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(57)【要約】
【課題】落下や衝突などに強く、外部からの衝撃に対す
る耐衝撃性に優れ、とくに印字発行機能に支障が発生し
ないようにするとともに、軽量小型な携帯式プリンター
を提供すること。
【解決手段】プリンターの主要機能である印字機能を発
揮する印字部４をプリンターハウジング２における他の
部分より凹ませて、落下や衝突時に、とくに印字部４に
外力が直接及ばないようにすることに着目したもので、
プリンターハウジング２と、プリンターハウジング２に
装填される印字用紙に印字可能な印字部４と、を有する
携帯式プリンターであって、印字部４を配置したプリン
ターハウジング２の印字部配置領域面２７に隣り合わせ
てクッション材２８を配置することにより、少なくとも
印字部配置領域面２７をクッション材２８から相対的に
凹ませることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯式のプリンターであって、
　前記プリンターの上方側に設けられたベルト掛け部と、
　サーマルヘッドを有する印字部を内方部分に配置した印字部配置領域面と、
　前記印字部配置領域面と連続して形成された面であり、前記印字部配置領域面に対して
、前記プリンターの上方側に設けられたベルト掛け部に向かって傾斜する入力部又は表示
部を配置した入力部表示部配置領域面と、
　前記印字部配置領域面と前記入力部表示部配置領域面の両側に隣り合わせて配置された
クッション材と、を備え、
　前記印字部配置領域面及び前記入力部表示部配置領域面は前記クッション材から相対的
に凹ませた、携帯式のプリンター。
【請求項２】
　携帯式のプリンターであって、
　プラテンローラーを有する開閉カバーを閉じたときに、前記プラテンローラーが前記プ
リンター内のサーマルヘッドに対向するように構成され、
　前記プリンターの上方側に設けられたベルト掛け部と、前記開閉カバーを閉じたときに
前記プラテンローラーに対して前記サーマルヘッドの側に形成された印字部配置領域面と
、前記印字部配置領域面に連続して形成され且つ前記印字部配置領域面に対して前記プリ
ンターの上方側の前記ベルト掛け部に向かって傾斜する入力部又は表示部を有する入力部
表示部配置領域面と、を備え、前記開閉カバーが、前記印字部配置領域面に対して、前記
プリンターの下方側に設けられるように構成され、
　前記印字部配置領域面及び前記入力部表示部配置領域面の両側に隣り合わせて配置され
たクッション材と、を備え、前記印字部配置領域面及び前記入力部表示部配置領域面が前
記クッション材から相対的に凹むように構成された、携帯式のプリンター。
【請求項３】
　携帯式のプリンターであって、プラテンローラーを有する開閉カバーを閉じたときに、
前記プラテンローラーが前記プリンター内のサーマルヘッドに対向するように構成され、
　前記プリンターの上方側に設けられたベルト掛け部と、入力部又は表示部を有する入力
部表示部配置領域面と、前記入力部表示部配置領域面に連続し且つ前記サーマルヘッドに
向かって形成された印字部配置領域面と、前記印字部配置領域面及び前記入力部表示部配
置領域面の両側に隣り合わせて配置されたクッション材と、を備え、
　前記入力部表示部配置領域面は、前記印字部配置領域面に対して、前記プリンターの上
方側の前記ベルト掛け部に向って傾斜し、前記入力部表示部配置領域面及び前記印字部配
置領域面は前記クッション材に対して相対的に凹むように構成された、携帯式のプリンタ
ー。
【請求項４】
　前記入力部表示部配置領域面は、入力部と表示部とが配置された、請求項１乃至３のい
ずれかに記載の携帯式のプリンター。
【請求項５】
　前記クッション材は、衝撃吸収突出部を有する、請求項１乃至４のいずれかに記載の携
帯式のプリンター。
【請求項６】
　前記クッション材は、前記プリンターの幅方向中央に向かって傾斜している、請求項１
乃至５のいずれかに記載の携帯式のプリンター。
【請求項７】
　充電バッテリーを収脱可能にするバッテリーカバーと、を備え、
前記バッテリーカバーは、前記プリンターの稜端部にかかる領域面にクッション材が配置
された、請求項１乃至６のいずれかに記載の携帯式のプリンター。
【請求項８】
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　前記開閉カバーを開閉するカバー軸と、を備え、
　前記プラテンローラーは、プラテンローラー軸を有し、
　前記プラテンローラー軸の長さは、前記カバー軸の長さより長い、請求項２又は３に記
載の携帯式のプリンター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は携帯式プリンターにかかるもので、とくに落下や衝突などがあっても内部構
造に影響が極力及ばないようにして耐衝撃性に優れた携帯式プリンターに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　　従来から、携帯して、各種印字用紙への印字を行うための携帯式プリンターは、落下
や衝突などの衝撃により、とくに印字ヘッドを含む印字部その他の部品が破損あるいは故
障してプリンターとしての印字発行機能が損なわれる可能性があるという問題があり、耐
衝撃性を改良した携帯式プリンターの構造が要請されている。
【０００３】
　　なお、携帯して使用する携帯式プリンターとしては、耐衝撃性に加えて軽量小型であ
ることも必要であり、耐衝撃性を確保しつつ軽量小型である構造が要請されているという
問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３００７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　本発明は以上のような諸問題にかんがみなされたもので、落下や衝突などに強く、内
部の部品が損傷することを防止可能とした携帯式プリンターを提供することを課題とする
。
【０００６】
　　また本発明は、外部からの衝撃に耐性を有する携帯式プリンターを提供することを課
題とする。
【０００７】
　　また本発明は、外部からの衝撃に対して、とくに印字発行機能に支障が発生しないよ
うにした携帯式プリンターを提供することを課題とする。
【０００８】
　　また本発明は、軽量小型であって、かつ耐衝撃性にも優れた携帯式プリンターを提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　　すなわち本発明は、プリンターの主要機能である印字機能を発揮する印字部をプリン
ターハウジングにおける他の部分より凹ませて、落下や衝突時に、とくに印字部に外力が
直接及ばないようにすることに着目したもので、プリンターハウジングと、このプリンタ
ーハウジングに装填される印字用紙に印字可能な印字部と、を有する携帯式プリンターで
あって、上記印字部を配置した上記プリンターハウジングの印字部配置領域面に隣り合わ
せてクッション材を配置することにより、少なくともこの印字部配置領域面をこのクッシ
ョン材から相対的に凹ませることを特徴とする携帯式プリンターである。
【００１０】
　　上記印字部配置領域面は、これに隣接する印字部隣接領域面からこれを相対的に凹ま
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せるとともに、この印字部隣接領域面に上記クッション材を配置していることができる。
【００１１】
　　上記印字部を作動させるための入力部および表示部を配置した上記プリンターハウジ
ングの入力部表示部配置領域面に隣り合わせて上記クッション材を配置することにより、
この入力部表示部配置領域面を上記クッション材から相対的に凹ませることができる。
【００１２】
　　上記入力部表示部配置領域面は、これに隣接する入力部表示部隣接領域面からこれを
相対的に凹ませるとともに、この入力部表示部隣接領域面に上記クッション材を配置して
いることができる。
【００１３】
　　上記印字部配置領域面に隣り合わせている上記クッション材は、上記印字部配置領域
面との間の境界部から上方空間方向に延びる印字部衝撃吸収突出部を有するとともに、上
記入力部表示部配置領域面に隣り合わせている上記クッション材は、上記入力部表示部配
置領域面との間の境界部から上方空間方向に延びる入力部表示部衝撃吸収突出部を有する
ことができる。
【００１４】
　　上記プリンターハウジングは、ほぼ直方体形状を呈しており、上記プリンターハウジ
ングの少なくともひとつの稜縁部に上記クッション材を配置していることができる。
【００１５】
　　上記プリンターハウジングには、上記プリンターハウジングに対して開閉可能に開閉
カバーを設けて上記印字用紙を上記プリンターハウジング内に装填可能とし、この開閉カ
バーに隣り合わせて上記クッション材を配置することにより、この開閉カバーを上記クッ
ション材から相対的に凹ませることができる。
【００１６】
　　上記プリンターハウジングには、上記プリンターハウジングに対して開閉可能に開閉
カバーを設けて上記印字用紙を上記プリンターハウジング内に装填可能とし、この開閉カ
バーは、これに隣接するカバー隣接領域面からこれを相対的に凹ませるとともに、このカ
バー隣接領域面に上記クッション材を配置していることができる。
【００１７】
　　上記開閉カバーは、上記印字部配置領域面よりこれを相対的に凹ませていることがで
きる。
【００１８】
　　上記クッション材は、これをエラストマーから構成していることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　　本発明による携帯式プリンターにおいては、プリンターの主要部分である印字部を配
置した印字部配置領域面に隣り合わせてクッション材を配置することにより、少なくとも
印字部配置領域面をクッション材から相対的に凹ませるようにしたので、落下や衝突時に
、とくに印字部に外力が直接及ばないようにすることができ、少なくともプリンターとし
ての主要機能を保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例による携帯式プリンター１の斜視図である。
【図２】同、携帯式プリンター１の分解斜視図である。
【図３】同、携帯式プリンター１の開閉カバー３をプリンターハウジング２に対して開放
した状態の平面図である。
【図４】同、携帯式プリンター１の開閉カバー３をプリンターハウジング２に対して開放
した状態の斜視図である。
【図５】同、携帯式プリンター１を上方部から見たその平面図である。
【図６】同、携帯式プリンター１の側面図である。
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【図７】同、携帯式プリンター１の背面図である。
【図８】同、携帯式プリンター１を下方部から見たその底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　　本発明は、印字部を配置した印字部配置領域面に隣り合わせてクッション材を配置し
たので、落下や衝突時の衝撃をクッション材が吸収可能とし、とくに印字部に外力が直接
及ばないようにして、部品の損傷破損を防止可能な耐衝撃性に優れた携帯式プリンターを
実現した。
【実施例】
【００２２】
　　つぎに本発明の実施例による携帯式プリンター１を図１ないし図８にもとづき説明す
る。
　　図１は、携帯式プリンター１の斜視図、図２は、携帯式プリンター１の分解斜視図で
あって、携帯式プリンター１は、サーマルプリンターとしてこれを構成してあり、プリン
ターハウジング２（第１のハウジング２Ａ、第２のハウジング２Ｂ）と、開閉カバー３と
、印字部４を備えた印字ユニット５（図２）と、プラテンローラー６と、充電バッテリー
７と、ラベル連続体８（印字用紙、図２、図３）の供給部９と、入力部１０と、表示部１
１と、電源スイッチ１２と、開放用押しボタン１３と、制御基板１４と、を有する。
【００２３】
　　プリンターハウジング２は、第１のハウジング２Ａおよび第２のハウジング２Ｂを組
み合わせており、作業者が携帯可能な大きさを有し、図１中、上方にベルト掛け部１５を
設けて、肩掛けベルト（図示せず）により携帯式プリンター１全体を作業者の肩から吊り
下げ可能としている。もちろん、作業者の腰に装着可能とする構成とすることもできる。
　　さらにプリンターハウジング２には、図２中、下方隅部に位置したカバー軸１６のま
わりに開閉カバー３を開閉可能に設けて、供給部９へのラベル連続体４の収納および携帯
式プリンター１への装填を可能としている。
【００２４】
　　ラベル連続体４は、帯状の台紙上に複数枚のラベル片を仮着した構成である。ラベル
片は、いわゆるサーマルラベルであって、その表面に感熱発色層を塗工して、印字可能と
してある。
【００２５】
　　印字部４は、プリンターハウジング２（印字ユニット５）側に取り付けたサーマルヘ
ッド１７（印字ヘッド）と、開閉カバー３の一端に位置するカバー軸１６とは反対側端部
に回転可能に取り付けた上記プラテンローラー６と、プラテンローラー６を回転駆動する
駆動モーター１８と、を有する。
　　サーマルヘッド１７は、制御基板１４からの印字データを受けてラベル連続体８に印
字する。
　　プラテンローラー６は、そのプラテンローラー軸１９を中心に回転可能に取り付けて
あり、図１に示すようにプリンターハウジング２に対して開閉カバー３が閉鎖された状態
で、プラテンローラー６が対向するサーマルヘッド１７との間にラベル連続体８を挟持し
て移送する。
【００２６】
　　図３は、携帯式プリンター１の開閉カバー３をプリンターハウジング２に対して開放
した状態の平面図、図４は、携帯式プリンター１の開閉カバー３をプリンターハウジング
２に対して開放した状態の斜視図である。ただし図４においては、開放用押しボタン１３
を取り除いた状態で図示している。
　　とくに図２に示すように、印字ユニット５は、ユニット本体２０上に、印字部４のサ
ーマルヘッド１７と、カバーロック２１と、駆動モーター１８からの駆動ギア２２（図２
には、そのギア列最終段の連結ギアを描いている）と、を設けている。
【００２７】
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　　プラテンローラー６は、プラテンローラー軸１９の一方の端部（図２中、右端部）に
、プラテンローラー６を回転駆動するためのプラテンローラーギア２３を設けている。
　　プラテンローラー６が対向するプリンターハウジング２に設けた駆動ギア２１との係
合によりプラテンローラーギア２３を回転駆動可能である。すなわち、開閉カバー３のプ
リンターハウジング２への閉鎖により、プラテンローラーギア２３と駆動ギア２１とを係
合させて、駆動モーター１８によりプラテンローラー６を回転駆動可能としている。
　　サーマルヘッド１７およびプラテンローラー６の間にラベル連続体４を挟持して、駆
動モーター１８によりプラテンローラー６を回転駆動するとともに、制御基板１４からサ
ーマルヘッド１７に供給した印字データに応じてサーマルヘッド１７の発熱素子１７Ａ（
図４）を発熱させ、ラベル連続体４（ラベル片）にサーマル印字を行う。
　　さらに、プラテンローラー軸１９の両端部には、プラテンローラー６をサーマルヘッ
ド１７に対して押圧するように開閉カバー３を係脱可能にロックするための左右一対のロ
ックピン２４を設ける。すなわち、プラテンローラー６が対向するプリンターハウジング
２におけるカバーロック２１の左右一対のプラテンローラーロック係合部２５がこの左右
一対のロックピン２４に係脱する。
【００２８】
　　開放用押しボタン１３をプリンターハウジング２の内方に押し込むように操作するこ
とにより、ヘッド付勢スプリング（図示せず）の付勢力に抗して、上記カバーロック２１
（プラテンローラーロック係合部２５）とロックピン２４との係合を解除し、ユニット本
体２０においてカバーロック２１（サーマルヘッド１７）をプラテンローラー６から離反
するように回動させ、開閉カバー３をプリンターハウジング２に対して開放して、サーマ
ルヘッド１７およびプラテンローラー６の間にラベル連続体４を挿通装填可能とする。
【００２９】
　　充電バッテリー７は、バッテリーカバー２６を開けてプリンターハウジング２（第１
のハウジング２Ａ）内にこれを収脱可能であって、上述の印字部４（サーマルヘッド１７
および駆動モーター１８など）はもちろん、携帯式プリンター１全体に電力を供給する。
【００３０】
　　入力部１０は、携帯式プリンター１に必要なデータないしコマンドを入力可能とする
。
　　表示部１１は、入力部１０により入力された情報およびその他必要な情報を表示可能
とする。
【００３１】
　　制御基板１４は、上述の印字部４、充電バッテリー７、入力部１０、表示部１１およ
び電源スイッチ１２との間でデータおよびコマンドの授受を行うとともに、これらを適宜
制御する。
【００３２】
　　さらに、本発明による携帯式プリンター１においては、とくに図１および図４などに
示すように、印字部４をその内方部分に配置したプリンターハウジング２における印字部
配置領域面２７に隣り合わせて、ゴム材などのエラストマーその他の衝撃吸収性材料によ
るクッション材２８を配置し、少なくともこれをプリンターハウジング２の隣接するクッ
ション材２８から相対的に凹ませることにより、落下などによる衝撃に対する耐性を確保
している。
　　各図において、クッション材２８には点を描き加えてあり、プリンターハウジング２
のそれぞれの領域面におけるクッション材２８を他の部品から識別可能としている。
【００３３】
　　また、印字部４を作動させるための入力部１０および表示部１１を配置したプリンタ
ーハウジング２における入力部表示部配置領域面２９に隣り合わせて同じくクッション材
２８を配置し、この入力部表示部配置領域面２９を、印字部配置領域面２７とともに、プ
リンターハウジング２の隣接するクッション材２８から相対的に凹ませている。
　　図示の例では、クッション材２８は、これを印字部配置領域面２７の左右両側、およ
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び入力部表示部配置領域面２９の左右両側に配置している。
　　すなわち、クッション材２８は、少なくともこれをプリンターハウジング２の左右両
側に配置して、その間に印字部配置領域面２７および入力部表示部配置領域面２９を凹ま
せた状態で設けている。
【００３４】
　　なお、とくに図１に示すように、入力部表示部配置領域面２９は、携帯式プリンター
１の上方側（ベルト掛け部１５を配置している側）に向かって印字部配置領域面２７に対
して、背面側にこれをやや傾斜して設けることにより、携帯式プリンター１を使用する使
用者が入力部表示部配置領域面２９における入力部１０、表示部１１および電源スイッチ
１２を上方から見やすくしている。
【００３５】
　　さらに、印字部配置領域面２７および入力部表示部配置領域面２９をプリンターハウ
ジング２のそれぞれ隣接する隣接領域面（印字部隣接領域面、入力部表示部隣接領域面、
ともに図示せず）から相対的に凹ませた上で、当該隣接領域面にクッション材２８を配置
することにより、印字部配置領域面２７および入力部表示部配置領域面２９をこれらの隣
接領域面からさらに凹ませる構成を採用することもできる。
【００３６】
　　図５は、携帯式プリンター１を上方部から見たその平面図、図６は、携帯式プリンタ
ー１の側面図、図７は、携帯式プリンター１の背面図、図８は、携帯式プリンター１を下
方部から見たその底面図であって、プリンターハウジング２は、ほぼ直方体形状を呈して
おり、少なくともひとつの稜縁部にクッション材２８を配置することにより、その稜縁部
ないしその内部を外部からの衝撃に対して保護可能である。
　　図示の例では、プリンターハウジング２のそれぞれの稜縁部にクッション材２８を配
置しており、携帯式プリンターがどのような姿勢で落下あるいは衝突したとしても、いず
れかの稜縁部におけるクッション材２８により衝撃を吸収可能として、携帯式プリンター
１全体としての耐衝撃性を確保している。
【００３７】
　　とくにプリンターハウジング２の表面側に位置している、印字部４、入力部１０、表
示部１１、電源スイッチ１２および開放用押しボタン１３などを配置している領域面（印
字部配置領域面２７、入力部表示部配置領域面２９）および開閉カバー３をプリンターハ
ウジング２の他の領域面（図示の例では、プリンターハウジング２の稜縁部）から凹ませ
るように、当該稜縁部にクッション材２８を設けている。
　　また、直方体形状のプリンターハウジング２における他の稜縁部にも同様に、クッシ
ョン材２８を設けて携帯式プリンター１全体の耐衝撃性を確保している。なお、とくに図
１および図６に示すように、バッテリーカバー２６がプリンターハウジング２の稜縁部に
かかる領域面にもクッション材２８を配置している。
【００３８】
　　さらに、とくに図４および図５に示すように、印字部配置領域面２７に隣り合わせて
いるクッション材２８は、印字部配置領域面２７との間の境界部から上方空間方向に延び
る印字部衝撃吸収突出部３０を有する。印字部衝撃吸収突出部３０は、印字部配置領域面
２７から高さＨ分（図５）だけ上方空間方向に延びており、他の部分のクッション材２８
より衝撃を吸収しやすくしているとともに、印字部配置領域面２７の内部に位置する印字
部４、さらには表面側の開閉用押しボタン１３およびその内部機構をより確実に保護可能
としている。
　　また、入力部表示部配置領域面２９に隣り合わせているクッション材２８は、入力部
表示部配置領域面２９との間の境界部から上方空間方向に延びる入力部表示部衝撃吸収突
出部３１を有する。入力部表示部衝撃吸収突出部３１も、印字部衝撃吸収突出部３０と同
様に、入力部表示部配置領域面２９から高さＨ分だけ上方空間方向に延びており、他の部
分のクッション材２８より衝撃を吸収しやすくしているとともに、入力部表示部衝撃吸収
突出部３１に位置する入力部１０、表示部１１さらには電源スイッチ１２をより確実に保
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護可能としている。
【００３９】
　　なお、印字部配置領域面２７に隣り合わせているクッション材２８に高さＨの印字部
衝撃吸収突出部３０を形成するとともに、入力部表示部配置領域面２９に隣り合わせてい
るクッション材２８に高さＨの入力部表示部衝撃吸収突出部３１を形成していることによ
り、必要最小限のクッション性は確保しつつ、それぞれの稜縁部に設ける必要があるクッ
ション材２８自体の容量を減量して、その分だけ携帯式プリンター１全体としての重量を
軽減化可能である。
【００４０】
　　ただし、当該クッション材２８は、ある稜縁部に連続してこれを設ける必要はなく、
たとえば、図１に示すように、ベルト掛け部１５を設けた稜縁部には、その隅部のみにク
ッション材２８を設けている。
　　また、同じく図１に示すように、入力部表示部配置領域面２９の上方部分がかかる稜
縁部にもその中間領域にはクッション材２８を設けてはいないが、その隅部に位置する部
分には、クッション材２８とくに入力部表示部衝撃吸収突出部３１を形成してあり、耐衝
撃性を向上させている。
　　さらに、とくに図８に示すように、開閉カバー３の軸着部（カバー軸１６に装着され
ている部分）が位置する稜縁部にもクッション材２８がないが、後述するように、開閉カ
バー３は、印字部配置領域面２７よりこれを相対的に凹ませており、すなわち、クッショ
ン材２８よりはさらに相対的に凹んだ位置に配置されており、外部からの衝撃からの保護
を確実にしている。
【００４１】
　　また、とくに図４および図８に示すように、プリンターハウジング２の底面における
クッション材２８には、所定の高さで複数本のクッションリブ２８Ａを設けるとともに、
とくに図７に示すように、プリンターハウジング２の背面におけるクッション材２８にも
所定の高さで複数本のクッションリブ２８Ａを設けることにより、とくに落下などにより
衝撃を受けやすいプリンターハウジングの底面部および背面底部を保護可能としている。
【００４２】
　　また、とくに図１、図５および図６に示すように、プリンターハウジング２の上面か
ら背面にかけての稜縁部におけるクッション材２８は、その背面部を平坦に形成した直角
支持クッション部２８Ｂとして形成し、プリンターハウジング２の背面を下にして携帯式
プリンター１を卓上に載置して使用する際に、入力部１０への押圧操作にあたって携帯式
プリンター１の体勢の安定性を確保可能としている。
　　さらに、とくに図７に示すように、プリンターハウジング２の背面上部には、直角支
持クッション部２８Ｂの近傍にわずかな高さで滑止めクッション部２８Ｃを形成し、同じ
く、携帯式プリンター１を卓上に載置して使用する際に、携帯式プリンター１が不用意に
滑らないようにして、全体の安定性を確保可能としている。
【００４３】
　　なお、開閉カバー３は、印字部配置領域面２７に対して、図１中その下方側に隣接し
ているとともに、プリンターハウジング２に対してカバー軸１６のまわりに回動可能に設
けられていて、他の部品とは異なり、ネジ止めなどにより固定されていないため、外部か
らの衝撃に対してずれが生じやすい。
　　そこで、開閉カバー３は、印字部配置領域面２７よりこれを相対的に凹ませるととも
に、開閉カバー３の両側に隣り合わせて配置しているクッション材２８よりはさらに相対
的に凹ませることにより、外部からの衝撃をより受けにくくしている。
【００４４】
　　要するに、開閉カバー３が位置するプリンターハウジング２の表面側において、一番
突出量が大きい部分は、印字部配置領域面２７との間の境界部から上方空間方向に延びる
クッション材２８による印字部衝撃吸収突出部３０、さらに入力部表示部配置領域面２９
との間の境界部から上方空間方向に延びるクッション材２８による入力部表示部衝撃吸収
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突出部３１であって、つぎに、クッション材２８、印字部配置領域面２７および入力部表
示部配置領域面２９であり、開閉カバー３が一番凹んだ領域に位置している。
【００４５】
　　なお、既述の印字部配置領域面２７および入力部表示部配置領域面２９の場合と同様
に、開閉カバー３が隣接する隣接領域面（カバー隣接領域面）からこれを相対的に凹ませ
るとともに、このカバー隣接領域面にクッション材を配置することにより、開閉カバー３
をその隣接領域面からさらに凹ませる構成を採用することもできる。
【００４６】
　　さらに開閉カバー３の表面には、そのカバー軸１６に直交する方向に複数本の補強用
リブ３２を突出形成して、開閉カバー３の機械的強度を高めている。
【００４７】
　　かくして、携帯式プリンター１の使用上、とくに重要な印字部４、入力部１０、表示
部１１、電源スイッチ１２、開放用押しボタン１３および開閉カバー３、さらには制御基
板１４などの各種部品を保護可能であるとともに、外部からの衝撃を受けた各領域面ある
いは稜縁部におけるクッション材２８は、これを容易に交換可能である。
　　すなわち、衝撃を受けた部品と、衝撃を受けなかった部品との識別が可能となって、
交換すべき部品を明確化することができる。
【００４８】
　　つぎに、ほぼ直方体形状を呈しているプリンターハウジング２には、たとえば、図１
、図３および図４などに示すように、プリンターハウジング２のそれぞれの隅部（計、八
ヶ所）を曲面形状に形成することにより、外力ないし落下などによるこれら隅部における
応力集中を回避して、衝撃に対する機械的強度ないし耐性を確保している。
　　したがって、とくに図３に示すように、プリンターハウジング２の下方部における左
右一対の隅部の内方側（隅部を角形とした場合よりプリンターハウジング２の内方側）に
開閉カバー３のカバー軸１６を設けることになる。
　　すなわち、開閉カバー３のカバー軸１６の長さＬ１は、上記角形隅部にカバー軸１６
を設ける場合よりも短くなるが、プラテンローラー６のプラテンローラー軸１９について
は、その長さＬ２をカバー軸１６の長さＬ１より長く形成している（Ｌ１＜Ｌ２）。
【００４９】
　　とくに図２ないし図４に示すように、入力部１０、表示部１１、電源スイッチ１２お
よび開放用押しボタン１３を設けているプリンターハウジング２（第１のハウジング２Ａ
）の表面側において、第１のハウジング２Ａおよびその上層側のクッション材２８の開放
用押しボタン１３の左右方向における左右両端部を切り欠くことにより連結用空間部３３
を形成し、この連結用空間部３３にカバーロック２１のプラテンローラーロック係合部２
５、および駆動ギア２２を臨ませることができる。
【００５０】
　　また、開閉カバー３の上部左右端には押込み片３４を形成し、開閉カバー３のプリン
ターハウジング２への閉鎖にともなって、この押込み片３４が連結用空間部３３を閉鎖可
能とするとともに、連結用空間部３３に臨んでいるプラテンローラーロック係合部２５に
はプラテンローラー６のロックピン２４が係合し、駆動ギア２２にはプラテンローラー６
のプラテンローラーギア２３が係合可能となる。
【００５１】
　　したがって、この連結用空間部３３に開閉カバー３の開閉ロックのための機構（カバ
ーロック２１のプラテンローラーロック係合部２５およびプラテンローラー６のロックピ
ン２４）、ならびにプラテンローラー６の駆動力伝達のための機構（駆動モーター１８か
らの駆動ギア２２およびプラテンローラー６のプラテンローラーギア２３）を配置するこ
とが可能となり、携帯式プリンター１の構成を簡略化し、その軽量小型化を実現すること
ができる。
【符号の説明】
【００５２】
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　１　携帯式プリンター（実施例、図１）
　２　プリンターハウジング
　２Ａ　プリンターハウジング２の第１のハウジング（図２）
　２Ｂ　プリンターハウジング２の第２のハウジング
　３　開閉カバー
　４　印字部
　５　印字ユニット
　６　プラテンローラー
　７　充電バッテリー
　８　ラベル連続体（印字用紙）
　９　供給部
１０　入力部
１１　表示部
１２　電源スイッチ
１３　開放用押しボタン
１４　制御基板
１５　ベルト掛け部
１６　開閉カバー３のカバー軸
１７　サーマルヘッド（印字ヘッド）
１７Ａ　サーマルヘッド１７の発熱素子
１８　駆動モーター
１９　プラテンローラー６のプラテンローラー軸
２０　ユニット本体
２１　カバーロック
２２　駆動ギア
２３　プラテンローラー６のプラテンローラーギア
２４　プラテンローラー６のロックピン
２５　カバーロック２１のプラテンローラーロック係合部
２６　バッテリーカバー
２７　印字部配置領域面
２８　クッション材
２８Ａ　クッション材２８による複数本のクッションリブ（図７、図８）
２８Ｂ　クッション材２８による直角支持クッション部（図１、図６）
２８Ｃ　クッション材２８による滑止めクッション部（図７）
２９　入力部表示部配置領域面
３０　印字部衝撃吸収突出部（図１、図５）
３１　入力部表示部衝撃吸収突出部（図１、図５）
３２　補強用リブ
３３　連結用空間部
３４　押込み片
Ｈ　　印字部衝撃吸収突出部３０が印字部配置領域面２７から上方空間方向に延びている
高さ（入力部表示部衝撃吸収突出部３１が入力部表示部配置領域面２９から上方空間方向
に延びている高さ）（図５）
Ｌ１　開閉カバー３のカバー軸１６の長さ
Ｌ２　プラテンローラー６のプラテンローラー軸１９の長さ（Ｌ１＜Ｌ２）
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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