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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印画された記録用紙の収納容器と、
　前記収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体と
　を備え、
　画像形成装置の印画部で印画された前記記録用紙を前記収納容器内に収納する排紙トレ
ーであって、
　前記収納容器内に積層して収納された複数の前記記録用紙の仕分け部材と、
　印画データを記憶するメモリと
を備え、
　前記蓋体を開けると前記収納容器内で仕分けされた所望の前記記録用紙が取出し可能と
なるとともに、
　前記蓋体は、制御基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示
器を備え、
　前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前記印画部によって前記
記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表示する
　排紙トレー。
【請求項２】
　記録用紙の給紙トレーと、
　印画された前記記録用紙の収納容器及び前記収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体
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を備える排紙トレーと
　を備え、
　前記給紙トレーから給紙された前記記録用紙を画像形成装置の印画部で印画し、印画さ
れた前記記録用紙を前記排紙トレーの前記収納容器内に排紙する給排紙装置であって、
　印画データを記憶するメモリを備えており、
　前記給紙トレーの上側に前記排紙トレーが２段重ねで配置され、前記給紙トレーと前記
排紙トレーとの間が開閉可能であり、前記給紙トレーと前記排紙トレーとの間を開けると
前記給紙トレーに対する前記記録用紙の補充が可能となり、前記蓋体を開けると前記収納
容器内に収納された前記記録用紙が取出し可能となるとともに、
　前記蓋体は、制御基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示
器を備え、
　前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前記印画部によって前記
記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表示する
　給排紙装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の給排紙装置において、
　前記排紙トレーは、前記収納容器内に積層して収納された複数の前記記録用紙の仕分け
部材を備え、
　前記蓋体を開けると前記収納容器内で仕分けされた所望の前記記録用紙が取出し可能と
なる
　給排紙装置。
【請求項４】
　記録用紙に印画を行う印画部と、
　前記記録用紙の給紙トレーと、
　印画された前記記録用紙の収納容器及び前記収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体
を備える排紙トレーと
　を備え、
　前記給紙トレーから給紙された前記記録用紙を前記印画部で印画し、印画された前記記
録用紙を前記排紙トレーの前記収納容器内に排紙する画像形成装置であって、
　印画データを記憶するメモリを備えており、
　前記給紙トレーの上側に前記排紙トレーが２段重ねで配置され、前記給紙トレーと前記
排紙トレーとの間が開閉可能であり、前記給紙トレーと前記排紙トレーとの間を開けると
前記給紙トレーに対する前記記録用紙の補充が可能となり、前記蓋体を開けると前記収納
容器内に収納された前記記録用紙が取出し可能となるとともに、
　前記蓋体は、制御基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示
器を備え、
　前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前記印画部によって前記
記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表示する
　画像形成装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像形成装置において、
　前記印画部は、前記給紙トレーと前記排紙トレーとを２段重ねに配置した一端側に備え
られている
　画像形成装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の画像形成装置において、
　印画用のインクのインク収容部を備え、
　前記インク収容部と前記給紙トレーと前記排紙トレーとが３段重ねで配置され、前記イ
ンク収容部と前記給紙トレー又は前記排紙トレーとの間が開閉可能であり、前記インク収
容部と前記給紙トレー又は前記排紙トレーとの間を開けると前記インク収容部に対する前
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記インクの補充が可能となる
　画像形成装置。
【請求項７】
　請求項４に記載の画像形成装置において、
　前記排紙トレーは、前記収納容器内に積層して収納された複数の前記記録用紙の仕分け
部材を備え、
　前記蓋体を開けると前記収納容器内で仕分けされた所望の前記記録用紙が取出し可能と
なる
　画像形成装置。
【請求項８】
　印画された記録用紙の収納容器と、
　前記収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体と、
　制御基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示器と
　を備え、
　前記表示器に表示された情報を縦覧可能とする情報表示装置であって、
　印画データを記憶するメモリを備えており、
　前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて画像形成装置の印画部で
印画され、前記収納容器内に収納された前記記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御
基板の制御によって表示し、
　前記蓋体を開けると前記収納容器内に収納された前記記録用紙が取出し可能となる
　情報表示装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の情報表示装置において、
　前記収納容器内に積層して収納された複数の前記記録用紙の仕分け部材を備え、
　前記蓋体を開けると前記表示器に表示中の情報画面が印画された前記記録用紙が仕分け
されて取出し可能となる
　情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印画された記録用紙を収納する画像形成装置の排紙トレー、画像形成装置に
おける記録用紙の給排紙装置、さらに、プリンタ、複写機、ファクシミリ等の各種の画像
形成装置、及び表示器に表示された画像等の各種の情報を縦覧可能とする情報表示装置に
係るものであり、詳しくは、スペース効率やデザイン性に優れ、しかも、印画された記録
用紙を容易に取り出すことができるようにした技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、複写機、ファクシミリ等の各種の画像形成装置によって印画を行うには、一
般的に、給紙トレー内に収納されたカット紙等の記録用紙を順次搬送し、インクジェット
ヘッド等の印画部で印画を行っている。そして、印画された記録用紙は、排紙トレーに排
紙され、ストックされる。
【０００３】
　また、記録用紙に印画を行うための印画データは、パーソナルコンピュータやデジタル
カメラ等の情報取得手段から、各種のインターフェース（ＲＳ２３２Ｃ，ＳＣＳＩ，ＩＥ
ＥＥ１３９４，ＵＳＢ等）を介して取得され、メモリに記憶等される。そして、メモリに
記憶等された印画データに基づいて、記録用紙に印画が行われることとなる。
【０００４】
　ここで、印画データの情報取得手段であるデジタルカメラを着脱自在に接続できるよう
にしたプリンタが知られている。すなわち、デジタルカメラを接続した状態で印画データ
を取得する接続基台を備え、この接続基台で取得した印画データの画像に基づいて、記録
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用紙に印画を行うようにしたプリンタである（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－３６９３１号公報
【０００５】
　上記の特許文献１に記載の技術によれば、デジタルカメラの背面にある液晶ディスプレ
イに画像を表示させ、印画する画像を選択する。そして、選択した画像の印画データをプ
リンタに転送する。印画データが転送されると、プリンタに備えられた搬送ローラによっ
て給紙トレーからカット紙（記録用紙）が搬送され、印画部で印画が行われる。また、印
画が行われたカット紙は、搬送ローラを逆回転させることにより、給紙トレーの上側に２
段重ねで配置された排紙トレーに排出され、ストックされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の特許文献１には、２段重ねの下側に位置する給紙トレー内へのカット紙
の収納方法について、何ら開示されていない。そのため、給紙トレーに対して、カット紙
をどのように補充するのかが明らかでない。
　また、上側に位置する排紙トレーにストックされたカット紙の取出し方法についても、
何ら開示されていない。そのため、印画が行われ、排紙トレー内で積層するカット紙の中
から、所望のカット紙をどのように取り出すのかが明らかでない。
【０００７】
　しかも、印画を行う画像は、デジタルカメラに備えられた液晶ディスプレイに表示され
るだけなので、プリンタからデジタルカメラを取り外した後は、画像を表示する手段が存
在しない。そのため、プリンタによって実際に印画が行われた画像がどのようなものであ
るかを後から確認することができない。
【０００８】
　したがって、本発明が解決しようとする課題は、給紙トレーの上側に排紙トレーを２段
重ねで配置したとしても、排紙トレーに排紙された記録用紙を簡単に取り出すことができ
るようにし、また、給紙トレーに対する記録用紙の補充も簡単に行えるようにした排紙ト
レー、給排紙装置、画像形成装置を提供することであり、さらに、印画された記録用紙の
印画内容を後から容易に確認できるようにした情報表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、以下の解決手段によって、上述の課題を解決する。
　本発明の１つである請求項１に記載の発明は、印画された記録用紙の収納容器と、前記
収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体とを備え、画像形成装置の印画部で印画された
前記記録用紙を前記収納容器内に収納する排紙トレーであって、前記収納容器内に積層し
て収納された複数の前記記録用紙の仕分け部材と、印画データを記憶するメモリとを備え
、前記蓋体を開けると前記収納容器内で仕分けされた所望の前記記録用紙が取出し可能と
なるとともに、前記蓋体は、制御基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を
表示する表示器を備え、前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前
記印画部によって前記記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表
示する排紙トレーである。
【００１０】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、排紙トレーの収納容器内に、記録用紙の仕分け部
材を備えている。そのため、収納容器内で積層する複数の記録用紙が収納容器内で仕分け
されることとなり、その結果、印画された所望の記録用紙を容易に取り出すことができる
ようになる。なお、仕分け部材としては、仕分けされた所望の記録用紙よりも上に積層さ
れた他の全ての記録用紙を蓋体の裏面側に保持するようなものが好適である。このような
仕分け部材であれば、収納容器内で積層する記録用紙の一番上のものが所望の記録用紙と
なるので、蓋体を開けるだけで簡単に所望の記録用紙が取り出せる。
【００１１】
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　また、本発明の他の１つである請求項２に記載の発明は、
記録用紙の給紙トレーと、印画された前記記録用紙の収納容器及び前記収納容器に取り付
けられる開閉可能な蓋体を備える排紙トレーとを備え、前記給紙トレーから給紙された前
記記録用紙を画像形成装置の印画部で印画し、印画された前記記録用紙を前記排紙トレー
の前記収納容器内に排紙する給排紙装置であって、印画データを記憶するメモリを備えて
おり、前記給紙トレーの上側に前記排紙トレーが２段重ねで配置され、前記給紙トレーと
前記排紙トレーとの間が開閉可能であり、前記給紙トレーと前記排紙トレーとの間を開け
ると前記給紙トレーに対する前記記録用紙の補充が可能となり、前記蓋体を開けると前記
収納容器内に収納された前記記録用紙が取出し可能となるとともに、前記蓋体は、制御基
板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示器を備え、前記表示器
は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前記印画部によって前記記録用紙に印
画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表示する給排紙装置である。
【００１２】
　さらに、本発明の他の１つである請求項４に記載の発明は、記録用紙に印画を行う印画
部と、前記記録用紙の給紙トレーと、印画された前記記録用紙の収納容器及び前記収納容
器に取り付けられる開閉可能な蓋体を備える排紙トレーとを備え、前記給紙トレーから給
紙された前記記録用紙を前記印画部で印画し、印画された前記記録用紙を前記排紙トレー
の前記収納容器内に排紙する画像形成装置であって、印画データを記憶するメモリを備え
ており、前記給紙トレーの上側に前記排紙トレーが２段重ねで配置され、前記給紙トレー
と前記排紙トレーとの間が開閉可能であり、前記給紙トレーと前記排紙トレーとの間を開
けると前記給紙トレーに対する前記記録用紙の補充が可能となり、前記蓋体を開けると前
記収納容器内に収納された前記記録用紙が取出し可能となるとともに、前記蓋体は、制御
基板によって表示の制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示器を備え、前記表示
器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて前記印画部によって前記記録用紙に
印画済みの情報画面を、前記制御基板の制御によって表示する画像形成装置である。
【００１３】
　すなわち、請求項２に記載の発明は、２段重ねで配置された給紙トレーと排紙トレーと
の間を開閉可能とすることにより、給紙トレーと排紙トレーとの間を開けるだけで、給紙
トレーに対する記録用紙の補充を可能としたものである。
　そして、請求項４に記載の発明は、上記の請求項２の給排紙装置を備えるようにした画
像形成装置である。
【００１４】
　さらにまた、本発明の他の１つである請求項８に記載の発明は、印画された記録用紙の
収納容器と、前記収納容器に取り付けられる開閉可能な蓋体と、制御基板によって表示の
制御が行われ、前記蓋体上に情報を表示する表示器とを備え、前記表示器に表示された情
報を縦覧可能とする情報表示装置であって、印画データを記憶するメモリを備えており、
前記表示器は、前記メモリに記憶され、印画データに基づいて画像形成装置の印画部で印
画され、前記収納容器内に収納された前記記録用紙に印画済みの情報画面を、前記制御基
板の制御によって表示し、前記蓋体を開けると前記収納容器内に収納された前記記録用紙
が取出し可能となる情報表示装置である。
【００１５】
　すなわち、請求項８に記載の発明は、表示器により、蓋体上に、画像形成装置の印画部
で印画済みの情報画面を表示する。そのため、蓋体上に表示された情報画面を確認すれば
、実際に印画が行われ、現に収納容器内に収納されている記録用紙の印画内容を後から容
易に確認することができる。
【００１６】
　上記の各発明においては、名称は何であれ、最終的に同一形態のものとすることができ
る。すなわち、排紙トレー、給排紙装置、又は情報表示装置に印画部を備えた形態が画像
形成装置である。そして、給排紙装置、画像形成装置、又は情報表示装置における印画済
みの記録用紙の収納容器内に、記録用紙の仕分け部材を備えるようにすれば、上記の請求
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項１の排紙トレーと同様に、印画された所望の記録用紙を特に容易に取り出すことができ
るようになる。
【００１７】
　ここで、給紙トレーの上側に排紙トレーを２段重ねで配置した場合、給紙トレーから給
紙された記録用紙が折り曲げられて排紙トレーに排紙されるようにすれば、搬送ローラを
逆回転させる必要がないので、印画が高速化される。また、給紙トレーと排紙トレーとを
２段重ねに配置した一端側に印画部を備えることによって平面的な外観となり、スペース
効率に優れるだけでなく、デザイン的にも優れたものとなる。なお、印画用のインクのイ
ンク収容部は、給紙トレーや排紙トレーとともに、３段重ねで配置することにより、スペ
ース効率や優れたデザイン性を維持できる。そして、この場合のインクの補充は、インク
収容部と給紙トレー又は排紙トレーとの間を開閉可能としておき、この間を開けて行うよ
うにすれば良い。
【００１８】
　そして、排紙トレー、給排紙装置、又は画像形成装置に表示器を備えた形態が情報表示
装置である。この場合、タッチパネル機能を有する表示器を備えるようにすれば、表示器
に表示された情報画面の選択をするだけで、収納容器内の記録用紙の仕分けができるよう
にすることも可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の排紙トレー、給排紙装置、画像形成装置、及び情報表示装置によれば、給紙ト
レーの上側に排紙トレーが２段重ねで配置されていても、蓋体を開けるだけで簡単に収納
容器内の記録用紙を取り出すことができる。そして、収納容器内に積層して収納された複
数の記録用紙の仕分け部材を備えることにより、所望の記録用紙が取出し可能となる。ま
た、蓋体上に情報を表示する表示器を備えることにより、収納容器内に収納された印画済
みの記録用紙に印画されている画像を容易に確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
　本発明における、排紙トレー、給排紙装置、画像形成装置、及び情報表示装置は、下記
実施形態において同一形態のものであり、画像形成装置に相当するインクジェットプリン
タ１０がそのまま情報表示装置にも相当し、インクジェットプリンタ１０の一部（収納容
器１３及び蓋体１４）が排紙トレーに相当し、この排紙トレーと給紙トレー１５とが給排
紙装置に相当する。
【００２１】
　図１は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す斜視図である。
　図１に示すように、インクジェットプリンタ１０は、インクジェットヘッド１１（本発
明における印画部に相当するもの）によって印画されたカット紙１２（本発明における記
録用紙に相当するもの）の収納容器１３と、収納容器１３に取り付けられた開閉可能な蓋
体１４と、カット紙１２の給紙トレー１５とから構成されている。なお、収納容器１３と
蓋体１４とにより、排紙トレーが構成されることとなる。また、蓋体１４上には、液晶デ
ィスプレイ１６（本発明における表示器に相当するもの）が備えられている。
【００２２】
　ここで、図１に示すように、排紙トレー（収納容器１３及び蓋体１４）は、給紙トレー
１５の上側に重ねて配置されている。そして、インクジェットヘッド１１は、給紙トレー
１５の一端側に配置されている。そのため、このインクジェットプリンタ１０は、カット
紙１２を一回り大きくした平面的な外観となっており、スペース効率に優れ、しかも、デ
ザイン的にも優れたものとなっている。
【００２３】
　図２は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す断面図である。
　図２に示すように、給紙トレー１５内にはカット紙１２が積層して収納されている。そ
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して、カット紙１２は、給紙ローラに挟まれて上から一枚ずつ給紙され、インクジェット
ヘッド１１によって印画が行われる。
【００２４】
　ここで、インクジェットヘッド１１は、多数のヘッドをカット紙１２の幅方向に並べて
配置したものであり、印画幅分のラインヘッドを形成したライン方式のものである。その
ため、インクジェットヘッド１１をカット紙１２の幅方向に移動させることなく、印画を
行うことができる。
【００２５】
　また、インクジェットヘッド１１には、インクカートリッジ１７（本発明におけるイン
ク収容部に相当するもの）からＹ（イエロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、及びＫ
（ブラック）の４色のインクが供給されており、カット紙１２にカラーの写真画質で印画
を行うことができる。このインクカートリッジ１７は、給紙トレー１５の下側に重ねて配
置されており、排紙トレー（収納容器１３及び蓋体１４）と合わせ、３段重ねとなってい
る。
【００２６】
　そして、カット紙１２に対する印画データ（撮影画像等）は、デジタルカメラ等の情報
取得手段（図示せず）からワイヤレスで送信され、制御基板１８に実装された受信部で受
信されるとともに、メモリに記憶される。また、制御基板１８は、蓋体１４上に情報を表
示する液晶ディスプレイ１６の表示の制御も行う。なお、制御基板１８には、デジタルカ
メラ等の情報取得手段（図示せず）との有線接続のための各種インターフェース（ＲＳ２
３２Ｃ，ＳＣＳＩ，ＩＥＥＥ１３９４，ＵＳＢ等）を設けることもできる。
【００２７】
　メモリに記憶された印画データに基づいて、インクジェットヘッド１１によって印画が
行われたカット紙１２は、排紙ローラによって折り曲げられて排紙され、収納容器１３内
に印画面を上にして収納される。そして、次々に連続して印画されたカット紙１２は、収
納容器１３内で積層することとなる。
【００２８】
　図３は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す断面図であり、蓋体１４を開
けた状態を示す図である。
　図３に示すように、収納容器１３内に積層して収納されたカット紙１２は、蓋体１４を
開けることにより、取出し可能となっている。
【００２９】
　ここで、収納容器１３内で積層するカット紙１２の中で、下に位置するカット紙１２が
所望の画像が印画されたものである場合がある。そこで、図３に示すように、インクジェ
ットプリンタ１０には、カット紙１２の仕分け部材１９が備えられている。この仕分け部
材１９は、積層するカット紙１２の間に挟み込まれる爪であり、蓋体１４を開けると、仕
分けされた所望のカット紙１２よりも上に積層された他の全てのカット紙１２を蓋体１４
の裏面側に保持する。そのため、蓋体１４を開ければ、収納容器１３内で積層するカット
紙１２の一番上のものが所望のカット紙１２となるので、所望のカット紙１２を簡単に取
り出すことができる。
【００３０】
　図４は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す断面図であり、排紙トレーを
構成する収納容器１３を開けた状態を示す図である。
　すなわち、図４に示すように、重ねて配置された給紙トレー１５と排紙トレー（収納容
器１３）との間は、開閉可能となっている。そのため、排紙トレー（収納容器１３）を開
ければ、給紙トレー１５に対するカット紙１２の補充が可能となる。
【００３１】
　図５は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す断面図であり、カット紙１２
の給紙トレー１５を開けた状態を示す図である。
　すなわち、図５に示すように、重ねて配置された給紙トレー１５とインクカートリッジ
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１７との間は、開閉可能となっている。そのため、給紙トレー１５を開けることにより、
インクカートリッジ１７に対するインクの補充（インクカートリッジ１７を交換する場合
も含む）が可能となる。
【００３２】
　図６は、本実施形態のインクジェットプリンタ１０を示す斜視図であり、蓋体１４上に
情報が表示された状態を示す図である。
　すなわち、図６示すように、蓋体１４上には、タッチパネル機能を有する液晶ディスプ
レイ１６が備えられている。そのため、液晶ディスプレイ１６上にデジタルカメラ２０を
載置するだけで、ワイヤレスで撮影画像が送信され、インクジェットプリンタ１０内のメ
モリに記憶される。なお、デジタルカメラ２０は、液晶ディスプレイ１６上のどの位置に
載置しても良く、載置すれば自動的に撮影画像が送信されるようになっている。
【００３３】
　ここで、図６に示すように、撮影画像の送信中は、デジタルカメラ２０に備えられた液
晶ディスプレイに表示された画像がそのまま液晶ディスプレイ１６の全面に表示される。
また、既に送信が終了し、インクジェットプリンタ１０内のメモリに記憶された画像は、
液晶ディスプレイ１６にサムネイル形式で表示される（四角で囲った部分）。
【００３４】
　このようにしてインクジェットプリンタ１０に送信され、メモリに記憶された画像は、
液晶ディスプレイ１６に表示されたサムネイルをクリックし、印画を選択することによっ
て給紙トレー１５内のカット紙１２に印画することができる。すなわち、液晶ディスプレ
イ１６は、カット紙１２に印画可能な情報画面を表示する。そして、印画されたカット紙
１２は、収納容器１３内に積層して収納される。
【００３５】
　また、液晶ディスプレイ１６は、表示の変更により、インクジェットヘッド１１によっ
てカット紙１２に印画済みの情報画面を表示することができる。すなわち、サムネイル形
式で表示された各画像は、収納容器１３内のカット紙１２に印画されたものである。そし
て、クリックすることによって表示の選択がなされたサムネイルが液晶ディスプレイ１６
の全面に表示される。
【００３６】
　したがって、本実施形態のインクジェットプリンタ１０は、カット紙１２に印画済みの
全ての画像を液晶ディスプレイ１６に表示することができ、収納容器１３内に収納された
カット紙１２を取り出すことなく、印画済みのカット紙１２の画像を縦覧することができ
る。すなわち、インクジェットプリンタ１０は、そのまま画像の情報表示装置に相当する
ものとなっている。
【００３７】
　さらに、液晶ディスプレイ１６に表示されたサムネイルをクリックしてその画像を選択
し、蓋体１４を開けると、選択した画像が印画されたカット紙１２を簡単に取り出すこと
ができる。すなわち、仕分け部材１９（図３参照）により、選択した画像が印画されたカ
ット紙１２よりも上に積層された他の全てのカット紙１２が蓋体１４の裏面側に保持され
る。そのため、蓋体１４を開ければ、収納容器１３内で積層するカット紙１２の一番上の
ものが選択した画像が印画されたカット紙１２となる。
【００３８】
　このように、本実施形態のインクジェットプリンタ１０は、液晶ディスプレイ１６によ
り、インクジェットヘッド１１で印画され、収納容器１３内に収納されたカット紙１２に
印画済みの情報画面を表示することができる。そのため、収納容器１３からカット紙１２
を取り出すことなく、印画済みのカット紙１２の画像を縦覧することができる。
【００３９】
　また、本実施形態のインクジェットプリンタ１０は、印画されたカット紙１２を収納容
器１３から取り出すに際し、液晶ディスプレイ１６に表示されたサムネイルをクリックし
てその画像を選択すれば、蓋体１４を開けるだけで簡単に、選択した画像が印画されたカ
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ット紙１２を取り出すことができる。
【００４０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるこ
となく、以下のような種々の変形等が可能である。すなわち、
　（１）本実施形態では、画像形成装置としてインクジェットプリンタ１０を例に挙げた
が、これに限らず、各種のプリンタ、複写機、ファクシミリ等の画像形成装置に適用する
ことができる。
【００４１】
　（２）本実施形態では、ライン方式のインクジェットヘッド１１によって印画を行って
いるが、これに限らず、シリアル方式であっても良い。また、インクの吐出方式は、サー
マル方式、静電吐出方式、ピエゾ方式等、何でも良い。さらに、インクジェット方式では
なく、熱転写方式等のヘッドで印画することもできる。
【００４２】
　（３）本実施形態では、情報を表示する表示器として液晶ディスプレイ１６を使用し、
画像を表示しているが、これに限らず、有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）ディスプレ
イ等の各種の表示装置を使用することができる。また、表示する情報は、画像の他、文字
等であっても良い。
【００４３】
　（４）本実施形態では、情報を表示する表示器としてタッチパネル機能を有する液晶デ
ィスプレイ１６を使用し、クリック操作によって情報画面の選択をしているが、タッチパ
ネル機能を省いた各種の表示装置を使用し、別途、情報画面の選択のための操作部を備え
るようにしても良い。
【００４４】
　（５）本実施形態では、給紙トレー１５の下側に重ねてインクカートリッジ１７を配置
しているが、インクカートリッジ１７は、給紙トレー１５の上側であって、排紙トレー（
収納容器１３及び蓋体１４）の下側に配置しても良い。なお、この場合のインクカートリ
ッジ１７の交換や、インクカートリッジ１７へのインクの補充は、排紙トレーを開いて行
い、給紙トレー１５に対するカット紙１２の補充は、排紙トレー及びインクカートリッジ
１７の部分を開いて行うこととなる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明の排紙トレー、給排紙装置、画像形成装置、及び情報表示装置によれば、給紙ト
レーの上側に排紙トレー（収納容器及び蓋体）が２段重ねで配置されていても、蓋体を開
けるだけで簡単に収納容器内の記録用紙を取り出すことができ、また、排紙トレーを開け
れば給紙トレーに対する記録用紙の補充が可能となるので、スペース効率やデザイン性に
優れたものとして広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施形態のインクジェットプリンタを示す斜視図である。
【図２】本実施形態のインクジェットプリンタを示す断面図である。
【図３】本実施形態のインクジェットプリンタを示す断面図であり、蓋体を開けた状態を
示す図である。
【図４】本実施形態のインクジェットプリンタを示す断面図であり、排紙トレーを構成す
る収納容器を開けた状態を示す図である。
【図５】本実施形態のインクジェットプリンタを示す断面図であり、カット紙の給紙トレ
ーを開けた状態を示す図である。
【図６】本実施形態のインクジェットプリンタを示す断面図であり、蓋体上に情報が表示
された状態を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
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　１０　インクジェットプリンタ（排紙トレー、給排紙装置、画像形成装置、情報表示装
置）
　１１　インクジェットヘッド（印画部）
　１２　カット紙（記録用紙）
　１３　収納容器（排紙トレー）
　１４　蓋体（排紙トレー）
　１５　給紙トレー
　１６　液晶ディスプレイ（表示器）
　１７　インクカートリッジ（インク収容部）
　１９　仕分け部材

【図１】 【図２】
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