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(57)【要約】
【課題】画像形成装置において、用紙の種類の検出結果
をユーザーにとって好ましい態様で表示するための技術
を提供すること。
【解決手段】画像形成装置は、シート保持部材に載置さ
れているシートの種類を第１の数の種類の中から選択す
る第１の表示パターン、および、シート保持部材に載置
されているシートの種類を第１の数より少ない第２の数
の種類から選択する第２の表示パターンの中から選択さ
れたパターンに従って、シート保持部材に載置されてい
るシートの種類を表示する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート保持部材に載置されているシートを搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段によって搬送されるシートの種類として第１の数の種類の中から１の種類
を検出する検出手段と、
　前記シート保持部材に載置されているシートの種類を表示する表示手段と、
　シートの種類の表示パターンに関する指示を受け付ける入力手段とを備え、
　前記入力手段は、前記シート保持部材に載置されているシートの種類を前記第１の数の
種類の中から選択する第１の表示パターン、および、前記シート保持部材に載置されてい
るシートの種類を前記第１の数より少ない第２の数の種類から選択する第２の表示パター
ンの中から、表示パターンを選択する指示を受け付け、
　前記表示手段は、前記検出手段の検出結果である種類を、前記入力手段が受け付けた指
示に従って表示する、画像形成装置。
【請求項２】
　前記搬送手段によって搬送されるシートに画像を形成する画像形成手段をさらに備え、
　前記画像形成手段は、前記検出手段の検出結果に従って画像を形成するための動作を実
行する、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記第２の表示パターンは、前記検出手段の検出結果が第１の種類である場合には検出
結果である種類を選択し、前記検出手段の検出結果が第２の種類である場合には検出結果
以外の種類を選択する、請求項１または請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記第２の種類は普通紙を含む、請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１の種類は薄紙および再生時の少なくとも一方を含む、請求項３または請求項４
に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記第２の表示パターンは、前記シート保持部材に載置されているシートの種類として
、前記検出手段の検出結果の総称を選択する、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載
の画像形成装置。
【請求項７】
　前記第２の表示パターンは、前記シート保持部材に載置されているシートの種類として
、前記検出手段の検出結果の種類に基づいて、前記検出手段の検出結果とは異なる種類を
選択する、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記入力手段は、前記表示手段によって表示される種類の入力を受け付ける、請求項１
～請求項７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記表示手段は、受け付けられている前記指示の内容、前記シート保持部材の情報、お
よび、前記シート保持部材においてシートが収容されていない状態、の中の少なくとも１
つをさらに表示する、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記第２の表示パターンは、前記検出手段の検出結果が特定の結果であった場合にはシ
ートの種類を表示しないことを選択する、請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の画
像形成装置。
【請求項１１】
　前記表示手段と前記入力手段は一体で構成されている、請求項１～請求項１０のいずれ
か１項に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　コンピューターによって実行されるプログラムであって、
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　前記プログラムは、前記コンピューターに、
　シート保持部材に載置されているシートの種類として第１の数の種類の中から１の種類
を検出するステップと、
　前記シート保持部材に載置されているシートの種類を表示するステップとを実行させ、
　前記シートの種類を表示するステップは、前記シート保持部材に載置されているシート
の種類を前記第１の数の種類の中から選択する第１の表示パターン、および、前記シート
保持部材に載置されているシートの種類を前記第１の数より少ない第２の数の種類から選
択する第２の表示パターンの中から選択されたパターンに従って、前記シート保持部材に
載置されているシートの種類を表示することを含む、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像形成装置において搬送される用紙の種類の表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＭＦＰ（Multi-Functional　Peripheral）等の画像形成装置において、用紙の種
類の検出について種々提案がなされている。たとえば、特開２０００－３５６５０７号公
報（特許文献１）は、再生紙の検出に関する技術を開示する。特開２００７－２４８３７
号公報（特許文献２）は、用紙の坪量の正確な検出に関する技術を開示する。特開平１０
－３１０２８４号公報（特許文献３）は、検出された用紙の種類の表示に関する技術を開
示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３５６５０７号公報
【特許文献２】特開２００７－２４８３７号公報
【特許文献３】特開平１０－３１０２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　画像形成装置において、検出された用紙の種類を表示することはユーザーに対して有益
な情報の提示になり得る一方で、種々の課題も生じ得る。たとえば、画像形成装置の機種
ごとに、同じ種類の用紙に対して異なる検出結果が導出される場合があり得る。このよう
な場合、ユーザーは、同じ種類の用紙についてある画像形成装置と他の画像形成装置では
異なる検出結果の表示を提示されることになり、違和感を覚える可能性がある。
【０００５】
　また、画像形成装置の検出結果として使用される用紙の種類の名称と、当該用紙の種類
に対してユーザーが表示されることを期待する名称とが異なる場合においても、ユーザー
に混乱し得る。より具体的には、ユーザーが日常的に利用する種類の用紙に「普通紙」と
いう名称を割り当てている場合が想定される。このような場合において、画像形成装置が
当該種類の用紙を「普通紙」以外の種類として検出し、検出された種類の名称を表示する
と、当該検出の結果が正しいものであったとしても、ユーザーは違和感を覚える可能性が
ある。
【０００６】
　本開示は、係る実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、画像形成装置におい
て、用紙の種類の検出結果をユーザーにとって好ましい態様で表示するための技術を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示のある局面に従うと、シート保持部材に載置されているシートを搬送する搬送手
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段と、搬送手段によって搬送されるシートの種類として第１の数の種類の中から１の種類
を検出する検出手段と、シート保持部材に載置されているシートの種類を表示する表示手
段と、シートの種類の表示パターンに関する指示を受け付ける入力手段とを備え、入力手
段は、シート保持部材に載置されているシートの種類を第１の数の種類の中から選択する
第１の表示パターン、および、シート保持部材に載置されているシートの種類を第１の数
より少ない第２の数の種類から選択する第２の表示パターンの中から、表示パターンを選
択する指示を受け付け、表示手段は、検出手段の検出結果である種類を、入力手段が受け
付けた指示に従って表示する、画像形成装置が提供される。
【０００８】
　好ましくは、画像形成装置は、搬送手段によって搬送されるシートに画像を形成する画
像形成手段をさらに備え、画像形成手段は、検出手段の検出結果に従って画像を形成する
ための動作を実行する。
【０００９】
　好ましくは、第２の表示パターンは、検出手段の検出結果が第１の種類である場合には
検出結果である種類を選択し、検出手段の検出結果が第２の種類である場合には検出結果
以外の種類を選択する。
【００１０】
　好ましくは、第２の種類は普通紙を含む。
　好ましくは、第１の種類は薄紙および再生時の少なくとも一方を含む。
【００１１】
　好ましくは、第２の表示パターンは、シート保持部材に載置されているシートの種類と
して、検出手段の検出結果の総称を選択する。
【００１２】
　好ましくは、第２の表示パターンは、シート保持部材に載置されているシートの種類と
して、検出手段の検出結果の種類に基づいて、検出手段の検出結果とは異なる種類を選択
する。
【００１３】
　好ましくは、入力手段は、表示手段によって表示される種類の入力を受け付ける。
　好ましくは、表示手段は、受け付けられている指示の内容、シート保持部材の情報、お
よび、シート保持部材においてシートが収容されていない状態、の中の少なくとも１つを
さらに表示する。
【００１４】
　好ましくは、第２の表示パターンは、検出手段の検出結果が特定の結果であった場合に
はシートの種類を表示しないことを選択する。
【００１５】
　好ましくは、表示手段と入力手段は一体で構成されている。
　本開示の他の局面に従うと、コンピューターによって実行されるプログラムであって、
プログラムは、コンピューターに、シート保持部材に載置されているシートの種類として
第１の数の種類の中から１の種類を検出するステップと、シート保持部材に載置されてい
るシートの種類を表示するステップとを実行させ、シートの種類を表示するステップは、
シート保持部材に載置されているシートの種類を第１の数の種類の中から選択する第１の
表示パターン、および、シート保持部材に載置されているシートの種類を第１の数より少
ない第２の数の種類から選択する第２の表示パターンの中から選択されたパターンに従っ
て、シート保持部材に載置されているシートの種類を表示することを含む、プログラムが
提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本開示によれば、用紙の種類として、検出手段による検出結果に対して修正を含む種類
が表示され得る。これにより、用紙の種類の検出結果がユーザーにとって好ましい態様で
表示され得る。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本開示の画像形成装置の一実施の形態である画像形成装置１の外観を示す図であ
る。
【図２】画像形成装置１の内部構成を模式的に示す図である。
【図３】画像形成装置１のハードウェア構成を示す図である。
【図４】センサーユニット５００の構成を説明するための図である。
【図５】センサーユニット５００の中の光学的検出手段の拡大図である。
【図６】センサーユニット５００の中の超音波検出手段の拡大図である。
【図７】画像形成装置１の機能的な構成を示す図である。
【図８】画像形成装置１における、センサーユニット５００からの信号と記録紙Ｐ２の種
類の検出結果との対応関係の一例を示す図である。
【図９】画像形成装置１における、記録紙Ｐ２の種類に従ったプロセス制御の内容を説明
するための図である。
【図１０】記録紙Ｐ２の種類の検出結果と通知手段３０２による種類の表示内容との対応
関係を説明するための図である。
【図１１】画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を表示するために実行される処理の
第１の例のフローチャートである。
【図１２】画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を表示するために実行される処理の
第２の例のフローチャートである。
【図１３】操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である。
【図１４】操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である。
【図１５】操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である。
【図１６】操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である。
【図１７】操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、図面を参照しつつ、画像形成装置の一実施の形態について説明する。以下の説
明では、同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機
能も同じである。したがって、これらの説明は繰り返さない。
【００１９】
　＜１．画像形成装置の概略的な構成＞
　図１は、本開示の画像形成装置の一実施の形態である画像形成装置１の外観を示す図で
ある。図２は、画像形成装置１の内部構成を模式的に示す図である。
【００２０】
　図１および図２に示されるように、画像形成装置１は、原稿Ｐ１から画像を読み取る画
像読取部３と、画像が形成される記録紙Ｐ２を収納する給紙カセット４Ａ～４Ｄと、記録
紙Ｐ２にトナー画像を転写する転写部５と、転写部５で転写されたトナー画像を記録紙Ｐ
２に定着させる定着部６と、定着部６で定着されて画像が形成された記録紙Ｐ２が排紙さ
れる排紙トレイ７と、画像形成装置１への操作を受け付ける操作パネル９と、を含む。画
像形成装置１の装置本体２では、上部に、画像読取部３が設けられ、下部に、転写部５が
設けられる。
【００２１】
　上述の通り、画像形成装置１は、４つの給紙カセット４Ａ～４Ｄを備える。記録紙Ｐは
、シートの一例である。記録紙Ｐを収容する給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれは、シー
トを載置されているシート保持部材の一例である。本明細書では、給紙カセット４Ａ～４
Ｄにおいて共通する性質について言及する場合、給紙カセット４Ａ～４Ｄを「給紙カセッ
ト４」と称する場合がある。
【００２２】
　画像形成装置１では、排紙トレイ７が、転写部５および定着部６で画像記録されて排紙
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された記録紙Ｐ２を受けるために、転写部５の上側に設けられる。給紙カセット４が、転
写部５の下側に設けられる。給紙カセット４は、装置本体２に対して挿抜可能である。画
像形成装置１では、給紙カセット４に収納された記録紙Ｐ２が装置本体２内部に給紙され
る。記録紙Ｐ２は、上方へと搬送されることによって、給紙カセット４の上部に配置され
た転写部５に送られ、転写部５で画像を転写される。定着部６は、記録紙Ｐ２に転写され
た画像を定着する。記録紙Ｐ２は、定着部６で処理された後、排紙トレイ７に排紙される
。排紙トレイ７は、画像読取部３と転写部５との間の空間（凹みスペース）に設けられて
いる。
【００２３】
　画像読取部３は、原稿Ｐ１からの画像を読み取るスキャナー部３１と、スキャナー部３
１の上部に設けられるとともにスキャナー部３１に原稿Ｐ１を１枚ずつ搬送させる自動原
稿搬送部（ＡＤＦ：Auto　Document　Feeder）３２とを含む。装置本体２の正面側（前面
側）には、操作パネル９が設けられる。ユーザーは、操作パネル９の表示画面等を見なが
らキー操作をすることで、画像形成装置１の各種機能の中から選択した機能について設定
操作をしたり、画像形成装置１に作業実行を指示したりできる。
【００２４】
　図２を参照して、装置本体２の内部構造について説明する。画像読取部３のスキャナー
部３１は、上面側にプラテンガラス（不図示）を有する原稿台３３と、原稿Ｐ１に対して
光を照射する光源部３４と、原稿Ｐ１からの反射光を画像データに光電変換するイメージ
センサー３５と、反射光をイメージセンサー３５上に結像させる結像レンズ３６と、原稿
Ｐ１からの反射光を順次反射させて結像レンズ３６に入射させるミラー群３７とを含む。
【００２５】
　光源部３４、イメージセンサー３５、結像レンズ３６およびミラー群３７は、原稿台３
３の内部に設けられる。光源部３４およびミラー群３７は、原稿台３３に対して左右方向
に移動可能に構成される。
【００２６】
　スキャナー部３１の上面側には、ＡＤＦ３２が、設けられる。ＡＤＦ３２は、原稿台３
３に対して開閉可能であり、原稿載置トレイ３８と原稿排出トレイ３９とを備えている。
ＡＤＦ３２は、原稿台３３のプラテンガラス（不図示）上の原稿Ｐ１に覆い被さることに
よって、原稿Ｐ１をプラテンガラス（不図示）に密着させることができる。
【００２７】
　画像読取部３において、原稿台３３のプラテンガラス（不図示）上の原稿Ｐ１を読み取
る場合、右方向（副走査方向）に移動する光源部３４から原稿Ｐ１に、光が照射される。
原稿Ｐ１から反射した反射光は、光源部３４と同じく右方向に移動するミラー群３７で順
次反射されて結像レンズ３６に入射し、イメージセンサー３５上に結像される。イメージ
センサー３５は、入射光の強さに応じて画素毎に光電変換を実行して、原稿Ｐ１の画像に
対応した画像信号（ＲＧＢ信号）を生成する。
【００２８】
　一方、イメージセンサー３５が原稿載置トレイ３８に載置された原稿Ｐ１を読み取る場
合、当該原稿Ｐ１は、複数のローラー等で構成される原稿搬送機構４０によって読取位置
に搬送される。スキャナー部３１の光源部３４およびミラー群３７は、原稿台３３内部の
所定位置に固定される。光源部３４により原稿Ｐ１の読取位置部分に光が照射され、その
反射光がスキャナー部３１のミラー群３７および結像レンズ３６を介してイメージセンサ
ー３５上に結像される。その後、イメージセンサー３５が、当該反射光を、原稿Ｐ１の画
像に対応した画像信号（ＲＧＢ信号）に変換する。その後、原稿Ｐ１は原稿排出トレイ３
９に排出される。
【００２９】
　トナー画像を記録紙Ｐ２に転写する転写部５は、Ｙ（Yellow）、Ｍ（Magenta）、Ｃ（C
yan）、Ｋ（Key　tone）各色のトナー画像を生成する作像部５１と、作像部５１それぞれ
の下方に設けられた露光部５２と、水平方向に並んだ各色の作像部５１と当接することで
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作像部５１から各色のトナー画像が転写される中間転写ベルト５３と、作像部５１と中間
転写ベルト５３を挟持するように各色の作像部５１それぞれに対して上側に対向する位置
に設けられた一次転写ローラー５４と、中間転写ベルト５３を回動させる駆動ローラー５
５と、駆動ローラー５５の回転が中間転写ベルト５３を通じて伝達することで回転する従
動ローラー５６と、中間転写ベルト５３を挟んで駆動ローラー５５と対向する位置に設置
される二次転写ローラー５７と、中間転写ベルト５３を挟んで従動ローラー５６と対向す
る位置に設置されるクリーナー部５８とを、含む。
【００３０】
　作像部５１は、中間転写ベルト５３の外周面と当接する感光体ドラム６１と、感光体ド
ラム６１の外周面をコロナ放電により帯電させる帯電器６２と、攪拌して帯電させたトナ
ーを感光体ドラム６１の外周面に付着させる現像器６３と、トナー画像を中間転写ベルト
５３に転写した後に感光体ドラム６１の外周面に残留するトナーを除去するクリーナー部
６４と、を含む。このとき、感光体ドラム６１は、中間転写ベルト５３を挟んで、一次転
写ローラー５４と対向する位置に設置されるとともに、図２における時計回りの方向に回
転する。感光体ドラム６１の周囲には、一次転写ローラー５４、クリーナー部６４、帯電
器６２、および現像器６３が、感光体ドラム６１の回転方向に沿って、順番に配置されて
いる。
【００３１】
　中間転写ベルト５３は、例えば導電性を有する無端状のベルト部材から構成される。中
間転写ベルト５３は、駆動ローラー５５および従動ローラー５６に緩みの無い状態で巻き
掛けられることで、駆動ローラー５５の回転に従って、図２の反時計回りの方向に回動す
る。中間転写ベルト５３の周囲には、中間転写ベルト５３の回転方向に沿って、二次転写
ローラー５７、クリーナー部５８、ＹＭＣＫ各色の作像部５１それぞれが順番に配置され
ている。
【００３２】
　定着部６は、記録紙Ｐ２に転写されたトナー画像を定着させる。定着部６は、記録紙Ｐ
２上のトナー画像を定着させるために加熱するハロゲンランプなどを備えた加熱ローラー
５９と、記録紙Ｐ２を加熱ローラー５９と共に挟持して記録紙Ｐ２を加圧する加圧ローラ
ー６０とを含む。加熱ローラー５９は、電磁誘導によりその表面に渦電流を生じさせるこ
とによって、当該加熱ローラー５９の表面を加熱されるものであってもよい。
【００３３】
　画像形成装置１において、給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれは、給紙路Ｒ１に接続さ
れている。記録紙Ｐ２を搬送させる搬送装置は、給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれに収
納された記録紙Ｐ２を最上層から給紙路Ｒ１に繰り出す繰り出しローラー８１と、繰り出
された記録紙Ｐ２を給紙路Ｒ１に更に送り出す給紙ローラー対８２と、給紙ローラー対８
２により給紙された記録紙Ｐ２を主搬送路Ｒ０で縦搬送させる搬送ローラー対８３と、主
搬送路Ｒ０における搬送ローラー対８３の下流側に配置されて記録紙Ｐ２を転写部５に向
かって搬送させるスキュー補正ローラー８４と、を含む。給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれ
ぞれには、各給紙カセットから繰り出された記録紙Ｐ２を検出するための給紙センサー８
０が設けられている。
【００３４】
　主搬送路Ｒ０は、画像形成（印刷）の工程にある記録紙Ｐ２の主な搬送経路である。給
紙路Ｒ１は、給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれについて設けられる。各給紙路Ｒ１は、
主搬送路Ｒ０に合流する。給紙路Ｒ１は、搬送経路の一例である。
【００３５】
　給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれの中の記録紙Ｐ２は、給紙カセット４Ａ～４Ｄのそ
れぞれに対応する繰り出しローラー８１の回転駆動によって、最上層のものから１枚ずつ
、給紙路Ｒ１に送り出された後、給紙ローラー対８２により主搬送路Ｒ０に向けて送り出
される。給紙センサー８０は、給紙カセット４Ａ～４Ｄのそれぞれから給紙路Ｒ１に送り
出された記録紙Ｐ２を検出する。
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【００３６】
　画像形成装置１は、手差しトレイ４Ｘをさらに備える。画像形成装置１において、搬送
装置は、手差しトレイ４Ｘに載置された記録紙Ｐ２も、給紙カセット４Ａ～４Ｄに載置さ
れた記録紙Ｐ２と同様に、主搬送路Ｒ０に送ることができる。
【００３７】
　主搬送路Ｒ０では、給紙ローラー対８２から搬送された記録紙Ｐ２が、搬送ローラー対
８３の回転駆動により、転写部５手前に配置されたスキュー補正ローラー８４に向けて搬
送される。スキュー補正ローラー８４は、転写部５でトナー画像を記録紙Ｐ２に正常に転
写させるため、転写部５でのトナー画像の形成タイミングに同期させて、記録紙Ｐ２を転
写部５へ搬送する。すなわち、搬送ローラー対８３で記録紙をスキュー補正ローラー８４
まで搬送すると、スキュー補正ローラー８４を停止した状態とすることで記録紙Ｐ２が弛
んでループを形成させ、そのループにより用紙スキューを補正してから二次転写ローラー
５７に搬送される。
【００３８】
　主搬送路Ｒ０には、搬送ローラー対８３の上方（搬送方向下流側）に、搬送ローラー対
８３により縦搬送された記録紙Ｐ２を検出するための搬送センサー（記録紙検出部）８５
が設置される。スキュー補正ローラー８４はレジストローラーの一例である。
【００３９】
　スキュー補正ローラー８４の下方（搬送方向上流側）には、センサーユニット５００が
設けられている。センサーユニット５００は、後述するようにセンサーを含む。画像形成
装置１では、センサーユニット５００の当該センサーからの信号に基づいて、記録紙Ｐ２
の種類が検出され得る。画像形成装置１は、記録紙Ｐ２の種類の検出結果に基づいて、当
該記録紙Ｐ２に対する画像形成のためのプロセス制御条件（記録紙Ｐ２の搬送速度など）
を設定する。
【００４０】
　画像形成装置１は、センサーユニット５００からの信号に基づいて、スキュー補正ロー
ラー８４手前に到達した記録紙Ｐ２の先端を検出し、記録紙Ｐ２がセンサーユニット５０
０からスキュー補正ローラー８４に到達するタイミングに基づいて、主搬送路Ｒ０におけ
る用紙搬送およびループ制御が実行され得る。
【００４１】
　主搬送路Ｒ０の最下流となる終端部分には、印刷済の記録紙Ｐ２を排出する排紙ローラ
ー対９１が配置される。印刷済の記録紙Ｐ２は、排紙ローラー対９１の回転駆動によって
排紙トレイ７に排出される。主搬送路Ｒ０において、排紙ローラー対９１の下方（搬送方
向上流側）には、記録紙Ｐ２の後端を検出する排紙センサー９０が配置されている。これ
により、排紙センサー９０が記録紙Ｐ２の後端を検出することによって、記録紙Ｐ２が排
紙ローラー対９１から排紙トレイ７に正常に排出されたことが確認され得る。
【００４２】
　＜２．画像形成装置のハードウェア構成＞
　図３は、画像形成装置１のハードウェア構成を示す図である。画像形成装置１は、図３
に示す構成の本体制御部１０を含む。本体制御部１０は、画像形成装置１を構成する各部
を制御する。これにより、画像形成装置１における各種の動作（記録紙Ｐ２への印字動作
、および、原稿Ｐ１からの画像読取動作、など）が実行される。
【００４３】
　本体制御部１０は、各種演算処理や制御を実行するＣＰＵ（Central　Processing　Uni
t）１０１と、制御プログラムなどを記憶するＲＯＭ（Read　Only　Memory）１０２と、
演算データを一時的に記憶するＲＡＭ（Random　Access　Memory）１０３と、転写部５で
形成させるトナー画像の基となる画像データを生成する画像処理部１０４と、画像処理部
１０４で得られた画像データを一時的に記憶する画像メモリ１０５と、画像形成装置１を
構成する各部との間で信号の送受信を行う入出力インターフェース１０６と、を含む。
【００４４】
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　操作パネル９が受け付けた操作に応じた信号を受信すると、ＣＰＵ１０１は、操作パネ
ル９で受け付けた操作に対応する動作を識別する。同様に、本体制御部１０は、入出力イ
ンターフェース１０６により、ＬＡＮ（Local　Area　Network）等の通信ネットワーク１
１０を介して外部端末などから送信される信号を受信すると、外部端末で指定された動作
を識別する。これにより、ＣＰＵ１０１は、操作パネル９または外部端末を介して指定さ
れた動作に基づく制御プログラムをＲＯＭ１０２から読み出し、該制御プログラムに基づ
いてＣＰＵ１０１が動作する。
【００４５】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２から読み出した制御プログラムに基づき、画像読取部３
、露光部５２、転写部５、定着部６、および給紙装置８のそれぞれを駆動制御する画像読
取制御部１１３、露光制御部１１４、転写制御部１１５、定着制御部１１６、および搬送
制御部１１８のそれぞれに信号を出力する。従って、画像形成装置１は、本体制御部１０
から、画像読取制御部１１３、転写制御部１１５、および定着制御部１１６それぞれに信
号が与えられることにより、指定された動作に応じて、画像読取部３、露光部５２、転写
部５、および定着部６のそれぞれを駆動させる。画像形成装置１は、本体制御部１０から
搬送制御部１１８に信号が与えられることで、搬送装置における繰り出しローラー８１、
ローラー対８２，８３，９０、およびスキュー補正ローラー８４を回転駆動させる。モー
ター９０１は、画像形成装置１における記録紙搬送用の各種のローラーを駆動するための
モーターである。各種ローラーの駆動は、ＣＰＵ１０１が搬送制御部１１８を介してモー
ター９０１の動作を制御することによって実現され得る。
【００４６】
　ＣＰＵ１０１には、センサーユニット５００が接続されている。ＣＰＵ１０１は、セン
サーユニット５００の動作を制御し、また、センサーユニット５００からの信号に基づい
て記録紙Ｐ２の種類を検出する。
【００４７】
　＜３．画像形成装置の印刷動作＞
　次に、画像形成装置１による印刷動作について、以下に説明する。画像形成装置１は、
操作パネル９または外部端末によって、印刷動作を行うように指示を受けると、本体制御
部１０において、ＣＰＵ１０１が印刷動作のための制御プログラムをＲＯＭ１０２から読
み出して、印刷動作のための制御動作を開始する。まず、ＣＰＵ１０１は、搬送制御部１
１８を通じて、搬送装置を駆動制御することで、給紙カセット４から最上層の記録紙Ｐ２
を繰り出して、主搬送路Ｒ０へ送り出す。
【００４８】
　ＣＰＵ１０１は、主搬送路Ｒ０へ送り出された記録紙Ｐ２へトナー画像を転写すべく、
露光制御部１１４および転写制御部１１５に制御信号を与え、露光部５２および転写部５
を駆動制御する。このとき、ＣＰＵ１０１は、画像読取制御部１１３を通じて画像読取部
３で原稿Ｐ１より読み取られた画像信号、または、入出力インターフェース１０６を通じ
て外部端末より受信した画像信号を、画像処理部１０３に与える。
【００４９】
　これにより、画像処理部１０３では、与えられた画像信号に基づいて、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ
各色のトナー画像を形成するための画像データを生成し、画像メモリ１０５に記憶させる
。画像メモリ１０５に記憶されたＹ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色の画像データは、ＣＰＵ１０１より
読み出されて、露光制御部１１４に与えられる。従って、露光制御部１１４が、Ｙ、Ｍ、
Ｃ、Ｋ各色の画像データに基づいて、露光部５２内の発光素子（不図示）を駆動させるこ
とで、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色の感光体ドラム６１に静電潜像を形成する。即ち、転写制御部
１１５が転写部５を駆動させるため、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色の作像部５１において、帯電器
６２によって帯電させた感光体ドラム６１の表面に露光部５２からレーザー光が照射され
、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色の画像に対応した静電潜像が形成される。
【００５０】
　この静電潜像が形成された感光体ドラム６１の表面に、現像器６３で帯電したトナーが
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移り、第１の像担持体となる感光体ドラム６１にトナー画像が形成される。そして、感光
体ドラム６１の表面に担持されたトナー画像が、中間転写ベルト５３と接触する際、一次
転写ローラー５４の静電気力によって、中間転写ベルト５３に転写されるため、第２の像
担持体となる中間転写ベルト５３の表面に、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色が重なったトナー画像が
形成される。一方、トナー画像を中間転写ベルト５３に転写した感光体ドラム６１に残っ
た未転写トナーは、クリーナー部６４にて掻き取られ、感光体ドラム６１上から取り除か
れる。
【００５１】
　主搬送路Ｒ０に搬送された記録紙Ｐ２は、その先端がセンサーユニット５００からの信
号に基づいて検出されると、その検出結果が転写制御部１１５に与えられる。これにより
、記録紙Ｐ２がスキュー補正ローラー８４に到達したことを、転写制御部１１５が認識す
る。転写制御部１１５は、中間転写ベルト５３にトナー画像が転写されるタイミングに合
わせて、スキュー補正ローラー８４を動作させる。このとき、中間転写ベルト５３に転写
されたトナー画像は、駆動ローラー５５および従動ローラー５６によって中間転写ベルト
５３が回転することで、二次転写ローラー５７と当接する転写位置まで移動し、主搬送路
Ｒ０上の転写位置まで搬送される記録紙Ｐ２に転写される。トナー画像を記録紙Ｐ２に転
写した中間転写ベルト５３に残った未転写トナーは、クリーナー部５８にて掻き取られ、
中間転写ベルト５３上から取り除かれる。
【００５２】
　二次転写ローラー５７との当接位置でトナー画像が転写された記録紙Ｐ２は、加熱ロー
ラー５９および加圧ローラー６０による定着部６に搬送される。このとき、ＣＰＵ１０１
は、定着部６に搬送される記録紙Ｐ２上のトナー画像を定着させるべく、定着制御部１１
６を通じて定着部６を駆動制御する（ＳＴＥＰ１２３）。即ち、定着制御部１１６が、加
熱ローラー５９および加圧ローラー６０の回転動作を制御すると同時に、加熱ローラー５
９の加熱動作を制御する。
【００５３】
　これにより、未定着トナー像を載せた記録紙Ｐ２は、定着部６の定着ニップ部を通過す
る際に、加熱ローラー５９による加熱および加圧ローラー６０による加圧が施されて、未
定着トナー像が紙面に定着される。そして、トナー像定着後（片面印刷後）の記録紙Ｐ２
は、排紙ローラー対９１まで搬送されると、排紙ローラー対９１により排紙トレイ７に排
出される。このとき、排紙センサー９０で記録紙Ｐ２の後端を検出し、その検出結果が本
体制御部１０に与えられる。これにより、本体制御部１０は、排紙トレイ７に正常に記録
紙Ｐ２が排出されたことを確認する。
【００５４】
　＜４．センサーユニット５００の構成＞
　図４は、センサーユニット５００の構成を説明するための図である。図４において、矢
印Ｒ４は、主搬送路Ｒ０における記録紙Ｐ２の搬送方向を表す。センサーユニット５００
は、光学的な検出に基づいて信号を出力する光学的検出手段と、超音波を利用した検出に
基づいて信号を出力する超音波検出手段とを含む。
【００５５】
　（光学的検出手段）
　図５は、センサーユニット５００の中の光学的検出手段の拡大図である。光学的検出手
段は、受光器５１１と光源５１２，５１３とを含む。受光器５１１は、たとえばＣＣＤ（
Charge Coupled Device）センサーを含む。光源５１２，５１３は、たとえばＬＥＤ（Lig
ht Emitting Diode）素子を含む。
【００５６】
　主搬送路Ｒ０を基準とした場合、光源５１２は受光器５１１と同じ側に配置される。図
５において、矢印ＡＲ１３は光源５１２が発する光を表し、矢印ＡＲ１４は矢印ＡＲ１３
として表された光のうち記録紙Ｐ２上で反射して受光器５１１に向かう光を表す。受光器
５１１は、光源５１２から出力され、主搬送路Ｒ０上の記録紙Ｐ２において反射した光を
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検出する。
【００５７】
　主搬送路Ｒ０を基準とした場合、光源５１３は受光器５１１の反対側に配置される。図
５において、領域ＡＲ１１は光源５１３が発する光を表し、矢印ＡＲ１２は領域ＡＲ１１
として表された光のうち記録紙Ｐ２を透過して受光器５１１に向かい光を表す。受光器５
１１は、光源５１３から出力され、主搬送路Ｒ０を通って受光器５１１に到達した光を検
出する。受光器５１１と光源５１３との間に記録紙Ｐ２が存在する場合、受光器５１１は
、光源５１３から出力され、記録紙Ｐ２を透過した光を検出する。
【００５８】
　受光器５１１は、光源５１２および／または光源５１３からの光を検出した結果を表す
信号（受光器５１１が受けた光量に従った信号）をＣＰＵ１０１へ出力する。ＣＰＵ１０
１は、受光器５１１からの信号に基づいて、センサーユニット５００内に記録紙Ｐ２の先
端が到達したタイミングを特定し、センサーユニット５００内の記録紙Ｐ２の坪量を検出
し、また、センサーユニット５００内の記録紙Ｐ２が特定の種類のシート（たとえば、Ｏ
ＨＰ（Over Head Projector）用の透明のシート）であることを検出する。
【００５９】
　本明細書では、光学的検出手段による、記録紙Ｐ２の先端を検出するための動作を「第
１の動作」といい、記録紙Ｐ２の坪量の検出および／または特定の種類のシートであるこ
との検出のための動作を「第２の動作」という。
【００６０】
　（超音波検出手段）
　図６は、センサーユニット５００の中の超音波検出手段の拡大図である。超音波検出手
段は、超音波を発信する発信器５２２を含む。また、超音波検出手段は、超音波を受信し
、受信した超音波の強度に応じた信号を出力する受信器５２１を含む。
【００６１】
　図６において、矢印ＡＲ２１は、発信器５２２から出力された超音波を表す。矢印ＡＲ
２２は、矢印ＡＲ２１で示された超音波が記録紙Ｐ２によって減衰された超音波を表す。
受信器５２１は、発信器５２２から出力された超音波を検出する。受光器５１１と発信器
５２２との間に記録紙Ｐ２が存在する場合、受信器５２１は、発信器５２２で発信された
後記録紙Ｐ２によって減衰された超音波を検出する。
【００６２】
　受信器５２１は、検出した超音波の強度に従った信号をＣＰＵ１０１へ出力する。ＣＰ
Ｕ１０１は、受信器５２１からの信号に基づいて、記録紙Ｐ２の先端が受信器５２１と発
信器５２２との間に存在することを検出し、また、記録紙Ｐ２の種類（封筒、２枚以上の
シートを重ねられている状態にある記録紙、等）を検出する。
【００６３】
　本明細書では、超音波検出手段による、記録紙Ｐ２の先端を検出するための動作を「第
１の動作」といい、記録紙Ｐ２の坪量の検出および／または特定の種類のシートであるこ
との検出のための動作を「第２の動作」という。
【００６４】
　すなわち、本明細書では、光学的検出手段および超音波検出手段のそれぞれが、「第１
の動作」および「第２の動作」を実行し得る。
【００６５】
　画像形成装置１は、図４等に示されたように、光学的検出手段と超音波検出手段の双方
を備えていても良いし、いずれか一方のみを備えていてももよい。
【００６６】
　図４では、光学的検出手段は超音波検出手段よりも、記録紙Ｐ２の搬送経路において上
流側に設けられている。なお、超音波検出手段が、光学的検出手段よりも上流側に設けら
れていても良い。
【００６７】
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　ＣＰＵ１０１は、光学的検出手段および超音波検出手段の中の、いずれか一方を用いて
、センサーユニット５００における記録紙Ｐ２の先端を検出し、いずれか他方を用いて、
記録紙Ｐ２の種類を検出してもよい。この場合、ＣＰＵ１０１は、下流側の検出手段を用
いて記録紙Ｐ２の先端を検出し、記録紙Ｐ２の先端の検出に応じて、上流側の検出手段を
用いて記録紙Ｐ２の種類を検出してもよい。
【００６８】
　＜５．画像形成装置の機能構成＞
　図７は、画像形成装置１の機能的な構成を示す図である。
【００６９】
　図７に示されるように、一実現例では、画像形成装置１の本体制御部１０は、ＣＰＵ１
０１が所与のプログラムを実行することによって、紙種検出制御部１９１、画像形成制御
部１９２、通知制御部１９３、および外部通信制御部１９４として機能する。画像形成装
置１は、状態検出手段２０１、入力手段３０１、および通知手段３０２として機能する。
【００７０】
　状態検出手段２０１は、搬送装置によって搬送される記録紙Ｐ２の種類を検出するため
のデータを取得し、紙種検出制御部１９１へ出力する。一実現例では、状態検出手段２０
１は、センサーボックス５００によって実現される。
【００７１】
　入力手段３０１は、通知制御部１９３への情報の入力を受け付ける。入力手段３０１は
、ユーザーからの情報の入力を受け付ける、操作パネル９のタッチセンサーおよび／また
はハードウェアボタンであってもよいし、外部の機器からの情報の入力を受け付ける、入
出力インターフェース１０６であってもよいし、これらの双方であってもよい。
【００７２】
　通知手段３０２は、外部に通知される情報を出力する。通知手段３０２は、操作パネル
９のディスプレイであってもよいし、スピーカー（図示略）であってもよいし、これらの
双方であってもよい。
【００７３】
　本体制御部１０の機能について、以下に説明する。
　紙種検出制御部１９１は、状態検出手段２０１からの信号を用いて、記録紙Ｐ２の種類
（以下、「紙種」ともいう）を検出する。検出される種類は、図８等を参照して後述され
る。
【００７４】
　画像形成制御部１９２は、画像形成装置１において記録紙Ｐ２に画像を形成するために
駆動される部分の動作を制御する。当該部分は、たとえば、画像読取部３、転写部５、定
着部６、および搬送装置を含む。画像形成制御部１９２は、紙種検出制御部１９１による
種類の検出結果に従って、上記部分の動作を制御する。制御内容については、図９等を参
照して後述される。
【００７５】
　通知制御部１９３は、紙種検出制御部１９１による種類の検出結果に従って、通知手段
３０２における記録紙Ｐ２の種類の通知内容を制御する。通知内容については、図１０等
を参照して後述される。
【００７６】
　外部通信制御部１９４は、外部の機器からの情報（たとえば、「カラー設定」「倍率設
定」などの画像形成設定）の入力を取得し、通知制御部１９３へ転送する。通知制御部１
９３は、外部通信制御部１９４から取得した情報をさらに利用して、通知手段３０２にお
ける通知内容を制御する。
【００７７】
　＜６．記録紙の種類の検出例＞
　図８は、画像形成装置１における、センサーユニット５００からの信号と記録紙Ｐ２の
種類の検出結果との対応関係の一例を示す図である。ＣＰＵ１０１は、センサーユニット
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５００からの信号と当該対応関係とに基づいて、記録紙Ｐ２の種類を検出する。図８には
、「画像形成装置１」における対応関係に加えて、「参考」として、他の装置における対
応関係が示される。
【００７８】
　図８の最左列には、「紙種」として検出結果が列挙されている。検出結果は、薄紙、普
通紙、普通紙＋、厚紙１、厚紙１＋、厚紙２、厚紙３、厚紙４、および、再生紙を含む。
【００７９】
　図８には、センサーユニット５００からの信号に基づいて特定される記録紙Ｐ２の坪量
（単位：ｇ／ｍ２）を表す数値の下限値と上限値とが含まれる。たとえば、画像形成装置
１において、種類「普通紙」について、下限値は「６０」であり、上限値は「９０」であ
る。すなわち、坪量が６０ｇ／ｍ２以上９０ｇ／ｍ２以下であれば、記録紙Ｐ２の種類は
「普通紙」となる。
【００８０】
　一方、「参考」として示される装置の種類「普通紙」について、下限値は「６０」であ
り、上限値は「８９」である。当該装置では、坪量が６０ｇ／ｍ２以上８９ｇ／ｍ２以下
であれば、記録紙の種類は「普通紙」となる。すなわち、装置ごとに、同じ用紙に対して
異なる検出結果が導出され得る。
【００８１】
　「画像形成装置１」における対応関係は、ＲＯＭ１０２等の、ＣＰＵ１０１がアクセス
可能な記憶装置に格納される。
【００８２】
　＜７．プロセス制御＞
　図９は、画像形成装置１における、記録紙Ｐ２の種類に従ったプロセス制御の内容を説
明するための図である。
【００８３】
　図９の最上行には、検出され得る記録紙Ｐ２の種類（再生紙、薄紙、普通紙、普通紙＋
、厚紙１、厚紙１＋、厚紙２、厚紙３、および、厚紙４）が示されている。
【００８４】
　図９の最左列には、制御項目（システム速度、用紙間隔、転写電流、定着温度、ＦＳ禁
則、および、両面禁則）が示されている。
【００８５】
　システム速度は、記録紙Ｐ２を搬送する速度を表す。システム速度として、「全速」「
中速」「低速」のいずれかが設定される。「全速」が最も高いシステム速度を表し、「中
速」がその次に高いシステム速度を表し、「低速」が最も低いシステム速度を表す。
【００８６】
　用紙間隔は、記録紙Ｐ２を搬送する間隔を表す。用紙間隔として、「広」または「狭」
が設定される。
【００８７】
　転写電流は、感光体ドラム６１に対して転写のために供給される電流値を表す。図９に
示されるように、記録紙Ｐ２の各種類に対応した電流値が設定される。たとえば、記録紙
の種類が「普通紙」または「普通紙＋」である場合、「普通紙」用の電流値が設定される
。
【００８８】
　定着温度は、定着部６の加熱ローラー５９の加熱温度を表す。図９に示されるように、
記録紙Ｐ２の各種類に対応した温度が設定される。たとえば、記録紙の種類が「普通紙」
または「普通紙＋」である場合、「普通紙」用の温度が設定される。
【００８９】
　ＦＳ禁則は、フィニッシャー（後処理装置）による後処理（ステープル、パンチ、等）
の制限の有無を表す。「有」は、印刷ジョブに対して、後処理に関する内容を予め定めら
れた制限に従って修正することを表す。予め定められた制限の一例は、記録紙の種類ごと
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に設定されたステープル可能枚数である。この場合、ＦＳ禁則の値が「有」であって、印
刷ジョブが当該ステープル可能枚数を超えた枚数の記録紙に対してステープル処理するこ
とを規定している場合には、一度にステープル処理される枚数が上記ステープル可能枚数
以下になるように印刷ジョブが変更される。一方、「無」は、後処理に関する制限が無い
ことを表し、印刷ジョブに対して後処理に関する内容に変更を加えないことを意味する。
【００９０】
　両面禁則は、両面印刷の禁止の有無を表す。「有」は、印刷ジョブが両面印刷の指示を
含んでいても両面印刷を行わないように、印刷ジョブを変更することを表す。「無」は、
印刷ジョブに対して変更を加えないことを意味する。
【００９１】
　図９に示された情報は、ＲＯＭ１０２等の、ＣＰＵ１０１がアクセス可能な記憶装置に
格納される。
【００９２】
　＜８．表示設定情報＞
　図１０は、記録紙Ｐ２の種類の検出結果と通知手段３０２による種類の表示内容との対
応関係を説明するための図である。
【００９３】
　図１０の最左列は、記録紙Ｐ２の種類の検出結果を表す。検出結果は、薄紙、普通紙、
普通紙＋、厚紙１、厚紙１＋、厚紙２、厚紙３、厚紙４、および、再生紙を含む。
【００９４】
　図１０には、基本設定とオプション設定とが示される。基本設定は、記録紙Ｐ２の種類
として、検出結果に従った種類を表示する。すなわち、基本設定において表示される種類
は、検出結果の種類と等しい。このため、基本設定では、検出結果に含まれる種類の数と
表示され得る種類の数とが等しい。
【００９５】
　一方、オプション設定は、記録紙Ｐ２の種類として、検出結果である種類を修正を含む
態様で表示する。オプション設定では、検出結果に含まれる種類の数より表示され得る種
類の数の方が少ない。図１０には、オプション設定として５種類の設定（デフォルト設定
、ユーザー設定Ａ、ユーザー設定Ｂ、ユーザー設定Ｃ、および、ユーザー設定Ｄ）を含む
。
【００９６】
　たとえば、「デフォルト設定」では、検出結果が「薄紙」「普通紙」または「普通紙＋
」であれば、記録紙Ｐ２の種類として「普通紙」が表示される。すなわち、検出結果が「
普通紙」であれば、検出結果の種類と同じ種類が表示されるが、検出結果が「薄紙」であ
れば、検出結果の種類に対して修正が加えられた結果として種類「普通紙」が表示される
。
【００９７】
　「デフォルト設定」では、検出結果が「厚紙１」「厚紙１＋」「厚紙２」「厚紙３」ま
たは「厚紙４」であれば、検出結果に修正が加えられた結果として、種類「厚紙」が表示
される。検出結果である「厚紙１」「厚紙１＋」「厚紙２」「厚紙３」および「厚紙４」
は、いずれも、「厚紙」の中の分類を表す。すなわち、検出結果が「厚紙１」「厚紙１＋
」「厚紙２」「厚紙３」または「厚紙４」であれば、これらの検出結果の総称である「厚
紙」が表示される。
【００９８】
　「デフォルト設定」では、検出結果が「再生紙」であれば、記録紙Ｐ２の種類として「
普通紙」が表示される。すなわち、検出結果が「再生紙」であれば、検出結果の種類に対
して修正が加えられた結果として、種類「普通紙」が表示される。
【００９９】
　「ユーザー設定Ｄ」は、一部の検出結果については記録紙Ｐ２の種類を表示しないこと
を規定する。より具体的には、図１０において、「ユーザー設定Ｄ」の検出結果「厚紙４
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」の値は、「－」である。このことは、「ユーザー設定Ｄ」では、検出結果が「厚紙４」
である場合には、記録紙Ｐ２の種類を表示しないことを意味する。
【０１００】
　さらに、「ユーザー設定Ｄ」は、一部の検出結果について、検出結果に含まれない名称
を表示することを規定する。より具体的には、図１０において、「ユーザー設定Ｄ」の検
出結果「再生紙」の値は、「リサイクル紙」である。このことは、「ユーザー設定Ｄ」で
は、検出結果が「再生紙」である場合には、検出結果には含まれない名称である「リサイ
クル紙」が、記録紙Ｐ２の種類として表示される。
【０１０１】
　ユーザーは、入力手段３０１を用いて、記録紙Ｐ２の表示パターンを設定し得る。さら
に、ユーザーは、入力手段３０１を用いて、一部のオプション設定（たとえば、ユーザー
設定Ｄ）を選択した場合、各検出結果に対応して表示させる名称（たとえば、「リサイク
ル紙」等の文字列）を設定し得る。通知制御部１９３は、設定された名称を用いて表示設
定情報を更新する。
【０１０２】
　図１０に示された情報およびユーザーから入力された設定は、ＲＯＭ１０２等の、ＣＰ
Ｕ１０１がアクセス可能な記憶装置に格納される。
【０１０３】
　＜９．処理の流れ（１）＞
　図１１は、画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を表示するために実行される処理
の第１の例のフローチャートである。画像形成装置１は、たとえばＣＰＵ１０１が所与の
プログラムを実行することによって、図１１の処理を実行する。図１１の処理は、たとえ
ば、画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を含む画面を表示するタイミングで実行さ
れる。
【０１０４】
　図１１を参照して、ステップＳ１００にて、ＣＰＵ１０１は、通知に関する設定を取得
する。設定について取得される内容の一例は、図１０の表示設定情報に示された、基本設
定、デフォルト設定、ユーザー設定Ａ、ユーザー設定Ｂ、ユーザー設定Ｃ、および、ユー
ザー設定Ｄの中の１つの設定を選択することである。他の例は、ユーザー設定Ａ、ユーザ
ー設定Ｂ、ユーザー設定Ｃ、または、ユーザー設定Ｄにおいて、記録紙Ｐ２の種類として
表示される名称（たとえば、「リサイクル紙」）を指定することである。
【０１０５】
　ステップＳ１０２にて、ＣＰＵ１０１は、記録紙Ｐ２の種類の検出結果を取得する。検
出結果は、たとえば、センサーユニット５００からの信号に基づいて生成される。
【０１０６】
　ステップＳ１０４にて、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１００にて取得された設定の内容
と、ステップＳ１０２において取得された検出結果とに基づいて、記録紙Ｐ２の種類を表
示する。
【０１０７】
　たとえば、ステップＳ１００において、設定内容として「基本設定」（図１０）を取得
した場合、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１０２において取得された検出結果である種類を
、修正を加えることなく表示する。設定内容として「デフォルト設定」（図１０）を取得
した場合、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１０２において取得された検出結果である種類を
、図１０において「デフォルト設定」として示された検出結果の種類と表示される種類と
の対応関係に従って必要に応じて修正した後で、表示する。
【０１０８】
　その後、ＣＰＵ１０１は図１１の制御を終了させる。
　＜１０．処理の流れ（２）＞
　図１２は、画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を表示するために実行される処理
の第２の例のフローチャートである。画像形成装置１は、たとえばＣＰＵ１０１が所与の
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プログラムを実行することによって、図１２の処理を実行する。図１２の処理は、たとえ
ば、画像形成装置１において記録紙Ｐ２の種類を含む画面を表示するタイミングで実行さ
れる。なお、ユーザーは入力手段３０１を用いて、記録紙Ｐ２の表示パターンとしてを第
１の表示パターンまたは第２の表示パターンを設定し得る。第１の表示パターンは、検出
結果に含まれる種類の数と表示され得る種類の数とが等しい。第２の表示パターンは、検
出結果に含まれる種類の数より表示され得る種類の数の方が少ない。図１２の処理は、第
２の表示パターンが設定されていることを条件として実行される。図１１の処理は、表示
設定情報（図１０）を参照したのに対し、図１２の処理は、表示設定情報（図１０）の参
照を必要としない。
【０１０９】
　図１２を参照して、ステップＳ２００にて、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１０２と同様
に記録紙Ｐ２の種類の検出結果を取得する。
【０１１０】
　ステップＳ２０２にて、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２０２で取得された検出結果が所
定の種類（たとえば、普通紙）であるか否かを判断する。「所定の種類」を特定する情報
は、予め設定され、所与のメモリーに格納されている。ＣＰＵ１０１は、検出結果が所定
の種類であると判断すると（ステップＳ２０２にてＹＥＳ）、ステップＳ２０８へ制御を
進め、そうでなければ（ステップＳ２０２にてＮＯ）、ステップＳ２０４へ制御を進める
。
【０１１１】
　ステップＳ２０４にて、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２０２で取得された検出結果が「
厚紙１」「厚紙１＋」「厚紙２」「厚紙３」または「厚紙４」であるか否かを判断する。
ＣＰＵ１０１は、検出結果が「厚紙１」「厚紙１＋」「厚紙２」「厚紙３」または「厚紙
４」であると判断すると（ステップＳ２０４にてＹＥＳ）、ステップＳ２０６へ制御を進
め、そうでなければ（ステップＳ２０４にてＮＯ）、ステップＳ２０８へ制御を進める。
【０１１２】
　ステップＳ２０６にて、ＣＰＵ１０１は、記録紙Ｐ２の種類として、「厚紙１」「厚紙
１＋」「厚紙２」「厚紙３」または「厚紙４」の総称である、「厚紙」を表示する。その
後、ＣＰＵ１０１は図１２の制御を終了させる。
【０１１３】
　ステップＳ２０８にて、ＣＰＵ１０１は、記録紙Ｐ２の種類として、所定の種類の名称
（たとえば、「普通紙」）を表示する。その後、ＣＰＵ１０１は図１２の制御を終了させ
る。
【０１１４】
　図１２の処理によれば、検出結果が「厚紙１」「厚紙１＋」「厚紙２」「厚紙３」また
は「厚紙４」であれば、記録紙Ｐ２の種類として「厚紙」が表示され、検出結果がこれら
以外であれば、記録紙Ｐ２の種類として所定の種類（たとえば、「普通紙」）が表示され
る。
【０１１５】
　＜１１．表示の具体例＞
　図１３～図１７のそれぞれは、操作パネル９における表示内容の具体例を表す図である
。
【０１１６】
　図１３の画面９０１は、基本画面を表す。基本画面では、画像形成装置１におけるコピ
ー動作のデフォルト設定が表示される。「用紙」の欄の文字列「自動」は、原稿のサイズ
に合わせて自動的に用紙が選択されることを表す。
【０１１７】
　なお、画像形成装置１では、コピー動作に利用される給紙カセットが選択され得る。「
用紙」の欄には、選択された給紙カセットに収容されている記録紙の情報（サイズおよび
／または種類）が表示され得る（たとえば、後述する図１４参照）。なお、各給紙カセッ
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トにおける収容される記録紙の入替が検出されると、当該給紙カセットに関する記録紙の
情報の表示がリセットされる。用紙の入替の検出の一例は、給紙カセットの装置本体２か
らの取外し、および、その後の装置本体２への装着の、センサーを用いた検出である。表
示のリセットにより、「用紙」の欄には、図１３に示されるように、「自動」が表示され
る。入替の後、選択された給紙カセット内の記録紙が搬送されることにより記録紙の種類
が検出される。検出された種類は、図１１または図１２を参照して説明された処理に従っ
て表示される。上記の記録紙の情報の表示は、図１１または図１２に従った記録紙の種類
の表示を含む。
【０１１８】
　図１４の画面９０２は、画像形成装置１のコピー動作に対して使用する給紙カセットが
選択された状態を表す。より具体的には、「用紙」の欄の文字列「Ａ３＿トレイ１＿普通
紙」は、トレイ１として特定される給紙カセット（たとえば、給紙カセット４Ａ）に収容
される記録紙Ｐ２のサイズが「Ａ３」であり、その種類が「普通紙」であることを表す。
【０１１９】
　画面９０２等における記録紙Ｐ２の種類が、図１１または図１２を参照して説明された
処理によって表示される記録紙Ｐ２の「種類」である。
【０１２０】
　図１５の画面９０３は、コピー動作における給紙元（手差しトレイまたは給紙カセット
）を選択するための画面を表す。画面９０３には、「手差し」（手差しトレイ４Ｘ）、「
トレイ１」（給紙カセット４Ａ）、「トレイ２」（給紙カセット４Ｂ）、および、「トレ
イ３」（給紙カセット４Ｃ）のそれぞれに収容された記録紙Ｐ２の、サイズおよび種類が
表示される。画面９０３では、選択されている給紙元（トレイ１）のデータは、反転表示
されている。
【０１２１】
　画面９０３は、領域９０３Ａを含む。領域９０３Ａには、画像形成装置１を模式的に示
すアイコンが表示されている。当該アイコンでは、選択されている給紙元の位置が、反転
表示によって示されている。当該反転表示は、用紙を収容する部材の情報の一例である。
【０１２２】
　図１６の画面９０４は、選択された給紙元において記録紙が無くなったときに表示され
る。各給紙カセットおよび排紙トレイには、それぞれにおける記録紙の有無を検出するセ
ンサーが備えられていても良い。ＣＰＵ１０１は、当該センサーの検出出力に基づいて、
画面９０４を表示してもよい。画面９０４では、メッセージ「用紙を補充するか、給紙ト
レイを変更してください。」とともに、「用紙＿Ａ３＿普通紙」が表示されている。「普
通紙」は、直前まで該当する給紙元に収容されていた記録紙について表示されていた種類
であってもよい。
【０１２３】
　図１７の画面９０５は、表示内容に関する設定（ステップＳ１００において取得される
設定）を入力するための画面である。画面９０５において、区分１～９のそれぞれは、９
種類の検出結果である、薄紙、普通紙、普通紙＋、厚紙１、厚紙１＋、厚紙２、厚紙３、
厚紙４、および、再生紙のそれぞれに対応する。画面９０５では、３種類の設定（表示１
、表示２、表示３）について入力し得る。「表示１」は、基本設定（図１０）に対応して
いてもよい。
【０１２４】
　画面９０５において、「現在の選択＿表示２」は、現時点で登録されている、表示の設
定内容を表す。ユーザーは、画面９０５において、表示１～表示３のうちいずれかを選択
し得る。表示２または表示３を選択した場合、ユーザーは、区分１～９のそれぞれに対し
て、表示されることを希望する記録紙の種類を指定する種類（または、名称）を入力し得
る。
【０１２５】
　今回開示された各実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えら
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れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される
。また、実施の形態および各変形例において説明された発明は、可能な限り、単独でも、
組合わせても、実施することが意図される。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　画像形成装置、１０１　ＣＰＵ、５００　センサーユニット、９０１～９０５　画
面。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(21) JP 2021-31288 A 2021.3.1

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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