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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング前面に表示面を向けた状態で配されたディスプレイと、
　ハウジングに内蔵され、画像を記録シートに形成する画像形成手段と、
　画像を形成した記録シートをハウジング内から外方へ、前記表示面に沿うように排出す
る排出手段と、
　前記排出手段により前記記録シートの排出が行われた場合に、当該排出が行われたこと
を示す画像を、前記ディスプレイの表示面のうち当該記録シートと対向する対向領域に表
示するディスプレイ手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記排出手段は、前記表示面の鉛直方向下方に配設されており、前記表示面に対する前
記記録シートの排出方向の傾斜角度が、鉛直面に対する前記表示面の傾斜角度を超えない
ように前記記録シートを排出する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記排出手段は、前記記録シートの少なくとも一部分が前記表示面と対向するように前
記記録シートを排出する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
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　前記画像は、前記排出手段による排出動作による前記記録シートの移動に連動して表示
位置が移動する
　ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、
　前記記録シートが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、
　前記記録シートを保持している時間が所定時間以上になった場合に、前記記録シートが
保持されていることを示す画像を前記表示面に表示するディスプレイ手段と、
　備えることを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項６】
　ハウジング前面に表示面を向けた状態で配されたディスプレイと、
　ハウジングに内蔵され、画像を記録シートに形成する画像形成手段と、
　画像を形成した記録シートをハウジング内から外方へ、前記表示面に接近する方向に排
出する排出手段と、
　前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、
　前記記録シートが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、
　前記記録シートを保持している時間が所定時間以上になった場合に、前記記録シートが
保持されていることを示す画像を前記表示面に表示するディスプレイ手段と、
　前記記録シートを保持している時間が所定時間以上になった場合に、前記保持手段を移
動させる移動制御手段と、
　を備え、
　前記排出手段は、前記表示面の鉛直方向下方に配設されており、
　前記方向は、前記表示面に対する前記記録シートの排出方向の傾斜角度が、鉛直面に対
する前記表示面の傾斜角度を超えない方向であり、
　前記画像は、前記保持手段の移動に連動して表示位置を移動する
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、
　前記記録シートが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、
　前記記録シートが保持されている場合に、新たな画像形成を禁止する禁止手段と、
　を備えることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　ハウジング前面に表示面を向けた状態で配されたディスプレイと、
　ハウジングに内蔵され、画像を記録シートに形成する画像形成手段と、
　画像を形成した記録シートをハウジング内から外方へ、前記表示面に接近する方向に排
出する排出手段と、
　を備え、
　前記排出手段は、前記記録シートの少なくとも一部分が前記表示面と対向するように前
記記録シートを排出し、
　前記表示面上には、タッチパネルが配設され、
　前記排出手段が排出した前記記録シートを、その少なくとも一部分が前記表示面と対向
する状態で保持する保持手段と、
　前記表示面の前記一部分と対向する部分に、画像形成を指示する指示ボタンを表示して
、新たな画像形成の指示を受付ける受付手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイは、前記表示面の周囲に枠部を有しており、
　前記枠部のうち、前記表示面と前記排出手段とに挟まれた部分が、前記記録シートを前
記表示面に沿う方向へ導く排紙ガイドを兼ねている
　ことを特徴とする請求項１～８の何れかに記載の画像形成装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイとプリンターが一体となったディスプレイ付き画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、印刷対象となる画像をディスプレイに表示させ、当該画像を印刷出力することが
可能なディスプレイ付きプリンターがコンビニエンスストア、スーパー、旅行会社等の店
舗で利用されるようになってきている。
　当該プリンターは、インターネット等のネットワークに接続してネットワークから印刷
対象となる所望の画像を取得してディスプレイに表示させる機能や、ユーザーにサービス
として提供されるサービス情報（例えば、新製品の案内情報、イベントや新作映画の情報
、料理のレシピ、周辺地図等のサービス情報）を予めメモリ等に記憶し、当該サービス情
報をディスプレイに表示させる機能を有している。
【０００３】
　図１４は、ディスプレイ付きプリンターの具体例を示す。同図に示す例では、ディスプ
レイ１４０１にタッチパネルが形成され、ユーザーは、タッチパネルを介して操作指示を
当該プリンターに入力することにより、所望の画像をディスプレイ１４０１に表示させて
、排出口１４０２から、当該画像を印刷出力させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】意匠登録第１３９１２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のディスプレイ付きプリンターでは、排紙トレイがなく、排出口が
、ディスプレイの下方に設けられているため、ユーザーが当該プリンターの前に立って画
面を見ているときに画像形成後の記録シートが排出されると、ユーザーは、記録シートの
排出に気づくことができず、記録シートが床に落下し、記録シートが汚れてしまうという
問題が生じる、又、当該記録シートがプリンターの前方方向に排出されるため、排出の途
中で当該記録シートが、当該プリンターの前に立っているユーザーの体に当たり、記録シ
ートが折り曲げられてしまうという問題が生じる。
【０００６】
　又、排紙トレイを設けて、記録シートが床に落下しないようにすることも考えられるが
、排紙トレイを設けると、当該排紙トレイが当該プリンターの前方に突き出ることになり
、ユーザーがディスプレイを操作する際に邪魔になり、操作性が悪くなるという問題が生
じる。
　本発明は、上述のような問題に鑑みて為されたものであって、記録シートの排出時にお
けるユーザーの操作性を向上させることが可能なディスプレイ付き画像形成装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る画像形成装置は、ハウジング前面に表
示面を向けた状態で配されたディスプレイと、ハウジングに内蔵され、画像を記録シート
に形成する画像形成手段と、画像を形成した記録シートをハウジング内から外方へ、前記
表示面に沿うように排出する排出手段と、前記排出手段により前記記録シートの排出が行
われた場合に、当該排出が行われたことを示す画像を、前記ディスプレイの表示面のうち
当該記録シートと対向する対向領域に表示するディスプレイ手段と、を備える。
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　ここで、前記排出手段は、前記表示面の鉛直方向下方に配設されており、前記表示面に
対する前記記録シートの排出方向の傾斜角度が、鉛直面に対する前記表示面の傾斜角度を
超えないように前記記録シートを排出することとすることができる。又、前記排出手段は
、前記記録シートの少なくとも一部分が前記表示面と対向するように前記記録シートを排
出することとすることができる。
【０００８】
　前記ディスプレイは、前記表示面の周囲に枠部を有しており、前記枠部のうち、前記表
示面と前記排出手段とに挟まれた部分が、前記記録シートを前記表示面に沿う方向へ導く
排紙ガイドを兼ねていることとすることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成を備えることにより、画像を形成した記録シートがハウジング内から外方へ、
表示面に接近する方向に排出されるので、ユーザーが当該表示面を見ているときに当該記
録シートが排出された場合に、記録シートの排出に容易に気づくことができるとともに、
当該記録シートが当該表示面の前方方向に排出される場合に比べ、当該記録シートの排出
中に当該記録シートが当該表示面を見ているユーザーの体に当たりにくくすることができ
る。その結果、当該記録シートの排出時におけるユーザーの操作性を向上させることがで
きる。
【００１０】
　ここで、前記排出手段により前記記録シートの排出が行われた場合に、当該排出が行わ
れたことを示す画像を前記表示面に表示するディスプレイ手段を備えることとしてもよい
。
又、前記画像は、前記排出手段による排出動作による前記記録シートの移動に連動して表
示位置が移動することとしてもよい。
【００１１】
　これにより、画像を形成した記録シートの排出が行われたことが、ディスプレイ手段の
表示面において表示されるので、ユーザーは、記録シートの排出の様子を直接眼で確かめ
なくても、ディスプレイ手段の表示面を介して記録シートの排出を確認することができる
。その結果、当該記録シートの排出時におけるユーザーの操作性をさらに向上させること
ができる。
【００１２】
　ここで、前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、前記記録シー
トが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、前記記録シートを保持
している時間が所定時間以上になった場合に、前記記録シートが保持されていることを示
す画像を前記表示面に表示するディスプレイ手段と、備えることとすることとしてもよい
。
【００１３】
　又、ハウジング前面に表示面を向けた状態で配されたディスプレイと、
ハウジングに内蔵され、画像を記録シートに形成する画像形成手段と、
画像を形成した記録シートをハウジング内から外方へ、前記表示面に接近する方向に排出
する排出手段と、前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、前記記
録シートが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、前記記録シート
を保持している時間が所定時間以上になった場合に、前記記録シートが保持されているこ
とを示す画像を前記表示面に表示するディスプレイ手段と、前記記録シートを保持してい
る時間が所定時間以上になった場合に、前記保持手段を移動させる移動制御手段と、を備
え、前記排出手段は、前記表示面の鉛直方向下方に配設されており、前記方向は、前記表
示面に対する前記記録シートの排出方向の傾斜角度が、鉛直面に対する前記表示面の傾斜
角度を超えない方向であり、前記画像は、前記保持手段の移動に連動して表示位置を移動
することとしてもよい。
　これにより、画像を形成した記録シートが、所定時間以上保持手段に保持されたままに
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なっている場合には、そのことが表示面に表示されるので、記録シートがとり忘れられて
放置されている場合に、そのことを画像表示によりユーザーに知らせることができ、ユー
ザーの記録シートのとり忘れを有効に防止することができる。
【００１４】
　ここで、前記排出手段が排出した前記記録シートを保持する保持手段と、前記記録シー
トが前記保持手段に保持されているか否かを検出する検出手段と、前記記録シートが保持
されている場合に、新たな画像形成を禁止する禁止手段と、を備えることとしてもよい。
　これにより、画像を形成した記録シートが、保持手段に保持されている場合には、新た
な画像形成が禁止されるので、ユーザーに対し、記録シートが排出される毎に当該記録シ
ートをとり忘れないように注意を喚起することができ、大量の記録シートがとり忘れられ
た状態で保持手段に放置されないようにすることができる。
【００１５】
　ここで、ハウジング前面に表示面を向けた状態で配されたディスプレイと、ハウジング
に内蔵され、画像を記録シートに形成する画像形成手段と、画像を形成した記録シートを
ハウジング内から外方へ、前記表示面に接近する方向に排出する排出手段と、を備え、前
記排出手段は、前記記録シートの少なくとも一部分が前記表示面と対向するように前記記
録シートを排出し、前記表示面上には、タッチパネルが配設され、前記排出手段が排出し
た前記記録シートを、その少なくとも一部分が前記表示面と対向する状態で保持する保持
手段と、前記表示面の前記一部分と対向する部分に、画像形成を指示する指示ボタンを表
示して、新たな画像形成の指示を受付ける受付手段と、を備えることとしてもよい。
　これにより、画像を形成した記録シートの少なくとも一部分がディスプレイ手段の表示
面と対向する状態で保持され、当該表示面の上記一部分と対向する部分に、画像形成を指
示する指示ボタンが表示されて画像形成の指示が受付けられるので、ユーザーが、保持さ
れている当該記録シートを取り除かないと、ユーザーが当該指示ボタンを操作しにくくな
り、記録シートが排出される毎にユーザーが記録シートを保持手段から取り除くように仕
向けることができる。その結果、ユーザーに対し、記録シートが排出される毎に当該記録
シートをとり忘れないように注意を喚起することができ、大量の記録シートがとり忘れら
れた状態で保持手段に放置されないようにすることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】プリンターの外観図を示す斜視図である。
【図２】プリンターの構成を示す断面図である。
【図３】排出ローラー対の周辺部の詳細を示す断面図である。
【図４】制御部の構成と、制御部の制御対象となる主要構成要素との関係を示す図である
。
【図５】表示データの示す用紙画像が初期位置にある状態を模式的に示す図である。
【図６】制御部が行う排出状態表示処理の動作を示すフローチャートである。
【図７】印刷処理後の記録シートの先端が下端対向位置を通過し、搬出ローラーにより搬
送されて上方向へ移動中の状態にある場合の、プリンター１の様子を模式的に示す側面図
及び正面図である。
【図８】印刷処理後の記録シートが排出ローラーから離脱してストッカーに保持された状
態にある場合の、プリンターの様子を模式的に示す側面図及び正面図である。
【図９】制御部が行う排出状態表示処理の動作の変形例を示すフローチャートである。
【図１０】変形例における、印刷処理後の記録シートが排出ローラーから離脱してストッ
カーに保持された状態にある場合の、プリンターの様子を模式的に示す側面図及び正面図
である。
【図１１】制御部が行う排出状態表示処理の動作の別の変形例を示すフローチャートであ
る。
【図１２】印刷処理後の記録シートが排出ローラーから離脱してストッカーに保持された
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後、一定時間経過した場合の、プリンターの様子を模式的に示す側面図及び正面図である
。
【図１３】変形例における排出ローラー対の周辺部の詳細を示す断面図である。
【図１４】従来のディスプレイ付き画像形成装置の具体例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る一形態の画像装置の実施の形態を、床に設置される床置きタイプの
タンデム型カラーデジタルプリンター（以下、単に「プリンター」という。）に適用した
場合を例にして説明する。
　［１］プリンターの構成
　先ず、プリンターの構成について説明する。図１は、プリンター１の外観図を示す斜視
図である。同図に示すように、このプリンター１は、底板１００上にハウジング１０１が
固定設置されて構成される。プリンター１は、ハウジング１０１内部に、記録シートに熱
定着された画像を形成させる画像形成ユニットを有する本体部１Ａと、ハウジング１０１
の前面（正面）に表示面を向けた状態で配されたタッチパネル付き液晶ディスプレイ装置
６を有し、画像表示の制御及びユーザーからの指示の受付け処理等を行うディスプレイ部
１Ｂとを備える。
【００１８】
　又、本体部１Ａの上面には、熱定着された画像を形成した画像形成後の記録シートを、
ハウジング１０１内から外部へ排出するための排出口８０が設けられ、排出口８０には記
録シートが排出口８０に存在するか否かを検出するフォトセンサーである排出口センサー
８１が配置されている。
　図２は、プリンターの構成を示す断面図である。同図に示すように、プリンター１は、
画像プロセス部３、給紙部４、定着装置５、制御部６０等を備えている。ここでは、画像
形成ユニットは、画像プロセス部３、給紙部４、定着装置５等から構成され、ディスプレ
イ部１Ｂは、制御部６０、液晶ディスプレイ装置６等から構成される。
【００１９】
　プリンター１は、ネットワーク（例えばインターネット）に接続され、液晶ディスプレ
イ装置６の表示面上に形成されたタッチパネルから印刷指示を受け付ける。そして、印刷
指示に基づいてイエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックの各色のトナー像を形成し、
これらを記録シートへ多重転写してフルカラーの画像を形成した後、当該画像を熱定着す
ることにより、印刷処理を実行する。以下、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの各
再現色をＹ、Ｍ、Ｃ、Ｋと表し、各再現色に関連する構成要素の番号にこのＹ、Ｍ、Ｃ、
Ｋを添字として付加する。
【００２０】
　画像プロセス部３は、作像部３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｋ、露光部１０、中間転写ベルト１
１、二次転写ローラー４６などを有している。作像部３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｋの構成は、
いずれも同様の構成であるため、以下、主として作像部３Ｙの構成について説明する。
　作像部３Ｙは、感光体ドラム３１Ｙと、その周囲に配設された帯電器３２Ｙ、現像器３
３Ｙ、及び一次転写ローラー３４Ｙなどを有しており、感光体ドラム３１Ｙ上にＹ色のト
ナー像を作像する。現像器３３Ｙは、感光体ドラム３１Ｙに対向し、感光体ドラム３１Ｙ
に帯電トナーを搬送する。中間転写ベルト１１は、無端状のベルトであり、駆動ローラー
１２と従動ローラー１３に張架されて矢印Ａ方向に周回駆動される。又、従動ローラー１
３の近傍には、中間転写ベルト１１上に残留するトナーを除去するためのクリーナーユニ
ット２１が配置されている。
【００２１】
　露光部１０は、レーザーダイオードなどの発光素子を備え、制御部６０からの駆動信号
によりＹ～Ｋ色の画像形成のためのレーザー光Ｌを発し、作像部３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｋ
の各感光体ドラムを露光走査する。この露光走査により、帯電器３２Ｙにより帯電された
感光体ドラム３１Ｙ上に静電潜像が形成される。作像部３Ｍ、３Ｃ、３Ｋの各感光体ドラ
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ム上にも同様にして静電潜像が形成される。
【００２２】
　各感光体ドラム上に形成された静電潜像は、作像部３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｋの各現像器
により現像されて各感光体ドラム上に対応する色のトナー像が形成される。形成されたト
ナー像は、作像部３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｋの各一次転写ローラー（図１では、作像部３Ｙ
に対応する一次転写ローラーのみ符号３４Ｙを付し、他の一次転写ローラーについては、
符号を省略している。）により、中間転写ベルト１１上の同じ位置で重ね合わされるよう
に、中間転写ベルト１１上にタイミングをずらして順次一次転写された後、二次転写ロー
ラー４６による静電力の作用により中間転写ベルト１１上のトナー像が一括して記録シー
ト上に二次転写される。
【００２３】
　トナー像が二次転写された記録シートは、さらに定着装置５に搬送され、記録シート上
のトナー像（未定着画像）が、定着装置５において加熱及び加圧されて記録シートに熱定
着された後、搬送ローラー対７１、７２、７３により上方（排出口８０へ向かう方向）に
搬送され、排出ローラー対７４により排出口８０から矢印Ｂで示すように、液晶ディスプ
レイ装置６の表示面に沿うように排出される。
【００２４】
　図３（ａ）は、排出ローラー対７４の周辺部の詳細を示す断面図である。同図の符号７
４は、排出ローラー対を、符号７４ａ、７４ｂは、排出ローラー対を構成する各排出ロー
ラーを、符号７５、７６は、排紙ガイドを、符号７７は、記録シートの後端部を保持する
ストッカーを、符号７９は、記録シートの後端が排出ローラー対７４から離脱した時に記
録シートの後端部のストッカー７７への移動を補助する後端移動補助部材を、符号８０は
、排出口を、符号８１は、排出口センサーを、符号６Ａは、液晶ディスプレイ装置６の表
示面を、１０１は、ハウジングをそれぞれ示す。又、同図の符号Ｓ１は、画像形成後の記
録シートを、符号ａ１、ａ２は、排出ローラー７４ａ、７４ｂの各回転方向を示す。
【００２５】
　後端移動補助部材７９は、図３（ｂ）に示すように、排出ローラー対７４を構成する２
つの排出ローラー７４ａ、７４ｂの内、ストッカー７７に近い側の排出ローラー７４aの
回転軸７４１に固着され、排出ローラー７４ａの回転に伴って排出ローラー７４ａの回転
方向と同方向に回転する。
　後端移動補助部材７９は、記録シートＳ１が排出ローラー対７４に通紙されている間は
、記録シートＳ１の排出ローラー７４ａ側の主面と接触しながら回転し、記録シートＳ１
の後端が排出ローラー対７４から離脱されると、記録シートＳ１の排出ローラー７４ｂの
側の主面側に回りこんで当該主面に当接して、当該主面を図３（ａ）の矢印ｂの方向に移
動させて、記録シートＳ１の後端部が排出ローラー７４ａの外周面に沿いながらストッカ
ー７７の位置に移動するのを補助する。後端移動補助部材７９は、記録シートＳ１と接触
したときに記録シートＳ１に損傷を与えないように、柔軟性やクッション性を有するスポ
ンジ材料（例えば、クロロプレンスポンジ）で構成される。
【００２６】
　図３（ａ）の説明に戻って、記録シートＳ１は、排出ローラー対７４により、矢印Ｃで
示す液晶ディスプレイ装置６の表示面６Ａに接近する方向に排出されることにより、排出
口８０を介して当該表示面６Ａに沿うように排出される。そして記録シートＳ１の後端が
排出ローラー対７４から離脱すると、後端移動補助部材７９によって記録シートＳ１の後
端部の排出ローラー７４ｂの側の主面が押されて当該後端部が矢印ｂの方向に移動し、ス
トッカー７７に保持される。このとき記録シートＳ１の先端部は、液晶ディスプレイ装置
６の表示面６Ａに支持される。
【００２７】
　ここで、「液晶ディスプレイ装置６の表示面に接近する方向」とは、排出ローラー対７
４による記録シートの排出方向（矢印Ｃ方向）の、液晶ディスプレイ装置６の表示面の傾
斜方向（同図の矢印Ｄ方向）に対する傾斜角度αが、図３（ｃ）に示すように、当該表示
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面６Ａの鉛直面の方向（矢印Ｅ方向）に対する傾斜角度θを超えない範囲の方向のことを
いう。
【００２８】
　図２の説明に戻って、給紙部４は、記録シート（図２の符号Ｓ２で表す）を収容する給
紙カセット４１と、給紙カセット４１内の記録シートＳ２を搬送路４４上に１枚ずつ繰り
出す繰り出しローラー４２と、繰り出された記録シートＳ２をタイミングローラー対４５
へ搬送する搬送ローラー対４３と、二次転写位置に送り出すタイミングをとって記録シー
トＳ２を搬送するタイミングローラー対４５などを備えている。
【００２９】
　給紙カセットは、１つに限定されず、複数であってもよい。記録シートとしては、大き
さや厚さの異なる用紙（普通紙、厚紙）やＯＨＰシートなどのフィルムシートを利用でき
る。給紙カセットが複数ある場合には、大きさ又は厚さ又は材質の異なる記録シートを複
数の給紙カセットに収納することとしてもよい。
　タイミングローラー対４５は、中間転写ベルト１１上の同じ位置で重ね合わされるよう
に中間転写ベルト１１上に一次転写されたトナー像が二次転写位置に搬送されるタイミン
グに合わせて、記録シートを二次転写位置に搬送する。そして、二次転写位置において、
ニ次転写ローラー４６により中間転写ベルト１１上のトナー像が一括して記録シート上に
二次転写される。
【００３０】
　繰り出しローラー４２、搬送ローラー対、タイミングローラー対４５、排出ローラー対
７４等の各ローラー又はローラー対は、駆動モーター（不図示）を動力源とし、歯車ギア
やベルトなどの動力伝達機構（不図示）を介して回転駆動される。この駆動モーターとし
ては、例えば、高精度の回転速度の制御が可能なステッピングモーターが使用される。
　［２］制御部６０の構成
　図４は、制御部６０の構成と、制御部６０の制御対象となる主要構成要素との関係を示
す図である。制御部６０は、所謂コンピュータであって、同図に示されるように、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）６０１、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）部６０２、ＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）６０３、ＲＡＭ（Random Access Memory）６０４、駆動パルスカ
ウント部６０５、画像データ記憶部６０６、用紙画像情報記憶部６０７などを備える。
【００３１】
　通信Ｉ／Ｆ部６０２は、ＬＡＮカード、ＬＡＮボードといったＬＡＮ（Local Area Net
work）に接続するためのインターフェースである。ここでは、ＬＡＮは、さらに図示しな
いルーターを介してインターネットと接続されている。ＲＯＭ６０２には、画像プロセス
部３、給紙部４、定着装置５、液晶ディスプレイ装置６、排出ローラー駆動モーター７８
、排出口センサー８１を制御するための制御プログラムやＯＳ（Operating System）、ブ
ラウザプログラム、後述する排出状態表示処理を実行するためのプログラム等が格納され
ている。
【００３２】
　ＯＳは、制御部６０の動作を管理するためのプログラムであり、ＲＯＭ６０２に格納さ
れている各種プログラムは、ＯＳの管理下で実行される。ＯＳとしては、例えば、WINDOW
S(登録商標)、ＵＮＩＸ（登録商標）などを用いることができる。ブラウザプログラムは
、インターネットを介してウェブサーバーから提供されるウェブページを閲覧するための
アプリーケーションソフトウェアである。
【００３３】
　ＲＡＭ６０４は、ＣＰＵ６０１のプログラム実行時のワークエリアとして用いられる。
駆動パルスカウント部６０５は、排出ローラー対７４を駆動させる排出ローラー駆動モー
ター７８に出力する駆動パルス数をカウントする。画像データ記憶部６０６は、通信Ｉ／
Ｆ部６０２を介して入力された、印刷用の画像データ（例えば、ウェブサーバーから取得
されたウェブページの画像データ等）を記憶している。
【００３４】
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　用紙画像情報記憶部６０７は、ディスプレイ下端到達カウント値、排出ローラー離脱カ
ウント値、用紙画像情報、換算テーブル等を記憶している。ここで、「ディスプレイ下端
到達カウント値」とは、排出口センサー８１によって記録シートの先端が検出されてから
、当該先端を排出ローラー対７４により液晶ディスプレイ装置６の表示面の下端に対向す
る位置（以下、「下端対向位置」という）まで搬送するのに要する、排出ローラー駆動モ
ーター７８へ出力すべき駆動パルス数のことをいう。
【００３５】
　又、「排出ローラー離脱カウント値」とは、排出口センサー８１によって記録シートの
先端が検出されてから、記録シートの後端が排出ローラー対７４から離脱するまでに要す
る、排出ローラー駆動モーター７８へ出力すべき駆動パルス数のことをいう。
　上記の両カウント値は、後述する排出状態表示処理において、印刷処理後の記録シート
が下端対向位置に到達したか否か、当該記録シートが、排出ローラー対７４から離脱した
か否かの判定基準としてそれぞれ用いられる。
【００３６】
　「用紙画像情報」は、印刷処理後の記録シートの排出が行われたことを液晶ディスプレ
イ装置６の表示面に表示するための用紙画像（ここでは、所定サイズの記録シートのイメ
ージ画像）の表示データと、当該用紙画像の表示座標とを含む情報のことをいう。当該表
示座標は、図５に示すように、用紙画像の先端が、液晶ディスプレイ装置６の表示面６Ａ
の下端の位置にくる位置（以下、「初期位置」という。）に設定されている。
【００３７】
　図５は、表示データの示す用紙画像が初期位置にある状態を模式的に示す図である。同
図の符号６Ａは、液晶ディスプレイ装置６の表示面を、符号５１は、表示データの示す用
紙画像を、符号５２は、用紙画像の先端の位置をそれぞれ示す。又、ここでは、表示座標
はｘ座標及びｙ座標の直交座標で表され、表示面６Ａの上端の左端の位置（矢印Ｋで示す
位置）を表示座標の原点とし、原点より下方向を表示座標のｙ座標の正方向、原点より上
方向を表示座標のｙ座標の負方向とする。又、原点より右方向を表示座標のｘ座標の正方
向、原点より左方向を表示座標のｘ座標の負方向とする。
【００３８】
　後述する排出状態表示処理において、印刷処理後の記録シートが、下端対向位置に達し
た後、所定時間（ここでは、例えば、１秒とする）経過する毎に、表示座標のｙ座標値が
、当該所定時間の間の排出ローラー７４による当該記録シートの搬送距離（上方向（ｙ座
標の負方向）への搬送距離）に相当する分だけ減少した値に更新され、液晶ディスプレイ
装置６の表示面において、更新後の表示座標の示す位置に用紙画像が表示される。
【００３９】
　これにより、排出ローラー７４による記録シートの移動（ｙ座標の負方向への移動）に
連動して液晶ディスプレイ装置６の表示面上に表示される用紙画像の位置が移動すること
になる。なお、用紙画像のサイズは、印刷処理後の記録シートが液晶ディスプレイ装置６
の表示面と対向する位置に搬送されても、操作者が当該表示面に表示される用紙画像の輪
郭を視認しやすいように、記録シートのサイズより少し大きいサイズに設定されるものと
する。
【００４０】
　又、「換算テーブル」とは、駆動パルス数と、排出ローラー７４による記録シートの搬
送距離との対応関係を示すテーブルのことをいう。
　図４の説明に戻って、液晶ディスプレイ装置６は、液晶表示部を備え、液晶表示部の表
面にはタッチパネルが積層されている。タッチパネルからのタッチ入力又は入力キーから
のキー入力により、ユーザーからの指示を受取り、制御部６０に通知する。排出ローラー
駆動モーター７８は、排出ローラー対７４を駆動させる駆動モーターであり、制御部６０
から出力される駆動パルスに応じて駆動する。
【００４１】
　［３］排出状態表示処理
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　図６は、制御部６０が行う排出状態表示処理の動作を示すフローチャートである。制御
部６０は、排出状態表示処理を実行するためのプログラムを起動後、用紙画像情報記憶部
６０７に記憶されているディスプレイ下端到達カウント値、排出ローラー離脱カウント値
、用紙画像情報、換算テーブルをＲＡＭ６０４に読出し、液晶ディスプレイ装置６のタッ
チパネルから指定した印刷対象（例えば、液晶ディスプレイ装置６に表示されている画像
）の印刷処理の開始指示を受信すると、画像プロセス部３、給紙部４、定着装置５を制御
して指定された印刷対象の印刷処理を開始させ（ステップＳ６０１）、排出口センサー８
１の検出結果を監視して印刷処理後の記録シートの先端が排出口８０に到達したか否かを
判定する（ステップＳ６０２）。
【００４２】
　当該記録シートの先端が排出口８０に到達した場合に（ステップＳ６０２：ＹＥＳ）、
駆動パルスカウント部６０を介して排出ローラー駆動モーター７８へ出力する駆動パルス
数のカウントを開始し（ステップＳ６０３）、駆動パルスカウント部６０のカウント値（
以下、「カウント値」という。）がディスプレイ下端到達カウント値に到達したか否かに
より、当該記録シートの先端が下端対向位置に到達したか否かを判定する（ステップＳ６
０４）。
【００４３】
　制御部６０は、カウント値がディスプレイ下端到達カウント値に到達した場合に（ステ
ップＳ６０４：ＹＥＳ）、当該記録シートの先端が下端対向位置に到達したとみなして当
該時点におけるカウント値をＲＡＭ６０４に記録し、時間計測を開始する（ステップＳ６
０５）。
　そして、制御部６０は、所定時間（ここでは、１秒とする。）経過する毎に、当該時点
におけるカウント値をＲＡＭ６０４に記録し、直前に記録したカウント値との差を算出し
て、換算テーブルを用いて当該差分に対応する、当該経過時間（１秒）の間の当該記録シ
ートの搬送距離を求め、当該搬送距離に相当する分だけ用紙画像の表示座標のｙ座標の値
を減少させて、当該表示座標の座標値を更新する（ステップＳ６０６）。
【００４４】
　さらに、制御部６０は、液晶ディスプレイ装置６の表示面において、更新後の当該表示
座標の示す位置に用紙画像を表示させる（ステップＳ６０７）。
　制御部６０は、カウント値が排出ローラー離脱カウント値に到達し、当該記録シートの
後端が排出ローラー７４から離脱したとみなされるまで（ステップＳ６０８：ＹＥＳ）、
ステップＳ６０６、ステップ６０７の処理を繰り返す。
【００４５】
　これにより、当該記録シートが排出ローラー７４により搬送されて上方向へ移動（ｙ座
標の負方向へ移動）するのに連動して液晶ディスプレイ装置６の表示面に表示される用紙
画像の位置がｙ座標の負方向へ移動することになる。
　図７（ａ）は、印刷処理後の記録シートの先端が下端対向位置を通過し、搬出ローラー
７４により搬送されて上方向へ移動中の状態にある場合の、プリンター１の様子を模式的
に示す側面図である。図７（ｂ）は、印刷処理後の記録シートが下端対向位置を通過し、
搬出ローラーにより搬送されて上方向へ移動中の状態にある場合の、プリンター１の様子
を模式的に示す正面図である。両図において符号６Ａは、液晶ディスプレイ装置６の表示
面を、符号Ｓ１は、印刷処理後の記録シートを、符号５１は、用紙画像を、符号Ｐは、下
端対向位置を、符号Ｑは、初期位置を、符号Ｑ'は、記録シートＳ１の先端の位置に対向
する液晶ディスプレイ装置６の表示面６Ａ上のｙ座標の位置をそれぞれ示す。
【００４６】
　両図に示すように、記録シートＳ１が下端対向位置Ｐを通過して矢印Ｆ１で示す上方向
（ｙ座標の負方向）へ移動するのに連動して、用紙画像５１が下端対向位置Ｐに対向する
初期位置Ｑから、記録シートＳ１の下端対向位置Ｐからの移動距離に相当する距離だけ同
方向（矢印Ｆ２で示す方向）に移動している。
　さらに、制御部６０は、カウント値が排出ローラー離脱カウント値に到達すると、当該
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記録シートの後端が排出ローラー７４から離脱したとみなして（ステップＳ６０８：ＹＥ
Ｓ）、駆動パルスのカウント動作を終了し、当該記録シートが排出ローラー７４から離脱
してストッカー７７にその後端部がストッカー７７へ移動することにより、当該記録シー
トが下方向（ｙ座標の正方向）へ下降した距離に相当する分だけ、用紙画像の表示座標の
ｙ座標の値を現在の値に加算した値に更新し（ステップＳ６０９）、液晶ディスプレイ装
置６の表示面において、更新後の表示座標の示す位置に用紙画像を表示させる（ステップ
Ｓ６１０）。
【００４７】
　これにより、当該記録シートの後端が排出ローラー７４から離脱して、当該記録シート
の後端部がストッカー７７へ導かれることにより、当該記録シートが下方に移動（ｙ座標
の正方向に移動）するのに連動して液晶ディスプレイ装置６の表示面に表示される用紙画
像の表示位置がｙ座標の正方向へ移動することになる。図８（ａ）は、印刷処理後の記録
シートの後端が排出ローラー７４から離脱してストッカー７７に保持された状態にある場
合の、プリンター１の様子を模式的に示す側面図である。図８（ｂ）は、印刷処理後の記
録シートが排出ローラー７４から離脱してストッカー７７に保持された状態にある場合の
、プリンター１の様子を模式的に示す正面図である。
【００４８】
　両図において、符号６Ａは、液晶ディスプレイ装置６の表示面６Ａを、符号Ｓ１は、印
刷処理後の記録シートを、符号５１は、用紙画像を、符号７７は、ストッカーを、符号Ｒ
'は、記録シートＳ１の下降後の先端の位置に対向する液晶ディスプレイ装置６の表示面
上のｙ座標の位置をそれぞれ示す。
　両図に示すように、記録シートＳ１の後端が、排出ローラー７４から離脱して記録シー
トＳ１の後端部がストッカー７７へ導かれることにより、記録シートＳ１が矢印Ｇ１で示
す下方向（ｙ座標の正方向）へ移動するのに連動して、液晶ディスプレイ装置６の表示面
において、用紙画像５１が、記録シートＳ１が下降した距離に相当する距離だけ、同方向
（矢印Ｇ２で示す方向）に移動している。
【００４９】
　次に、制御部６０は、排出口センサー８１の検出結果を取得して、排出口８０に当該記
録シートが残存しているか否かを判定し（ステップＳ６１１）、当該記録シートが残存し
ている場合には（ステップＳ６１１：ＹＥＳ）、次の印刷処理の実行を禁止し、当該記録
シートが残存していない場合には（ステップＳ６１１：ＮＯ）、次の印刷処理が有る場合
に（ステップＳ６１２：ＹＥＳ）、ステップＳ６０１の処理に移行して、次の印刷処理を
実行する。
【００５０】
　このように、印刷処理後の記録シートの排出の進行状態がディスプレイに反映されて表
示されるので、ユーザーは、容易に当該記録シートの排出状態を確認した上で、印刷処理
後の記録シートを取得することができ、印刷処理後の記録シートの取得動作におけるユー
ザーの利便性を向上させることができる。
（変形例）
　以上、本発明を実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明が上述の実施の形態に限
定されないのは勿論であり、以下のような変形例を実施することができる。
【００５１】
　（１）本実施の形態では、排出状態表示処理において印刷処理後の記録シートの排出の
進行状態を液晶ディスプレイ装置６の表示面に表示させることとしたが、排出動作終了後
の当該記録シートの排紙位置を当該表示面に表示させることとしてもよい。図９は、排出
状態表示処理の変形例の動作を示すフローチャートである。同図において、図６の処理内
容と同一の処理内容については、図６のステップ番号と同一の番号を付与し、以下図６の
排出状態表示処理との相違点について説明する。
【００５２】
　制御部６０は、ステップＳ６０１～ステップＳ６０３の処理を行った後、ステップＳ６
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０８の処理行い、ステップＳ６０８の判定結果が肯定的である場合に（ステップＳ６０８
：ＹＥＳ）、駆動パルスのカウントを終了し、排出動作終了後の印刷処理後の記録シート
の排紙位置（当該記録シートの後端部がストッカー７７に保持された位置）において、当
該記録シートと対向する液晶ディスプレイ装置６の表示面の領域（以下、「対向領域」と
いう。）に用紙画像を表示させ、用紙画像の輪郭部分を点滅表示させる（ステップＳ９０
１）。
【００５３】
　図１０（ａ）、（ｂ）は、図８（ａ）、（ｂ）と同様に、印刷処理後の記録シートの後
端が排出ローラーから離脱してストッカー７７に保持された状態にある場合の、プリンタ
ー１の様子を模式的に示す側面図及び正面図である。両図の符号は、符号５１０を除いて
図８（ａ）、（ｂ）の両図と同じであるので、符号５１０についてのみ説明し、他の符号
については説明を省略する。符号５１０の示す白抜きの点線部分は、点滅表示される用紙
画像の輪郭部分を示す。
【００５４】
　同図に示すように、対向領域に符号５１で示す用紙画像が表示され、符号５１０で示す
用紙画像の輪郭部分が点滅表示される。
　ここで、用紙画像を対向領域に表示するための表示座標は、予めプリンター１の製造者
側で決定され、用紙画像情報記憶部６０７に記憶されているものとする。
　ステップＳ９０１の処理を行った後、制御部６０は、ステップＳ６１１、ステップＳ６
１２の処理を行う。
【００５５】
　これにより、対向領域において用紙画像の輪郭部分が点滅表示されるので、ユーザーは
、ディスプレイの表示から容易に印刷処理後の記録シートが排紙されたこと、及び、当該
記録シートの排紙位置を確認することができる。
　（２）変形例（１）では、排出動作終了後の印刷処理後の記録シートの排紙位置を表示
させるために、対向領域に用紙画像を表示させて輪郭を点滅表示させることとしたが、点
滅表示させる代わりに、当該記録シートを排紙後、一定時間後に当該記録シートを上下動
させ、それに連動して対向領域の用紙画像を液晶ディスプレイ装置６の表示面において上
下動させることとしてもよい。
【００５６】
　図１１は、排出状態表示処理の別の変形例の動作を示すフローチャートである。制御部
６０は、ステップＳ６０１～ステップＳ６０３の処理を行った後、ステップＳ６０８の処
理行い、ステップＳ６０８の判定結果が肯定的である場合に（ステップＳ６０８：ＹＥＳ
）、駆動パルスのカウントを終了し、対向領域に用紙画像を表示させ、時間計測を開始す
る（ステップＳ１１０１）。
【００５７】
　印刷処理後の記録シートが排出口８０に残存している状態で（ステップＳ１１０２：Ｙ
ＥＳ）時間計測開始時点から一定時間（例えば、３分）経過すると（ステップＳ１１０３
：ＹＥＳ）、制御部６０は、時間計測を終了し、ストッカー７７を、ストッカー移動機構
を介して上方向（ｙ座標の負方向）へ所定量移動させ（ステップＳ１１０４）、移動量に
相当する分だけ、用紙画像の表示座標のｙ座標の値を減少させて、当該表示座標の座標値
を更新し（ステップＳ１１０５）、液晶ディスプレイ装置６の表示面において、更新後の
当該表示座標の示す位置に用紙画像を表示させる（ステップＳ１１０６）。
【００５８】
　その後、制御部６０は、ストッカー７７を、ストッカー移動機構を介して下方向（ｙ座
標の正方向）へ所定量移動させ（ステップＳ１１０７）、移動量に相当する分だけ、用紙
画像の表示座標のｙ座標の値を増加させて、当該表示座標の座標値を更新し（ステップＳ
１１０８）、液晶ディスプレイ装置６の表示面において、更新後の当該表示座標の示す位
置に用紙画像を表示させる（ステップＳ１１０９）。
【００５９】
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　ここで、ストッカー移動機構としては、回転運動を直線運動に変える直線運動機構を用
いることができる。例えば、ステッピングモーター、ギア、ギア／プーリ、タイミングベ
ルト等からストッカー移動機構を構成することができる（例えば、特開２００９－１４２
６号の明細書の段落００３５、００３６、図６の記載を参照）。又、ｙ座標の減少量及び
増加量は、プリンター１の製造者側で予め設定されて制御部６０に記憶されるものとする
。
【００６０】
　ステップS１１０４～ステップS１１０９の処理が実行されることにより、図１２（ａ）
、（ｂ）に示すように、印刷処理後の記録シートの上下動に連動して液晶ディスプレイ装
置６の表示面に表示された用紙画像が上下動する。図１２（ａ）は、印刷処理後の記録シ
ートの後端が排出ローラーから離脱してストッカー７７に保持された後、一定時間経過し
た場合の、プリンター１の様子を模式的に示す側面図である。図１２（ｂ）は、印刷処理
後の記録シートの後端が排出ローラーから離脱してストッカー７７に保持された後、一定
時間経過した場合の、プリンター１の様子を模式的に示す正面図である。
【００６１】
　両図において、図１０の（ａ）、（ｂ）の両図と同一対象については、同一の符号を付
与し、説明を省略する。図１２（ａ）、（ｂ）の符号Ｈ１で示す両矢印は、記録シートＳ
１の移動方向を、符号Ｈ２で示す両矢印は、用紙画像の移動方向を、符号Ｉで示す両矢印
は、ストッカー７７の移動方向をそれぞれ示し、符号Ｒ''は、記録シートＳ１が上方向へ
所定量移動した後の記録シートＳ１の先端の位置に対向する液晶ディスプレイ装置６の表
示面上のｙ座標の位置を示す。
【００６２】
　ステップＳ１１０９の処理を行った後、制御部６０は、ステップＳ６１１、ステップＳ
６１２の処理を行う。
　（３）本実施の形態では、図６の排出状態表示処理において、印刷処理後の記録シート
が排出口８０に残存している場合には（ステップＳ６１１：ＹＥＳ）、次の印刷処理を禁
止することとしたが、禁止する代わりに、印刷処理を指示する指示ボタンを対向領域に表
示させ、当該指示ボタンを介してユーザーからの印刷処理の実行指示を受付けることとし
、これにより、印刷処理後の記録シートが排出口８０に残存している場合には、ユーザー
からの印刷処理の指示を受け付けにくくして、記録シートが排出口８０に残存している状
態で次の印刷処理が実行されるのを抑制することとしてもよい。
【００６３】
　（４）本実施の形態では、印刷処理後の記録シートを、液晶ディスプレイ装置６の表示
面に沿うように排出することにより、ユーザーの操作性の向上を図ることとしたが、当該
記録シートを当該表示面から離れた状態で排出した場合においても、その排出方向が、「
液晶ディスプレイ装置６の表示面に接近する方向」（α≦θの関係にある方向）であれば
、本実施の形態の場合と同様にユーザーの操作性の向上を図ることができる。
【００６４】
　例えば、図１３に示すように、液晶ディスプレイ装置６の下枠を構成する下枠部６Ｂの
断面が折れ曲がった構成となるように下枠部６Ｂを構成し、当該下枠部６Ｂを記録シート
の排紙ガイドとして使用し、印刷処理後の記録シートＳ１を液晶ディスプレイ装置６の表
示面から離した状態で、排出ローラー対７４による記録シートの排出方向（矢印Ｃ方向）
の、液晶ディスプレイ装置６の表示面の傾斜方向（同図の矢印Ｄ方向）に対する傾斜角度
αが、図３（ｃ）の場合と同様に当該表示面６Ａの鉛直面の方向に対する傾斜角度θを超
えない範囲になるように構成することとしてもよい。
【００６５】
　なお、図１３において、図３（ａ）に示した構成要素と共通する構成要素については同
一の符号を付与している。
　（５）本実施の形態では、印刷処理後の記録シートの後端部がストッカー７７に保持さ
れた状態で当該記録シートの先端部が液晶ディスプレイ装置６の表示面と対向するように
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しているが、排紙状態の記録シートは、必ずしも当該表示面と対向していなくても、当該
表示面の下方のディスプレイ部１Ｂの外壁面と対向していればよい。少なくとも当該記録
シートの一部が、ディスプレイ部１Ｂの外壁と対向するように排紙されれば、ユーザーは
、表示面から眼を離すことなく、当該記録シートが排紙されていることを視認することが
可能だからである。当該記録シートを排出する場合についても同様である。
【００６６】
　（６）本実施の形態では、用紙画像を液晶ディスプレイ装置６の表示面に表示して記録
シートの排出の進行状態を表示することとしたが、表示画像は、用紙画像に限定されず、
他の画像、例えば、所定のキャラクターの画像を液晶ディスプレイ装置６の表示面に表示
して記録シートの排出の進行状態を表示することとしてもよい。
　（７）本実施の形態では、印刷処理後の記録シートの排出方向を上方向としたが、液晶
ディスプレイ装置６の表示面に接近する方向に排出するのであれば、上方向に限定されな
い。例えば、横方向であってもよいし、卓上型のプリンターの場合には、下方向であって
もよい（この場合、記録シートの後端部を保持する機能を排出ローラーが兼ねることとし
てもよい。例えば、記録シートの後端が排出ローラーに到達した場合に、排出ローラーを
停止することとしてもよい。）。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明はディスプレイとプリンターが一体となったディスプレイ付き画像形成装置に関
する技術として利用できる。
【符号の説明】
【００６８】
１　　　　　　　　　　　プリンター
１Ａ　　　　　　　　　　本体部
１Ｂ　　　　　　　　　　ディスプレイ部
３　　　　　　　　　　　画像プロセス部
４　　　　　　　　　　　給紙部
５　　　　　　　　　　　定着装置
６　　　　　　　　　　　液晶ディスプレイ装置
６Ａ　　　　　　　　　　表示面
６Ｂ　　　　　　　　　　下枠部
６０　　　　　　　　　　制御部
７４　　　　　　　　　　排出ローラー
７７　　　　　　　　　　ストッカー
７８　　　　　　　　　　排出ローラー駆動モーター
８０　　　　　　　　　　排出口
８１　　　　　　　　　　排出口センサー
１００　　　　　　　　　底板
１０１　　　　　　　　　ハウジング
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