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(54)【発明の 名称】給紙装置 及びプリンタ
(57)【要約】
【課題】

給 紙ローラの磨耗 に影響されず、 また高画質

用印刷紙を取 り扱った場合に も安定した給紙 が可能な給
紙装置を提供 すること。
【解決手段】

給紙ローラ１ ２１よりも用紙 の搬送方向

上流側に送り 用の補助ローラ ９を設ける一方 、この補助
ローラ９を、 給紙ローラの角 部１２１ｃが最 上位の用紙
を繰り出す給 紙スタート時だ け、その最上位 の用紙に接
触させて送り 力を作用させる と共に、給紙ロ ーラ１２１
が用紙を繰り 出した後の用紙 搬送状態におい ては、用紙
と非接触とな る退避位置に戻 す作用退避機構 １０を設け
る。
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000130581
株式会 社サトー
東京都 渋谷区渋谷1丁目15番5号

(72)発明者

大滝

裕考

東京都 渋谷区渋谷1丁目15番5号

株式

会社サ トー内
Ｆターム（参考 ）
3F052 AA01 AB05 BA02 BA17
3F105 AA01 AB04 AB09 BA22 BA33 BA37
CA02 DA48 DB05 DC01

(54)【発明の 名称】プリンタ の給紙装置
(57)【要約】
印字用紙の残 量を容易に確認 できるラベルプ リンタを提
供する。
【課題】
【解決手段】

支持部７をバ ネ５により上下 動可能と

し、印字用紙 重量の減少によ り支持部７及び 可動軸６を
徐々に上方に 移動し、所定の 重量以下になる と作動検出
片９とマイク ロスイッチ１０ が接触しスイッ チをオンに
することによ りランプ１１を 点灯させる。
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(54)【発明の 名称】プリンタ の給紙制御装置
(57)【要約】
【課題】ペー パセンサが給紙 動作によって作 動したもの
でないときに 、従来のような 正常でない印刷 を未然に防
止できるよう にする。
【解決手段】 ＣＰＵによりペ ーパセンサが作 動状態と判
断されると（ Ｓ１のＹＥＳ） 、保持部の保持 情報から、
ペーパセンサ が給紙動作に基 づいて作動した ものかどう
か判定され（ Ｓ６）、この判 定結果がＮＯで あれば正常
に用紙が給紙 されていないこ とから、用紙の 頭揃え及び
頭出し処理が 実行される（Ｓ ７、Ｓ８）。一 方、ステッ
プＳ６の判定 結果がＹＥＳで あれば、正常に 用紙が給紙
されているた め、その給紙動 作がホストコン ピュータか
らの給紙コマ ンドに基づくも のか、給紙ボタ ンの操作に
基づくものか の判定がなされ （Ｓ１１）、給 紙コマンド
に基づく場合 には、通常の印 刷動作を開始す べく給紙動
作は終了し、 給紙ボタンの操 作に基づく場合 には、用紙
の排出処理が 実行される（Ｓ １２）。
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(54)【発明の 名称】プリンタ 用給紙トレイ及 びプリンタ用排 紙トレイ
(57)【要約】
【課題】各ト レイの収納、開 放動作がスムー ズに行な
え、給紙時の 引き込み動作及 び排紙時の排出 動作に支障
をきたさない プリンタ用給紙 トレイ及びプリ ンタ用排紙
トレイの開発 が望まれる。
【解決手段】 プリンタの給紙 部分及び排紙部 分に設置す
るコ字形基部 側トレイとこれ より順次先端へ 開放する複
数のコ字形補 助トレイとから 成り、これら各 トレイのコ
字形開放側両 内側に順次先端 側補助トレイの コ字形基部
側両外側をそ れぞれ枢着し、 基部側トレイよ り順次先端
側補助トレイ が各近接するト レイのコ字形内 部に前記枢
着部を介して 折り畳み又は開 放できるように すると共
に、コ字形基 部トレイと複数 のコ字形補助ト レイとを水
平状態に開放 した場合に各ト レイ上面が給紙 方向及び排
紙方向に対し て段差のない略 水平な状態が得 られるよう
に構成した。
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(54)【発明の 名称】プリンタ の給紙機構
(57)【要約】
【 課題】本発明は 、印刷部からバ ックフィードお よび給
紙 方向への往復搬 送する記録媒体 に、印刷後排紙 した印
刷 済み記録媒体が 静電気等で吸着 したとしても、 この吸
着 した印刷済み記 録媒体を確実に 剥離させること ができ
る プリンタの給紙 機構を提供する こと。
【 解決手段】本発 明のプリンタの 給紙機構に用い る記録
媒 体１は、矢印Ｅ 方向へのバック フィードおよび 矢印Ｆ
方 向に搬送して印 刷部１０に再搬 送される記録媒 体１は
、 他端部側１ｂが 用紙トレイ２上 に排紙された印 刷済み
記 録媒体１

の一 面側を摺動する ようになってい る。

そ して、給紙ロー ラ４の摩擦部４ ｂの両端部には 、印刷
部 １０に再搬送さ れる記録媒体１ に印刷済み記録 媒体１
が密着して印刷 部１０に引き込 まれるのを防止 するた
め の排紙用部材７ を配設した。
【 選択図】

図１

