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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の巻芯に巻回される長尺状のロールシートを搬送するための搬送手段と、該ロール
シートに印刷する印刷手段と、前記ロールシートが挿入される挿入口と、前記挿入口の幅
方向一側に対向して底面部の一側側端縁部に立設される位置決め支持部材と、前記位置決
め支持部材に設けられて上方に開口する正面視略縦長コの字状の第１位置決め溝部と、前
記挿入口の手前側に設けられる載置部と、前記載置部の上面部に設けられて搬送方向上方
に開口する第２位置決め溝部と、を備えたテープ印刷装置に使用され、該ロールシートが
巻回された状態で前記テープ印刷装置内で着脱可能に支持されるロールシートホルダにお
いて、
　前記ロールシートの一方の端面に当接されるガイド部材と、
　前記ロールシートの他方の端面に当接される基準側保持部材と、
　前記巻芯の内部を通り前記ガイド部材と前記基準側保持部材とにそれぞれ固着される筒
部材と、
　を備え、
　前記ガイド部材は、前記ロールシートの最大外径時の搬送方向前端部よりも外側に延出
されて、前記テープ印刷装置にロールシートホルダが装着されるとその下端縁部が前記第
２位置決め溝部に嵌入される前側延出部を有し、
　前記基準側保持部材は、外側面の左右方向中央部に上下方向縦長に突設されて、このロ
ールシートホルダを前記テープ印刷装置に装着する際に、前記第１位置決め溝部に嵌入さ
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れることにより該ロールシートホルダをテープ印刷装置に対して位置決めする位置決めリ
ブ部を有することを特徴とするロールシートホルダ。
【請求項２】
　前記基準側保持部材は、前記位置決めリブ部の該基準側保持部材から突出する方向の外
側面の両側端縁部から外側方向に所定長さ延出された案内部を有し、
　前記位置決めリブ部を前記第１位置決め溝部に嵌入する場合に、前記基準側保持部材の
外側面と前記案内部の内側面との間に前記位置決め支持部材が挟まれることを特徴とする
請求項１に記載のロールシートホルダ。
【請求項３】
　前記基準側保持部材は、下端縁部が前記ロールシートの外周面下端部よりも下側方向に
延出されると共に、該下端縁部からロールシートの外周面に対向するように所定長さ延出
される下側延出部を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のロールシート
ホルダ。
【請求項４】
　前記下側延出部は、前記ロールシートの軸心の鉛直方向下方に配置されることを特徴と
する請求項３に記載のロールシートホルダ。
【請求項５】
　前記テープ印刷装置は、
　　　　前記位置決め支持部材のロールシートホルダ側基端部の底面部に形成される所定
深さの判別凹部と、
　　　　前記判別凹部の底面部に配置されたシート判別センサと、
　を備え、
　前記下側延出部は、前記シート判別センサと協働して前記ロールシートの種類を特定す
るロールシート特定部を有することを特徴とする請求項３又は請求項４に記載のロールシ
ートホルダ。
【請求項６】
　前記ロールシート特定部は、前記ロールシートの種類に応じて配置される貫通孔を有し
、
　前記貫通孔は、前記テープ印刷装置にロールシートホルダを装着した場合に、該貫通孔
に対向する前記シート判別センサが挿通されることを特徴とする請求項５に記載のロール
シートホルダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒状の巻芯に巻回されたロールシートが回転可能に取付けられるロールシー
トホルダであって、該ロールシートを搬送するための搬送手段と、該ロールシートに印刷
する印刷手段とを備えたテープ印刷装置内で着脱可能な状態で支持されるロールシートホ
ルダに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、粘着シートに離形紙が張り合わされた長尺状のシートにサーマルヘッドを介
して文字等を印刷するテープ印刷装置が種々提案されている。このようなテープ印刷装置
では、巻芯に巻回されたロールシートと、この巻芯が回転可能に取付けられるロールシー
トホルダと、この複数種類のシート幅の各々のロールシートホルダをテープ印刷装置内で
着脱可能に支持する支持機構と、このロールシートホルダからロールシートを引き出して
搬送するための搬送手段とを備えているものがある。
　例えば、このようなロールシートホルダでは、筒状の巻芯に巻回されるロールシートを
搬送するための搬送手段を備えたテープ印刷装置に使用され、前記巻芯に巻回されたロー
ルシートが着脱可能に取付けられると共に、前記テープ印刷装置内で回転可能に支持され
るロールシートホルダにおいて、前記巻芯の筒孔の一端側から該筒孔に嵌挿される第１支
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持軸と、該巻芯の筒孔の他端側から該筒孔に嵌挿されると共に、前記第１支持軸の端面部
に着脱可能に嵌合される第２支持軸と、前記第１支持軸の外周面にその軸方向に摺動可能
に嵌合されてロールシートの端面に当接されるガイド部材とを備え、前記第１支持軸は、
該第１支持軸の外側端面の外周部に形成される第１フランジ部と、該第１支持軸の周面の
軸心方向に形成される１乃至複数のスライド溝と、該第１支持軸の軸方向に所定間隔離間
して各スライド溝から周方向に形成される複数のガイド溝とを有し、前記第２支持軸は、
該第２支持軸の外側端面の外周部に形成されてロールシートの端面に当接される第２フラ
ンジ部を有し、前記ガイド部材は、該ガイド部材の摺動面に軸心側に突設されて前記スラ
イド溝又はガイド溝に嵌合される１乃至複数の係止片を有し、前記係止片を所定ガイド溝
に係合させることによって、前記第２支持軸の第２フランジ部とガイド部材との間にロー
ルシートが装着されるように構成されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　そして、このような構成のロールシートホルダによれば、テープ印刷装置内に回転可能
に支持されるロールシートホルダを取り外して、このロールシートホルダに幅寸法の異な
るロールシートを取付けて、再度、テープ印刷装置内に当該ロールシートホルダを取り付
ける場合に、ロールシートの取り付け作業を容易に、且つ確実に行うことができると共に
、該ロールシートホルダの部品紛失を防止することができるため、部品紛失による故障を
防止することができ、製品信頼性の向上を図ることができる。
【特許文献１】特開２００１－２７０６６０号公報（段落（００２８）～（００５２）、
図１～図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来のロールシートホルダが装着されたテープ印刷装置におい
ては、該ロールシートホルダを回転可能に支持するために、更に２つのユニットホルダを
左右両側にそれぞれ装着後、各ユニットホルダの外側に突出する取付部材をテープ印刷装
置の底面部に立設される一対のユニット支持部材に嵌め込む必要があり、ロールシートホ
ルダの装着作業が煩雑になるという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、簡易且つ迅
速に装着することができるロールシートホルダを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため請求項１に係るロールシートホルダは、筒状の巻芯に巻回され
る長尺状のロールシートを搬送するための搬送手段と、該ロールシートに印刷する印刷手
段と、前記ロールシートが挿入される挿入口と、前記挿入口の幅方向一側に対向して底面
部の一側側端縁部に立設される位置決め支持部材と、前記位置決め支持部材に設けられて
上方に開口する正面視略縦長コの字状の第１位置決め溝部と、前記挿入口の手前側に設け
られる載置部と、前記載置部の上面部に設けられて搬送方向上方に開口する第２位置決め
溝部と、を備えたテープ印刷装置に使用され、該ロールシートが巻回された状態で前記テ
ープ印刷装置内で着脱可能に支持されるロールシートホルダにおいて、前記ロールシート
の一方の端面に当接されるガイド部材と、前記ロールシートの他方の端面に当接される基
準側保持部材と、前記巻芯の内部を通り前記ガイド部材と前記基準側保持部材とにそれぞ
れ固着される筒部材と、を備え、前記ガイド部材は、前記ロールシートの最大外径時の搬
送方向前端部よりも外側に延出されて、前記テープ印刷装置にロールシートホルダが装着
されるとその下端縁部が前記第２位置決め溝部に嵌入される前側延出部を有し、前記基準
側保持部材は、外側面の左右方向中央部に上下方向縦長に突設されて、このロールシート
ホルダを前記テープ印刷装置に装着する際に、前記第１位置決め溝部に嵌入されることに
より該ロールシートホルダをテープ印刷装置に対して位置決めする位置決めリブ部を有す
ることを特徴とする。
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【０００７】
　また、請求項２に係るロールシートホルダは、請求項１に記載のロールシートホルダに
おいて、前記基準側保持部材は、前記位置決めリブ部の該基準側保持部材から突出する方
向の外側面の両側端縁部から外側方向に所定長さ延出された案内部を有し、前記位置決め
リブ部を前記第１位置決め溝部に嵌入する場合に、前記基準側保持部材の外側面と前記案
内部の内側面との間に前記位置決め支持部材が挟まれることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項３に係るロールシートホルダは、請求項１又は請求項２に記載のロールシ
ートホルダにおいて、前記基準側保持部材は、下端縁部が前記ロールシートの外周面下端
部よりも下側方向に延出されると共に、該下端縁部からロールシートの外周面に対向する
ように所定長さ延出される下側延出部を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項４に係るロールシートホルダは、請求項３に記載のロールシートホルダに
おいて、前記下側延出部は、前記ロールシートの軸心の鉛直方向下方に配置されることを
特徴とする。
【００１０】
　また、請求項５に係るロールシートホルダは、請求項３又は請求項４に記載のロールシ
ートホルダにおいて、前記テープ印刷装置は、前記位置決め支持部材のロールシートホル
ダ側基端部の底面部に形成される所定深さの判別凹部と、前記判別凹部の底面部に配置さ
れたシート判別センサと、を備え、前記下側延出部は、前記シート判別センサと協働して
前記ロールシートの種類を特定するロールシート特定部を有することを特徴とする。
【００１１】
　更に、請求項６に係るロールシートホルダは、請求項５に記載のロールシートホルダに
おいて、前記ロールシート特定部は、前記ロールシートの種類に応じて配置される貫通孔
を有し、前記貫通孔は、前記テープ印刷装置にロールシートホルダを装着した場合に、該
貫通孔に対向する前記シート判別センサが挿通されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るロールシートホルダでは、基準側保持部材の外側端面部に突設される位置
決めリブ部をテープ印刷装置の上方に開口する第１位置決め溝部に位置合わせして嵌入す
ることによって、ガイド部材の前側延出部の下端縁部が第２位置決め溝部に嵌入されて、
該ロールシートホルダがテープ印刷装置内に着脱可能に支持されるため、テープ印刷装置
への装着を容易に行うことができる。また、ロールシートは、前側延出部の内側面によっ
て挿入口へ案内されるため、該ロールシートの斜行を防止することが可能となる。また、
ガイド部材と基準側保持部材とは、ロールシートが巻回された巻芯に挿通される筒部材に
よって一体化されるため、当該ロールシートホルダのテープ印刷装置への装着を更に容易
に行うことができる。また、ガイド部材と基準側保持部材とは、ロールシートが巻回され
た巻芯に挿通される筒部材によって一体化されるため、基準側保持部材の外側端面部に突
設される位置決めリブ部を第１位置決め溝部に嵌入することによって、ガイド部材のガタ
ツキを確実に防止し、ロールシートを安定して引き出すことが可能となる。更に、筒部材
の長さ寸法を変更することにより、異なる幅寸法のロールシートが装着された複数種類の
ロールシートホルダを容易に製作することができる。
  
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係るロールシートホルダについて、具体化した一実施形態に基づいて図
面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１４】
　先ず、本実施形態に係るテープ印刷装置の概略構成について図１乃至図７に基づき説明
する。
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　図１乃至図３に示すように、テープ印刷装置１は、本体筐体２と、所定幅のロールシー
ト３Ａが巻回されたロールシートホルダ３を収納するロールシートホルダ収納部４の上側
を覆うように後側上端縁部に開閉自在に取り付けられた透明樹脂製の上カバー５と、この
上カバー５の前側略中央部に対向するように立設される透明樹脂製のトレー６と、このト
レー６の前側に配置される電源ボタン７と、前側側面部に左右移動可能に設けられてカッ
ターユニット８（図７参照）を左右に移動させるカッターレバー９等から構成されている
。また、本体筐体２の背面部には一方の側端部に電源コード１０が接続されると共に、他
方の側端部には不図示のパーソナルコンピュータ等と接続されるＵＳＢ（UniversalSeria
l Bus）等から構成されるコネクタ部１１（図６参照）が設けられている。また、このロ
ールシート３Ａは、自己発色性を有する長尺状の感熱シート（いわゆる、サーマルペーパ
ー）や、該感熱シートの片面に粘着剤を介して離形紙が張り合わされた長尺状のラベルシ
ート等で構成され、巻芯３Ｂ（図４参照）に巻回されている。
【００１５】
　また、図２乃至図６に示すように、テープ印刷装置１は、ロールシートホルダ収納部４
の搬送方向に対して略垂直方向の一方の側端縁部（図６中、左側側端縁部）に、後述のロ
ールシートホルダ３を構成する位置決め保持部材１２の外側方向に突設される断面略矩形
状の取付部材１３を嵌め込むことができるホルダ支持部材１５が設けられている。このホ
ルダ支持部材１５には、上方に開口する正面視略縦長コの字状の第１位置決め溝部１６が
形成されている。また、このホルダ支持部材１５の内側基端部には、位置決め保持部材１
２の下端部に突設される弾性係止片１２Ａが係合される係合凹部１５Ａが形成されている
。
【００１６】
　また、ロールシート３Ａを挿入する挿入口１８の後端縁部からロールシートホルダ収納
部４の前側上端縁部まで略水平に延出されて、後述のロールシートホルダ３を構成するガ
イド部材２０の先端部が載置される載置部２１が設けられている。また、この載置部２１
の搬送方向後側の端縁角部には、ロールシート３Ａの複数の幅寸法に対応して断面略Ｌ字
状の４個の第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄが形成されている。この各第２位置決め溝部
２２Ａ～２２Ｄは、図７に示すように、ロールシートホルダ３を構成するガイド部材２０
の載置部２１に当接する部分の一部を上方から嵌め込むことができるように形成されてい
る。また、このロールシートホルダ３を構成するガイド部材２０の先端部は、挿入口１８
まで延出されている。
【００１７】
　また、ロールシートホルダ収納部４の底面部には、ホルダ支持部材１５の内側基端部か
ら第２位置決め溝部２２Ａに対向する位置まで搬送方向に対して略垂直に平面視横長四角
形の位置決め凹部４Ａが所定深さ（本実施形態では、約１．５～３ｍｍの深さである。）
で形成されている。この位置決め凹部４Ａの搬送方向幅寸法は、ロールシートホルダ３を
構成する位置決め保持部材１２及びガイド部材２０の各下端縁部の幅寸法にほぼ等しくな
るように形成されている。また、位置決め凹部４Ａのホルダ支持部材１５の内側基端部に
は、位置決め保持部材１２の下端縁部から略直角内側方向に延出される後述のシート判別
部６０（図１０参照）に対向する部分が位置決め凹部４Ａよりもさらに所定深さ（本実施
形態では、約１．５～３ｍｍの深さである。）だけ深くなるように形成された判別凹部４
Ｂが形成されている。また、この判別凹部４Ｂには、プッシュ式のマイクロスイッチ等か
ら構成されて、ロールシート３Ａの種別を判別するためのシート判別センサＳ１、Ｓ２、
Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５がＬ字状に設けられている。この各シート判別センサＳ１～Ｓ５は、プ
ランジャーとマイクロスイッチ等から構成される公知の機械式スイッチからなり、この各
シート判別センサＳ１～Ｓ５に対してシート判別部６０の後述の各センサ孔６０Ａ（図８
参照）があるかどうかを検出して、そのオン・オフ信号によりロールシートホルダ３に装
着されたロールシート３Ａの種類を検出するものである。尚、本実施形態の場合は、各テ
ープ判別センサＳ１～Ｓ５は、そのプランジャーが常には、判別凹部４Ｂの底面から突き
出しており、マイクロスイッチがオフ状態になっている。そして、シート判別部６０の各
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センサ孔６０Ａが、各シート判別センサＳ１～Ｓ５に対向する位置に有る場合には、プラ
ンジャーが押下されずマイクロスイッチがオフ状態にあるので、オフ信号が出力され、一
方、シート判別部６０の各センサ孔６０Ａが、各シート判別センサＳ１～Ｓ５に対向する
位置に無い場合には、プランジャーが押下されてマイクロスイッチがオン状態になるので
、オン信号が出力される。
【００１８】
　また、挿入口１８のホルダー支持部材１５側の側端縁部（図６中、左端縁部）は、該ホ
ルダー支持部材１５に嵌め込まれる位置決め部材１２の内側端面に対向する位置に形成さ
れている。また、この挿入口１８のホルダー支持部材１５側の側端縁部には、案内リブ部
２３が立設されている。
【００１９】
　また、ロールシートホルダ収納部４の他方の側端縁部（図５中、上方側端縁部）の搬送
方向前端部には、サーマルヘッド３１（図７参照）の上下動操作等を行うレバー２７が設
けられている。即ち、このレバー２７を上方に回動させることにより、サーマルヘッド３
１が下方に移動されて、サーマルヘッド３１と対向配置されているプラテンローラ２６（
図７参照）から離間し、該レバー２７を下方に回動させることにより、サーマルヘッド３
１が上方に移動されてロールシート３Ａをプラテンローラ２６に押圧付勢して印字可能な
状態になる。また、ロールシートホルダ収納部４の下側には、外部のパーソナルコンピュ
ータ等からの指令により各機構部を駆動制御する制御回路部が設けられている。
【００２０】
　これにより、巻芯３Ｂに巻回されたロールシート３Ａが装着されたロールシートホルダ
３は、位置決め部材１２の取付部材１３をホルダ支持部材１５の第１位置決め溝部１６に
嵌め込み、該位置決め部材１２の下端部に突設される弾性係止片１２Ａをホルダ支持部材
１５の内側基端部に形成される係合凹部１５Ａに係合させると共に、ガイド部材２０の先
端部下面を各第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄに嵌め込んで該ガイド部材２０の下端部を
位置決め凹部４Ａ内に嵌入して当接させることによって、ロールシートホルダ収納部４に
着脱自在に取り付けられる。そして、レバー２７を上方に回動させて、ロールシート３Ａ
の一方の側端縁部をガイド部材２０の内側面に当接させつつ、このロールシート３Ａの他
方の側端縁部を挿入口１８の側縁部に立設される案内リブ部２３に当接させながら挿入口
１８内に挿入して、該レバー２７を下方に回動させることにより、印刷可能となる。
【００２１】
　ここで、図７に示すように、レバー２７を下方に回動させることにより、挿入口１８か
ら挿入されたロールシート３Ａは、ライン型のサーマルヘッド３１によってプラテンロー
ラ２６に向かって押圧されるように付勢される。そして、該プラテンローラ２６を不図示
のステッピングモータ等により回転駆動しつつ、該サーマルヘッド３１を駆動制御するこ
とによって、ロールシート３Ａを搬送しながら印字面に順次画像データを印字できる。ま
た、トレー６上に排出されたロールシート３Ａは、カットレバー９を右側方向に移動操作
することによって、カッターユニット８により切断される。
【００２２】
　次に、ロールシートホルダ３の概略構成について図８乃至図１２に基づいて説明する。
　図８乃至図１２に示すように、巻芯３Ｂに巻回されたロールシート３Ａが装着されるロ
ールシートホルダ３は、ロールシート３Ａの巻芯３Ｂの筒孔の一端側端縁部に第１筒部３
５が嵌挿されてロールシート３Ａの一方の端面に当接されるガイド部材２０と、該巻芯３
Ｂの他端側に第２筒部３７が嵌挿されてロールシート３Ａの他方の端面に当接される位置
決め保持部材１２と、このガイド部材２０の第１筒部３５に嵌挿されて一端側端面の外周
部に形成されるフランジ部３６が該第１筒部３５の外側端面に固着されると共に、他端側
端部が位置決め保持部材１２の第２筒部３７に嵌挿されて該第２筒部３７に固着される略
筒状のホルダ軸部材４０と、から構成されている。従って、ホルダ軸部材４０の長さ寸法
を変更することにより、異なる幅寸法のロールシート３Ａが装着された複数種類のロール
シートホルダ３を容易に製作することができる。
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【００２３】
　また、このガイド部材２０は、第１筒部３５の外側端面の下側外周部から下側方向に延
出されて、ロールシートホルダ収納部４の底面部に形成される位置決め凹部４Ａに嵌入さ
れて該位置決め凹部４Ａの底面に当接される第１延出部４２が形成されている。また、ガ
イド部材２０は、ロールシート３Ａの前側方向略１／４円周上の外側端面部を覆うように
外側方向に延出される第２延出部４３が形成されている。また、この第２延出部４３の外
周部からロールシート３Ａの挿入口１８（図６参照）近傍まで上側端縁部が前下がり状に
延出される第３延出部４４が形成されている。この第３延出部４４の先端部の下端面は略
水平に形成され、テープ印刷装置１の載置部２１上に当接して、該第３延出部４４と第２
延出部４３の内側面によって装着されたロールシート３Ａの一側端縁部を挿入口１８まで
案内するように構成されている。また、この第３延出部４４の下端面の載置部２１の搬送
方向後端縁部に対向する位置から第１延出部４２まで所定長さ延出される第４延出部４５
が形成され、該第３延出部４４の下端面が載置部２１上に当接された場合には、この第４
延出部４５の搬送方向先端部分が、装着されたロールシート３Ａのシート幅に対向する各
第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄのいずれかに嵌入されるように構成されている（図７参
照）。
　また、ガイド部材２０の第１延出部４２の上端部、即ち、第１筒部３５の外側端面の外
周部の左右両中央部には、正面視略四角形の各切欠部４７が設けられ、ホルダ軸部材４０
のフランジ部３６の内側面に突設される各位置決め突起４８が嵌入されている。また、ガ
イド部材２０の各延出部４３、４４、４５の内側面には、装着されたロールシート３Ａの
巻回長さ１０ｍ、２０ｍ、３０ｍを表す各目盛り４３Ａ、４３Ｂ、４３Ｃが形成されてい
る。尚、ロールシートホルダ３に巻回されるロールシート３Ａの最大巻回長さは、約３０
ｍの長さである。
【００２４】
　また、ホルダ軸部材４０の位置決め保持部材１２の第２筒部３７内に嵌入される先端部
には、該第２筒部３７の内側下端部に内側半径方向に突設される位置決めリブ５０が嵌入
される略縦長の切欠部５１が形成されている。これにより、ホルダ軸部材４０の切欠部５
１に位置決め保持部材１２の位置決めリブ部５０を嵌入することによって、該ホルダ軸部
材４０を介して位置決め保持部材１２とガイド部材２０との位置決めを行うことができる
。
また、第１筒部３５と第２筒部３７とによって、ロールシート３Ａが巻回された巻芯３Ｂ
が回転可能に保持される。尚、ホルダ軸部材４０は、巻芯３Ｂの各長さ寸法に対応して複
数種類（本実施形態では、４種類である。）の長さ寸法のものが設けられている。
【００２５】
　また、位置決め部材１２により、第２筒部３７の外側端面は閉塞されている。また、該
第２筒部３７の外周部には、フランジ部５５が形成されると共に、このフランジ部５５の
下側外周部から下側方向に延出される延出部５６が形成されている。このフランジ部５５
と延出部５６の内側面がロールシート３Ａ及び巻芯３Ｂの外側端面に当接される。また、
このフランジ部５５と延出部５６の外側端面部の搬送方向（図１０（Ａ）中、左右方向）
略中央部には、上下方向に縦長の断面略矩形状の取付部材１３が突設されている。この取
付部材１３は、正面視下方向に幅狭になるように形成され、テープ印刷装置１のホルダ支
持部材１５の下方向に幅狭な第１位置決め溝部１６内に密着可能に形成されている。また
、この取付部材１３の突出高さ寸法は、この第１位置決め溝部１６の幅寸法にほぼ等しく
形成されている。
【００２６】
　また、位置決め部材１２の取付部材１３の下端部には、該取付部材１３の下端部よりも
左右方向に各々外側方向に所定長さ（本実施形態では、約１．５ｍｍ～３ｍｍである。）
突出する正面視略四角形の平板状（本実施形態では、約１．５ｍｍ～３ｍｍの厚さ寸法で
ある。）の案内部５７が形成されている。これにより、ロールシートホルダ３を装着する
場合は、取付部材１３の下端部に形成される案内部５７をホルダ支持部材１５の外側端面
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に当接させつつ、取付部材１３を第１位置決め溝部１６に挿入することによって、該ロー
ルシートホルダ３を容易に位置決めしつつ装着することができる。
　また、位置決め部材１２の延出部５６の下端縁部は、ガイド部材２０の下端縁部よりも
所定長さ（本実施形態では、約１ｍｍ～２．５ｍｍである。）下側方向に突出するように
延出されると共に、該下端縁部には、略直角内側方向に所定長さ延出される略長四角形の
シート判別部６０が形成されている。また、上述したように、このシート判別部６０には
、各シート判別センサＳ１～Ｓ５に対向する所定位置に各センサ孔６０Ａが穿設されてい
る。尚、図８（Ｂ）では、５個のセンサ孔６０Ａが穿設されているが、該センサ孔６０Ａ
は装着されたロールシート３Ａの種類に対応して所定位置に穿設される。
　また、位置決め部材１２の取付部材１３の下端部には延出部５６に縦長四角形の貫通孔
６２が穿設され、該貫通孔６２の上端縁部には、下側方向に先端部に外側方向に突出する
突起部が形成された弾性係止片１２Ａが設けられている。
【００２７】
　次に、上記のように構成されたロールシートホルダ３のテープ印刷装置１への装着につ
いて図１３に基づいて説明する。
　図１３（Ａ）に示すように、巻芯３Ｂに最大幅のロールシート３Ａが巻回されたロール
シートホルダ３の場合には、先ず、ロールシートホルダ３の位置決め保持部材１２の取付
部材１３をホルダ支持部材１５の位置決め溝部１６に挿入する。そして、該ロールシート
ホルダ３のガイド部材２０の第３延出部４４の下端面を載置部２１上に当接させると共に
、該ガイド部材２０の第４延出部４５を載置部２１の搬送方向後側角部に形成される第２
位置決め溝部２１Ａに嵌入させる。また、該ガイド部材２０の第１延出部４２の下端縁部
をロールシートホルダ収納部４の底面部に形成される位置決め凹部４Ａ内に嵌入して当接
させる。また、同時に、ロールシートホルダ３の位置決め保持部材１２の延出部５６の下
端部に形成されるシート判定部６０を、ホルダ支持部材１５の基端部内側に形成される判
別凹部４Ｂに挿入すると共に、弾性係止片１２Ａをホルダ支持部材１５の基端部に形成さ
れる係合凹部１５Ａに係合させる。これにより、ロールシートホルダ３がロールシートホ
ルダ収納部４に着脱自在に取り付けられる。
　続いて、レバー２７を上方に回動させた状態で、ロールシート３Ａの一方の側端縁部を
ガイド部材２０の内側面に当接させつつ、該ロールシート３Ａを引きだし、このロールシ
ート３Ａの他方の側端縁部を挿入口１８の側端縁部に立設された案内リブ部２３に当接さ
せつつ挿入口１８に挿入する。その後、レバー２７を下方に回動させることにより、該ロ
ールシート３Ａの先端部がサーマルヘッド３１によってプラテンローラ２６に押圧され、
印字可能な状態になる。
【００２８】
　また、図１３（Ｂ）に示すように、巻芯３Ｂに最小幅のロールシート３Ａが巻回された
ロールシートホルダ３の場合には、先ず、ロールシートホルダ３の位置決め保持部材１２
の取付部材１３をホルダ支持部材１５の位置決め溝部１６に挿入する。そして、該ロール
シートホルダ３のガイド部材２０の第３延出部４４の下端面を載置部２１上に当接させる
と共に、該ガイド部材２０の第４延出部４５を載置部２１の搬送方向後側角部に形成され
る第２位置決め溝部２１Ｄに嵌入させる。そして、該ガイド部材２０の第１延出部４２の
下端縁部をロールシートホルダ収納部４の底面部に形成される位置決め凹部４Ａ内に嵌入
して当接させる。また、同時に、ロールシートホルダ３の位置決め保持部材１２の延出部
５６の下端部に形成されるシート判定部６０を、ホルダ支持部材１５の基端部内側に形成
される判別凹部４Ｂに挿入すると共に、弾性係止片１２Ａをホルダ支持部材１５の基端部
に形成される係合凹部１５Ａに係合させる。これにより、ロールシートホルダ３がロール
シートホルダ収納部４に着脱自在に取り付けられる。
　続いて、レバー２７を上方に回動させた状態で、ロールシート３Ａの一方の側端縁部を
ガイド部材２０の内側面に当接させつつ、該ロールシート３Ａを引きだし、このロールシ
ート３Ａの他方の側端縁部を挿入口１８の側端縁部に立設された案内リブ部２３に当接さ
せつつ挿入口１８に挿入する。その後、レバー２７を下方に回動させることにより、該ロ
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ールシート３Ａの先端部がサーマルヘッド３１によってプラテンローラ２６に押圧され、
印字可能な状態になる。
【００２９】
　ここで、プラテンローラ２６は、搬送手段として機能する。また、プラテンローラ２６
及びサーマルヘッド３１は、印刷手段を構成する。また、位置決め保持部材１２は、基準
側保持部材として機能する。また、取付部材１３は、位置決めリブ部として機能する。ま
た、シート判別部６０は、下側延出部として機能する。また、ホルダ支持部材１５は、位
置決め支持部材として機能する。また、各センサ孔６０Ａは、ロールシート特定部、貫通
孔として機能する。また、判別凹部４Ｂは、凹部として機能する。
【００３０】
　以上詳細に説明した通り、本実施形態に係るテープ印刷装置１では、ロールシートホル
ダ３のフランジ部５５及び延出部５６の外側端面に突設される取付部材１３が嵌入される
第１位置決め溝部１６は、ロールシートホルダ収納部４の一側側端縁部に立設されるホル
ダ支持部材１５に形成されるため、該ロールシートホルダ収納部４の一側側端縁部を基準
にロールシートホルダ３が確実に位置決めされ、複数種類のシート幅の各ロールシート３
Ａを正確に位置決めして搬送することができ印字品質の向上を図ることができる。
　また、ロールシートホルダ３のロールシート３Ａを該ロールシート３Ａと同心円の円弧
状に形成されるロールシートホルダ収納部４に対向させて装着するため、該ロールシート
ホルダ３の搬送方向の位置決めを容易に行いながら、該ロールシートホルダ３のフランジ
部５５及び延出部５６の外側端面に突設される取付部材１３が嵌入される第１位置決め溝
部１６に嵌入することができ、ロールシートホルダ３の装着を容易に行うことができる。
【００３１】
　また、ロールシートホルダ３のロールシート３Ａは、該ロールシート３Ａと同心円の円
弧状に形成されるロールシートホルダ収納部４に対向させて装着されると共に、該ロール
シートホルダ３のガイド部材２０の第４延出部４５は、載置部２１の搬送方向後側後端縁
部、即ちロールシートホルダ収納部４の挿入口側上端縁部に側断面略Ｌ字状に切り欠かれ
て形成される各第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄに嵌入されるため、該ロールシートホル
ダ３の装着部分の小型化、即ちテープ印刷装置１の小型化を容易に図ることができる。
　また、ロールシートホルダ３のガイド部材２０は、第４延出部４５を載置部２１の後側
後端縁部に各第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄに嵌入することによって固定することがで
きるため、ロールシートホルダ収納部４にロールシートホルダ３の他端側を支持する支持
部材等を設ける必要が無く、テープ印刷装置１の部品点数の削減化及び製造コストの低減
化を容易に図ることができる。
【００３２】
　また、挿入口１８のホルダ支持部材１５に対向する側端縁部には、該側端縁部に沿って
搬送方向所定幅寸法で案内リブ部２３が立設されているため、ロールシート３Ａは、この
案内リブ部２３の内側面と、ロールシートホルダ３の第２延出部４３及び第３延出部４４
の内側面とによって挿入口１８に案内されるため、該ロールシート３Ａの斜行を確実に防
止することができる。また、この案内リブ部２３の後端部からロールシート３Ａの外周面
までは覆われていないため、該ロールシート３Ａを挿入口１８に挿入する際に、容易にロ
ールシート３Ａの先端部を持つことができ、ロールシート３Ａの挿入操作を容易に行うこ
とができ、ロールシートホルダ３の装着作業を容易に、且つ迅速に行うことができる。
　また、ロールシート３Ａの複数種類の幅寸法に対応して、載置部２１の後側後端縁部の
各第４延出部４５に対向する複数箇所に各第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄを設けること
により、複数種類の幅寸法のロールシートホルダ３を着脱可能に装着することができるた
め、特に、テープ印刷装置１のロールシートホルダ収納部４にロールシートホルダ３の他
端側を支持する支持部材のロールシート幅方向の移動機構や該支持部材の固定機構などを
設ける必要が無く、テープ印刷装置１の部品点数の更なる削減化及び製造コストの大幅な
低減化を容易に図ることができる。
【００３３】
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　また、ロールシートホルダ３の第１延出部４２の下端部は、ロールシートホルダ収納部
４の底面部に形成された位置決め凹部４Ａ内に嵌入されて装着されるため、ロールシート
３Ａの引き出しによるロールシートホルダ３の回転やガタツキをホルダ支持部材１５と協
働して容易に防止することができ、テープ印刷装置１はプラテンローラ２６を介してロー
ルシート３Ａを繰り返し一定長さ分正確に引き込むことができ、印字品質の向上を図るこ
とができる。また、該位置決め凹部４Ａはロールシート幅方向に長い平面視横長四角形に
形成されているため、複数種類の幅寸法のロールシートホルダ３の各第１延出部４２の下
端部をこの位置決め凹部４Ａ内に確実に挿入することができ、テープ印刷装置１はプラテ
ンローラ２６を介して複数種類の幅寸法のロールシートを繰り返し一定長さ分正確に引き
込むことができ、更なる印字品質の向上を図ることができる。
【００３４】
　また、ロールシートホルダ３は、位置決め保持部材１２の外側端面部に突設される取付
部材１３をテープ印刷装置１の上方に開口する第１位置決め溝部１６に位置合わせして嵌
入することによって、該ロールシートホルダ３の第４延出部４５が対向する位置に形成さ
れる各第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄに嵌入されて、該ロールシートホルダ３がテープ
印刷装置１内に着脱可能に支持されるため、テープ印刷装置１への装着を容易に行うこと
ができる。また、複数種類の幅寸法のロールシート３Ａが巻回された各ロールシートホル
ダ３は、位置決め保持部材１２の外側端面部に突設される取付部材１３をテープ印刷装置
１の上方に開口する第１位置決め溝部１６に位置合わせして嵌入することによって、ガイ
ド部材２０の第４延出部４５が対向する位置に形成される各第２位置決め溝部２２Ａ～２
２Ｄのいずれかに嵌入されて、該ロールシートホルダ３がテープ印刷装置１内に着脱可能
に支持されるため、複数種類のロールシート幅のロールシートホルダ３の取り替え装着を
容易且つ迅速に行うことができる。
　また、ガイド部材２０の第２延出部４３及び第３延出部４４は、巻芯３Ｂに巻回された
ロールシート３Ａの端面に当接されると共に、テープ印刷装置１のロールシート３Ａの挿
入口１８近傍まで延出されているため、ロールシート３Ａの一側他縁を第２延出部４３及
び第３延出部４４によって巻回部分から挿入口１８まで案内でき、該ロールシート３Ａの
装着を容易に行うことができると共に、ロールシート３Ａのガイド部材２０側外方向への
斜行を防止することができる。
【００３５】
　また、複数種類の幅寸法のロールシート３Ａに対して、ホルダ軸部材４０の長さだけを
変更することにより、ガイド部材２０と位置決め保持部材１２とは同一形状のものを使用
して複数種類のロールシートホルダ３を構成することができるため、ロールシートホルダ
３の部品点数の削減化を図ることができ、製造コストの削減化を図ることができる。
　また、位置決め保持部材１２の取付部材１３は、位置決め保持部材１２の外側端面と、
該取付部材１３の外側端面部の両側端縁部から外側方向に所定長さ延出される案内部５７
の内側面とによって、第１位置決め溝部１６の内側端面部と外側端面部を挟持しつつ該第
１位置決め溝部１６に嵌入されるため、ロールシートホルダ３のロールシート幅方向の位
置決めを確実に行うことができると共に、ガイド部材２０の第４延出部４５を対向する位
置に形成される第２位置決め溝部２２Ａ～２２Ｄのいずれかに確実に嵌入させることがで
きる。
　また、位置決め保持部材１２の案内部５７の内側面を第１位置決め溝部１６の外側端面
部に当接させることによって、取付部材１３を第１位置決め溝部１６に対して容易に位置
決めすることができ、ロールシートホルダ３の装着を更に簡易且つ迅速に行うことができ
る。
【００３６】
　また、位置決め保持部材１２の延出部５６の下端縁部が、巻芯３Ｂに巻回されたロール
シート３Ａの最大外径の下端部に対向し、該下端縁部からロールシート３Ａの外周面に対
向するように所定長さ延出されるシート判別部６０が設けられているため、該ロールシー
ト３Ａの弾性復元力によってロールシート３Ａの巻回が少し緩んだ場合には、最外周面の
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防止することができる。
　更に、ガイド部材２０の第２延出部４３の内側面には、複数の同心円上にそれぞれロー
ルシート３Ａの巻き長さを表す各目盛り４３Ａ～４３Ｃが設けられているため、該ロール
シート３Ａの残量を容易に認識することができる。また、テープ印字装置１の上カバー５
が透明な樹脂製のため、この各目盛り４３Ａ～４３Ｃを確認することによって印字中のロ
ールシート３Ａの残量を容易に認識することができ、ロールシートホルダ３の取り換えを
タイミングよく行うことが可能となる。
【００３７】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されることはなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施形態に係るテープ印刷装置の概略斜視図である。
【図２】本実施形態に係るテープ印刷装置に最大ロールシート幅のロールシートホルダが
装着された状態を上カバーを取り外して示す斜視図である。
【図３】本実施形態に係るテープ印刷装置に最大ロールシート幅のロールシートホルダが
装着された状態を上カバーを取り外して示す側面図である。
【図４】図３のＸ－Ｘ矢視断面図である。
【図５】本実施形態に係るテープ印刷装置の上カバーを開けた状態の概略斜視図である。
【図６】本実施形態に係るテープ印刷装置の上カバーを取り外した状態の概略後方斜視図
である。
【図７】本実施形態に係るテープ印刷装置にロールシートホルダが装着された状態を上カ
バーを取り外して示す側断面図である。
【図８】本実施形態に係るテープ印刷装置のロールシートが装着されたロールシートホル
ダを示す図で、（Ａ）は前側上方からの斜視図、（Ｂ）は下側後方からの斜視図である。
【図９】本実施形態に係るテープ印刷装置のロールシートホルダを示す斜視図で、（Ａ）
は斜め後方側からの斜視図、（Ｂ）は斜め前方側からの斜視図である。
【図１０】本実施形態に係るテープ印刷装置のロールシートホルダを示す図で、（Ａ）は
左側面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は右側面図である。
【図１１】図１０（Ａ）のＹ－Ｙ矢視断面図である。
【図１２】図１０（Ａ）のＺ－Ｚ矢視断面図である。
【図１３】本実施形態に係るテープ印刷装置にロールシートホルダを装着した状態を示す
図で、（Ａ）は最大幅のロールシートを装着した状態を示す斜視図、（Ｂ）は最小幅のロ
ールシートを装着した状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　テープ印刷装置、　２　本体筐体、　３　ロールシートホルダ
　３Ａ　ロールシート、　４　ロールシートホルダ収納部、　４Ａ　位置決め凹部
　５　上カバー、　１２　位置決め保持部材、　１２Ａ　弾性係止片
　１３　取付部材、　１５　ホルダ支持部材、　１５Ａ　係合凹部
　１６　第１位置決め溝部、　１８　挿入口、　２０　ガイド部材
　２１　載置部、　２２Ａ～２２Ｄ　第２位置決め溝部、　２３　案内リブ部
　２６　プラテンローラ、　３１　サーマルヘッド、　４０　ホルダ軸部材
　４２　第１延出部、　４３　第２延出部、　４３Ａ～４３Ｃ　目盛り
　４４　第３延出部、　４５　第４延出部、　６０　シート判別部
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