量に相当するステップ数だけ、搬送モー
タ９を駆動させて収納搬送を完了する。以上により、一連の記録動作は完了する。
【０１０６】
　以下に、剥離部材２５および反射面３３についてより詳細に説明する。図６は、剥離部
材２５の斜視図である。剥離部材２５は、金属板をヘミング曲げで２つ折りにして形成さ
れている。
【０１０７】
　剥離部材２５のヘミング曲げ部の曲面部が、記録シート２とインクリボン３を引き剥が
す起点として利用される。従って、剥離部材２５は、その曲面部と、剥離部材をヘッド保
持部１６に取り付けるための平面部とが、結合された形状となっている。
【０１０８】
　曲げられた金属板の一方の平板部がヘッド保持部１６に取り付けられている。反射面３
３は、金属板の、上記一方の平板部に設けられている。図６中の領域Ｆは、離間状態にお
いて、リボンセンサの発光素子３１から射出された光が反射される、反射面３３の領域で
ある。図６中の領域Ｇは、圧接状態において、リボンセンサの発光素子３１から射出され
た光が反射される、反射面３３の領域である。
【０１０９】
　本実施形態においては、離間状態のみではなく圧接状態においてもインクリボンのマー
カーを検知することができるように、剥離部材２５の平面部の一部を、ヘッド保持部１６
の移動方向Ｔに突出させている。そして、その突出した領域Ｇを反射面３３として利用し
ている。
【０１１０】
　剥離部材全体をヘッド保持部１６の移動方向Ｔに延ばしても良いが、反射面３３として
利用する部分のみが移動方向Ｔに突出していることで、剥離部材２５の体積およびコスト
の低減を図ることができる。
【０１１１】
　離間状態において発光素子３１から射出される光の中心線が反射面３３に達する点から
、ヘッド保持部１６の移動方向Ｔに対する反射面の先端までの長さ（図６中のａ）は、離
間状態から圧接状態に移る際の反射面３３の変位量（図６中のｂ）よりも大きい。つまり
、ヘッド保持部１６の移動方向Ｔに対する反射面３３の長さが、離間状態から圧接状態に
移る際の反射面３３の変位量よりも大きいことが好ましい。これにより、離間状態と圧接
状態との両状態において、リボンセンサの発光素子３１から射出された光が受光素子３２
に達することが出来る。
【０１１２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
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【符号の説明】
【０１１３】
２　　記録シート
３　　インクリボン
９　　搬送モータ
１４　プラテン
１５　サーマルヘッド
１６　ヘッド保持部
２４　リボンセンサ
２５　剥離部材
３１　発光素子
３２　受光素子
３３　反射面
Ｆ　　反射面の離間状態での反射領域
Ｇ　　反射面の圧接状態での反射領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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