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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置であって、
　第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブを含む複数のジョ
ブを入力する入力手段と、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御手段
と、
　ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えら
れていない場合に他のジョブを先に実行するか否かを設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に
備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定手段により行われた
設定に従って、前記第１のジョブの実行を制御することを特徴とする画像形成装置。 
【請求項２】
　画像形成装置であって、
　第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブを含む複数のジョ
ブを入力する入力手段と、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
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合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御手段
と、
　ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えら
れていない場合に待機すべき待機時間を設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に
備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定手段により設定され
た待機時間が経過した後、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように
制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　前記ジョブの種類には、コピージョブ、プリントジョブ、ファックス受信ジョブの何れ
か１つ以上が含まれることを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　入力手段と、制御手段と、設定手段とを有する画像形成装置の制御方法であって、
　前記入力手段が、第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブ
を含む複数のジョブを入力する入力工程と、
　前記制御手段が、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御工程
と、
　前記設定手段が、ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像
形成装置に備えられていない場合に他のジョブを先に実行するか否かを設定する設定工程
と、を有し、
　前記制御工程では、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置
に備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定工程により行われ
た設定に従って、前記第１のジョブの実行を制御することを特徴とする画像形成装置の制
御方法。 
【請求項５】
　請求項４に記載の画像形成装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項６】
　入力手段と、制御手段と、設定手段とを有する画像形成装置の制御方法であって、
　前記入力手段が、第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブ
を含む複数のジョブを入力する入力工程と、
　前記制御手段が、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御工程
と、
　前記設定手段が、ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像
形成装置に備えられていない場合に待機すべき待機時間を設定する設定工程と、を有し、
　前記制御工程では、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置
に備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定工程により設定さ
れた待機時間が経過した後、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するよう
に制御することを特徴とする画像形成装置の制御方法。 
【請求項７】
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　請求項６に記載の画像形成装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるための
プログラム。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、画像形成装置の制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　用紙などの記録媒体上に画像を形成する画像形成装置において、印刷の開始時に指定用
紙が給紙段に無かった場合などのように、指定された消耗品が無い場合には、エラーを表
示するなどして印刷ジョブを一時中止されていた。例えば、特許文献１では、印刷したい
サイズの用紙が、未実装あるいは用紙切れ等の場合、その印刷データをメモリに待避させ
る。そして、印刷したいサイズの用紙が実装あるいは補給されて該用紙サイズの印刷が可
能になった時、待避した印刷データを印刷実行可能とする。
【特許文献１】特開平９－２５４４８５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の方法では、例えば、給紙段に残っている用紙で印刷可能な印
刷ジョブが後続の印刷ジョブの中に含まれていた場合でも、先頭の印刷ジョブによる印刷
が終了するまで、印刷を実行することができなかった。また、用紙が無いと判断された際
はその時点で印刷データが退避されていたため、簡単な補充作業で印刷途中の印刷ジョブ
による印刷再開が可能であっても、中断された印刷ジョブの再開には煩わしい操作が必要
であった。なお、印刷ジョブで指定される消耗品は用紙に限らず、ステイプルやトナー等
の消耗品の有無による印刷ジョブの制御おいても、上記と同様な問題点があった。
【０００４】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑み、簡単な消耗品の補充により印刷中の印刷ジョブの
再開を可能にする印刷ジョブの管理方法及び画像形成装置を提供する。同時に、印刷中の
印刷ジョブが一時停止状態に成った場合に後続の印刷ジョブによる印刷の開始を可能とす
る印刷ジョブの管理方法及び画像形成装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成する本発明に係る画像形成装置は、
　画像形成装置であって、
　第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブを含む複数のジョ
ブを入力する入力手段と、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御手段
と、
　ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えら
れていない場合に他のジョブを先に実行するか否かを設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に
備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定手段により行われた
設定に従って、前記第１のジョブの実行を制御することを特徴とする。 
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【０００６】
　上記の目的を達成する本発明に係る別の画像形成装置は、
　画像形成装置であって、
　第１のジョブ及び当該第１のジョブより後に入力される第２のジョブを含む複数のジョ
ブを入力する入力手段と、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられている場
合に、前記第１のジョブを前記第２のジョブより先に実行するように制御し、
　前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えられていない
場合に、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように制御する制御手段
と、
　ジョブの種類ごとに、ジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に備えら
れていない場合に待機すべき待機時間を設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１のジョブを実行するために必要な資源が前記画像形成装置に
備えられていない場合に、前記第１のジョブの種類に対して前記設定手段により設定され
た待機時間が経過した後、前記第２のジョブを前記第１のジョブより先に実行するように
制御することを特徴とする。
　
　
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、簡単な消耗品の補充により印刷中の印刷ジョブの再開を可能にすると共
に、印刷中の印刷ジョブが一時停止状態に成った場合に後続の印刷ジョブによる印刷の開
始を可能とするる印刷ジョブの管理方法及び画像形成装置を提供できる。
【００１１】
　すなわち、印刷ジョブによる印刷に必要な用紙が画像形成装置内に無かった場合でも、
後続の印刷ジョブの印刷が可能であれば、先頭の印刷ジョブを一時停止して後続の印刷ジ
ョブによる印刷を先に開始する。これにより、ダウンタイムをなくし、稼働率を向上させ
ることが可能となる。
【００１２】
　また、一時停止状態に移行する際に、予め設定しておいた時間だけ移行を待つことで、
その間にユーザが用紙を補給して先頭の印刷ジョブによる印刷を継続することが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　まず、本発明で用いる画像形成装置の実施形態を、添付図面を参照しながら説明する。
【００１４】
　＜本実施形態の画像形成装置を含む印刷ネットワークの構成例＞
　図１は、本実施形態に係る画像形成装置に相当するネットワーク対応の印刷システムを
含む印刷ネットワークの構成例を示す図である。
【００１５】
　図１において、印刷システム１００は、ネットワーク等の通信媒体７００を介して、他
の装置との間で各種のデータ通信（データの送受信）を可能としている。印刷システム１
００がデータ通信可能な他の装置としては、例えば、サーバコンピュータ２００や、ホス
トコンピュータ等のクライアントコンピュータ３００，４００が挙げられる。更に、印刷
システム１００がデータ通信可能な他の装置として、例えば、当該印刷システム１００と
同様の構成・機能を具備する他のシステムとして次の装置が適用できる。すなわち、デジ
タル複合機（以下、ＭＦＰとも言う）５００や、インターネットファクシミリ装置６００
などである。尚、印刷システム１００と他の装置との間のデータ通信は、有線形式に限ら
れるものではなく、無線形式であってもよいし、それらが混在した形態であってもよい。
【００１６】
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　印刷システム１００は、コピーモードやプリントモードやファクシミリモード等の複数
のモード（複数の機能）を具備している。まず、印刷システム１００は、自装置のリーダ
部１０３（後述の図２Ａ参照）で読み取った印刷ジョブのデータ、外部装置から入力され
た印刷ジョブのデータを、自装置が具備するハードディスク等の記憶ユニットに記憶する
。そして、この記憶ユニットに記憶されたデータを、自装置が具備するプリンタ部で印刷
可能に構成されている。本実施形態では、この記憶ユニットとしてバックアップメモリ１
０９（以下、メモリ１０９という）を採用している。
【００１７】
　印刷システム１００は、各種の外部装置から印刷対象となるジョブのデータを受付可能
に構成されている。その一例として、例えば、印刷システム１００は、クライアントコン
ピュータ３００や４００等の情報処理装置から発行されたジョブのデータを受付可能にす
る。又、他の印刷装置としてのデジタル複合機５００から該デジタル複合機５００が具備
するスキャナ部で読取った印刷ジョブのデータも受付可能に構成されている。又、印刷シ
ステム１００は、インターネットファクシミリ装置６００から出力されたデータも印刷対
象のジョブのデータとして受付可能に構成されている。又、印刷システム１００は、上記
ジョブデータを、自装置が具備する通信ユニット（例えば、コンピュータインタフェース
部１０６（後述の図２Ａ参照）を介して他装置へ転送処理したり、各種の出力処理の実行
を可能な構成となっている。なお、本明細書では、印刷ジョブや、印刷対象となるジョブ
、単にジョブとの表現が使用されているが、それらに特別な差異はない。
【００１８】
　また、メカ的構成として、印刷システム１００は、自装置のリーダ部１０３に自動原稿
給送装置（いわゆる、ＡＤＦ）を具備しており、複数枚の原稿を自動的に先頭ページ側か
ら連続的に順次読み取り可能となっている。また、印刷システム１００は、自装置のプリ
ンタ部１０４（後述の図２Ａ参照）に、複数の給紙部（給紙カセット）を具備し、給紙部
毎に異なるメディアタイプ（例えば、記録紙サイズ、記録紙の種類等が異なる）の記録紙
を収納可能である。従って、ユーザ所望の給紙部から選択的に記録紙を給送することによ
り、プリンタ部１０４により所望のタイプの記録紙に印刷を実行させることができる。
【００１９】
　さらに、印刷システム１００は、ソート機能、ステイプル機能、パンチ機能、サドルス
テッチ機能を実行するためのシート加工処理装置としてのフィニッシャを有する。例えば
、印刷システム１００は、印刷装置本体１０１に対して、各種のフィニッシングが実行可
能なフィニッシャが、接続可能に構成されている。且つ、複数のジョブの印刷データを蓄
積可能なハードディスク等のメモリ１０９内の印刷すべきジョブの印刷データの印刷処理
をプリンタ部１０４により実行可能に構成されている。且つ、当該印刷システム１００は
、印刷装置本体１０１が具備するプリンタ部１０４により印刷処理がなされたジョブのシ
ートを、当該フィニッシャ内部のユニットへ、供給可能に構成されている。且つ、印刷シ
ステム１００は、ユーザが処理対象のジョブの為に指定したフィニッシングを、該フィニ
ッシャにて、当該ジョブのシートに対して実行可能に構成されている。
【００２０】
　例えば、フィニッシィング機能の一例としてのソート機能は、プリンタ部１０４にて印
刷した記録紙の仕分け処理を行う機能である。ステイプル機能は、記録紙に対してステイ
プル処理を行う機能である。パンチ機能は、プリンタ部にて印刷された記録紙に対して穴
あけ処理（「穿孔処理」、「パンチ処理」とも言う）を行う機能である。サドルステッチ
機能は、プリンタ部１０４にて印刷された記録紙の折処理や製本処理を行う機能である。
【００２１】
　このような、印刷システム１００における各種ジョブに対する制御、それに伴うＵＩ（
ユーザインタフェース）制御や各ユニットに対する動作制御は、後述の図２Ａの制御部１
０８が行なう。かかる制御部１０８の制御は、メモリ１０９等に記憶されたコンピュータ
実行可能な制御プログラムを読み出して実行することで実現される。
【００２２】
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　尚、本実施形態では、処理対象のジョブの印刷処理を印刷装置により実行可能にした印
刷システムを、この制御部１０８により制御する構成を開示する。又、処理対象のジョブ
（ここでは第１のジョブと呼ぶ）の印刷処理の完了に必要な資源が存在するか否かの確認
を、制御部１０８が実行する。
【００２３】
　又、この第１のジョブの印刷処理の完了に必要な資源がシステム１００に存在しない場
合に、制御部１０８は、この第１ジョブの印刷処理を印刷装置１００により実行させない
。そして、少なくともこの第１のジョブの後に印刷実行要求がなされた後続ジョブ（ここ
では第２ジョブと呼ぶ）の印刷処理を該印刷装置により実行可能にする。
【００２４】
　但し、制御部１０８は、このように、第1のジョブの印刷処理の完了に必要な資源がシ
ステム１００に存在しない場合でも、所定期間経過するのを待機すること無しに該第２の
ジョブの印刷処理を当該印刷装置により開始実行することは、禁止する。この所定期間は
、本形態に開示のユーザインタフェース部を介してオペレータにより設定可能に構成して
いる。
【００２５】
　又、このように、当該第1のジョブの印刷処理の完了に必要な資源が、当該所定期間経
過する時点までに、システム１００にてセットされたとする。このケースに該当する場合
、制御部１０８は、該第２のジョブの印刷処理を印刷装置に開始させる事無しに該第１の
ジョブの印刷処理を実行させる。且つ、このケースでは、この第1のジョブの印刷終了を
契機に該第２のジョブの印刷処理を印刷装置により実行させるよう制御部１０８はシステ
ム１００を制御する。
【００２６】
　一方、当該第1のジョブの印刷処理の完了に必要な資源が当該所定期間経過してもシス
テム１００にて未セットである事を制御部１０８が確認したとする。このケースに該当す
る場合、当該所定期間経過した事を契機に、制御部１０８は、該第２のジョブの印刷処理
を印刷装置に開始させる事を許可する。且つ、このケースでは、この第２のジョブの印刷
終了を契機に該第１のジョブの印刷処理を印刷装置により開始させるよう制御部１０８は
システム１００を制御する。
【００２７】
　以上の各種制御を本実施形態にて制御部１０８が実行する。以下に開示の構成は、これ
らの構成に包含される構成の代表例である。
【００２８】
　＜本実施形態の印刷システムの構成例＞
　（印刷システムのブロック構成例）
　図２Ａは、図１に示した実施形態に係る印刷システム１００の細部構成を示すブロック
図である。
【００２９】
　図２Ａに示すように、本実施形態に係る印刷システム１００は、大きく、印刷装置本体
１０１と画像入出力制御部１０５とを有する。印刷装置本体１０１は、操作部１０２、リ
ーダ部（スキャナ部）１０３、及びプリンタ部１０４を具備する。尚、実際には、印刷装
置本体１０１の筐体内部に、画像入出力制御部１０５も内蔵されている。また、印刷装置
本体１０１には、図３により後述するようにフィニッシャが接続されている。
【００３０】
　操作部１０２は、印刷装置本体１０１及び画像入出力制御部１０５を操作するために使
用される。例えば、操作部１０２は、タッチパネル形式の液晶表示部やメカ的なハードキ
ーを具備し、操作者に各種設定を行わせる。また、リーダ部１０３は上述したようにＡＤ
Ｆ等の原稿給送装置を有し、原稿台にセットされた原稿画像の読み取り処理を実行し、読
み取った画像データをプリンタ部１０４及び画像入出力制御部１０５へ出力する。さらに
、プリンタ部１０４は、リーダ部１０３及び画像入出力制御部１０５からの画像データを
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、ジョブデータに対して設定された印刷処理条件に応じて記録紙等の記録媒体上に記録す
る。
【００３１】
　この表示部を具備する操作部１０２が、本実施形態のユーザインタフェース部（以下、
ＵＩ部とも称する）の一例に相当する。勿論、コンピュータ２００～４００等の情報処理
装置、ＭＦＰ５００やインターネットファクシミリ装置６００等の他の印刷装置等の各種
外部装置が具備するＵＩ部も当該実施形態におけるＵＩ部の一例に該当する。本実施形態
のＵＩ部は、キーボード、マウス等のポインティングデバイス、表示装置、操作パネル等
の少なくともいずれかを具備するが、その構成は本実施形態に限定されるものではない。
【００３２】
　一方、画像入出力制御部１０５は、リーダ部１０３に接続された制御部１０８、通信媒
体７００に接続したコンピュータインタフェース部１０６、画像メモリ１０７、及びバッ
クアップメモリ（ＲＡＭ／ＨＤＤ）１０９を備える。制御部１０８は、ＣＰＵやプログラ
ムメモリ及びワークメモリ（不図示）を具備し、印刷システム１００の全体を制御する。
【００３３】
　コンピュータインタフェース部１０６は、外部通信部として機能し、外部装置（図１７
に示す通信媒体７００に接続された各装置）と制御部１０８との間をインタフェースする
。印刷システム１００は、コンピュータインタフェース部１０６を用いて、外部装置とデ
ータ通信を行う。なお、外部装置としては、例えば、パーソナルコンピュータ又はワーク
ステーション（ＰＣ／ＷＳ）によって構成されるプリントサーバ（サーバコンピュータ２
００）等が挙げられる。コンピュータインタフェース部１０６は、サーバコンピュータ２
００から転送されてきた画像を表すコードデータ（ＰＤＬ）をプリンタ部１０４で記録で
きる画像データに展開して制御部１０８に渡す。また、コンピュータインタフェース部１
０６は、外部装置との間で画像データ以外の各種データ（例えば、コマンドデータ、ステ
ータスリクエスト情報、ステータス情報、時刻データ等）の送受信も行う。尚、リーダ部
１０３、コンピュータインタフェース部１０６、及び画像メモリ１０７、メモリ１０９間
のデータの流れは制御部１０８で制御される。
【００３４】
　一方、メモリ１０９は、電源を落としても該メモリに記憶済みのデータが消去されない
タイプの不揮発性のメモリユニットである。メモリ１０９は、印刷装置本体１０１及び画
像入出力制御部１０５においてバックアップしておかなければならない重要なデータを保
存しておくものである。すなわち、メモリ１０９は、複数の未処理のジョブデータ（複数
の一連の画像データ）を記憶・保持可能な記憶領域を具備し、リーダ部１０３や外部装置
から入力される画像データやジョブデータ等の記憶・保持が可能である。なお、メモリ１
０９は、例えばバックアップＲＡＭやバックアップハードディスク等により構成される。
尚、本例では、このように、印刷システム１００自身に複数のジョブのデータを蓄積可能
な不揮発性の大容量メモリを具備する構成としているが、これに限られるものではない。
例えば、該印刷システム１００により印刷対象となる複数のジョブのデータを記憶するメ
モリユニットを外部装置に具備する構成でも良い。
【００３５】
　又、付言しておくと、このメモリ１０９は、データの消失を防止する為にも利用可能に
構成されていることは勿論である。しかし、この意味だけに利用するわけではない。例え
ば、ユーザが所望のデータを何度でも所望のタイミングで所望の印刷形態でもって印刷さ
せる等のニーズに対処する為にも、当該メモリ１０９を利用可能に構成している。
【００３６】
　その一例として、印刷システム１００は、メモリ１０９を用いてボックス機能を提供可
能に構成されている。この場合、以下のように構成される。例えば、外部のコンピュータ
或いは印刷システム１００は、自身のユーザインタフェース部を介して、ユーザによりボ
ックス機能を選択可能に構成される。ユーザは、ボックス機能を選択した上で、処理対象
となるジョブの文書データ等を、リーダ部１０３、或いは、外部のコンピュータから本印
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刷システム１００に投入することが可能となる。ボックス機能が選択された状態において
投入されたジョブの文書データは、メモリ１０９内に仮想的に設けられた複数のデータ記
憶ボックスの該ユーザが指定したボックスに保存される。更に、印刷システム１００は、
ユーザが操作部１０２の提供するユーザインタフェース部を介してボックス機能を選択し
、所望のボックスを選択し、且つ、その選択されたボックスから所望のデータを選択可能
に構成される。制御部１０８は、こうして選択されたジョブのデータを、該ユーザが印刷
システム１００の操作部１０２を介して設定した処理条件でもって、プリンタ部１０４で
プリントさせたり、外部装置へ送信可能に、本印刷システム１００を制御する。このよう
なボックス機能を提供する際にもメモリ１０９を利用可能に構成されている。本実施形態
では、印刷システム１００の制御部１０８がこのような各種制御を実行する。
【００３７】
　以上のように、本実施形態の印刷システム１００は、メモリ１０９に複数のプリントジ
ョブデータを格納することが可能であり、それらを順次処理できるように構成されている
。例えば、あるプリントジョブのプリント動作をプリンタ部１０４に実行させている最中
においても、外部装置や自装置のリーダ部（スキャナ部）１０３から、プリンタ部１０４
で印刷すべきプリントジョブデータ（画像データ）を随時受付可能としている。尚、本実
施形態では、印刷システム１００が具備する制御部１０８が、印刷システム１００が具備
するこれら各種ユニットを制御することで、このような各種ジョブの一連の処理動作を、
印刷システム１００にて、実行させる。
【００３８】
　（画像入出力制御部１０５、特に制御部１０８の構成例）
　図２Ｂは、本実施形態の画像入出力制御部、特に制御部１０８のハードウエア構成例を
示す図でする。
【００３９】
　図２Ｂで、１１１は、本印刷システム１００の全体を制御する演算制御用のＣＰＵであ
る。１１２は、ＣＰＵ１１１の初動時などの固定プログラムや固定パラメータを記憶する
ＲＯＭである。１１３は、ＣＰＵ１１１がコンピュータプログラムを実行する間に一時記
憶領域として使用されるワークメモリである。本例では、ＣＰＵ１１１が実行するコンピ
ュータプログラムは、バックアップメモリ１０９に格納されているものとして説明するが
、別途にプログラムメモリを設けてもよい。１１４は、印刷装置本体１０１とのインタフ
ェースを行なう印刷装置本体インタフェース部１１４である。
【００４０】
　なお、ここでは、本実施形態の特徴ある動作を実現するためのワークメモリ（ＲＡＭ）
１１３の記憶領域の構成例と、バッファメモリ（ＲＡＭ／ＨＤＤ）１０９に格納されるデ
ータ及びプログラムの記憶例を説明する。
【００４１】
　ワークメモリ（ＲＡＭ）１１３には、以下で説明する本実施形態の印刷ジョブの管理及
び制御で使用される各種データの記憶領域が確保される。
【００４２】
　１１３ａは、コマンドとステータスを記憶する領域である。すなわち、コンピュータ（
ＰＣ／ＷＳ）２００とコンピュータインタフェース部１０６を介してやり取りするコマン
ドとステータスを記憶する。また、印刷装置本体インタフェース部１１４を介して印刷装
置本体１０１とやり取りするコマンドとステータスを記憶す。１１３ｂは、印刷装置本体
１０１の操作部１０２に表示するために作成された表示画面データを記憶する領域である
。１１３ｃは、印刷装置本体１０１で現在印刷処理中の印刷ジョブのＩＤを記憶する領域
である。１１３ｄは、以下の実施形態（図１８参照）で使用される全ての印刷ジョブがサ
スペンドされた場合を示す全ジョブ・サスペンドフラグを記憶する領域である。なお、プ
ログラムの中でチェックする時にはメモリに記憶されなくてもよい。１１３ｅは、以下の
実施形態（図１２，図２１参照）で使用される不足用紙の種類を一覧表示するための不足
用紙一覧テーブルを記憶する領域である。なお、かかる不足用紙の種類は、後述の印刷ジ
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ョブテーブル１０９ｂに含まれてもよい。１１３ｆは、以下の実施形態（図１３，図２２
参照）で使用されるある同一用紙の用紙無しを待っているジョブを表示するための同一用
紙待ちジョブテーブルを記憶する領域である。
【００４３】
　次に、１１３ｇ～１１３kには、表示画面上のボタンをクリックした場合に、その状態
をフラグとして記憶する領域である。１１３ｇは、以下の実施形態（図９，図１６参照）
のサスペンド状態への移行時間を延長するための延長ボタンのクリックを記憶する。１１
３ｈは、以下の実施形態（図１０や図１３、図１７や図２２参照）でサスペンド状態の印
刷ジョブを再開するための再開ボタンのクリックを記憶する。１１３ｉは、以下の実施形
態（図９～図１３、図１７参照）で印刷ジョブの一覧を表示するためのジョブ一覧ボタン
のクリックを記憶する。なお、ジョブ一覧ボタンは、ジョブ一覧表示をイベント発生時に
自動的に行なう場合は、特に必須ではない。１１３ｊは、以下の実施形態（図１２，図２
１参照）で使用される不足用紙一覧を表示するための不足用紙一覧ボタンのクリックを記
憶する。１１３ｋは、以下の実施形態（図１３，図２２参照）で使用されるある同一用紙
の用紙無しを待っているジョブを表示するための同一用紙待ちジョブ抽出ボタンのクリッ
クを記憶する。
【００４４】
　次に、１１３ｍ及び１１３ｎは、本実施形態に関連する給紙カセットのオープン／クロ
ーズの状態のセンサによる検知結果のフラグを記憶する領域である。ここで、１１３ｍは
第１給紙カセットのフラグ、１１３ｎは第２給紙カセットのフラグ、以下、本印刷装置本
体１０１に搭載された給紙カセットの数分のフラグが記憶される。
【００４５】
　バックアップメモリ（ＲＡＭ、ＨＤＤ）１０９には、不揮発で電源ＯＦＦによっても保
存する必要のあるデータ及びプログラムが格納される。１０９ａ～１０９ｉは本実施形態
で使用されるデータ、１０９ｊ～１０９ｒは本実施形態のためのプログラムである。
【００４６】
　１０９ａは、印刷装置本体１０１の操作部１０２に表示するために予め作成されて格納
されている表示画面フォーマットである。かかる表示画面フォーマット１０９ａに現在の
データを合成して画面表示データ領域１１３ｂのデータが生成される。１０９ｂは、画像
入出力制御部１０５がコンピュータ２００から受信した印刷ジョブを蓄積する印刷ジョブ
テーブルである。かかる印刷ジョブテーブルには、ジョブＩＤ（受け付け番号）に対応し
て、ジョブ名やジョブを作成したユーザ名、現在のジョブ状況が記憶される。更に、用紙
サイズなどの消耗品の種類、給紙カセットなどの消耗品提供部のＩＤなどが記憶されても
よい。
【００４７】
　１０９ｃは、本実施形態における消耗品無しのエラー時に印刷を中止するまでの移行を
待機するプロモートモード設定か否かを保持するプロモート設定フラグである。１０９ｄ
は、プロモートモード時に設定されるサスペンドまでの待機の期間である移行時間のデフ
ォルト値である。以下に示すジョブ種により移行時間を異なる設定としない場合には、こ
のデフォルト移行時間が使用される。１０９ｅは、移行時間の上限移行時間とその設定フ
ラグである。１０９ｆは、ジョブ種により移行時間を変える場合に設定されるジョブ種設
定フラグである。１０９ｇは、ジョブ種に対応してその移行時間を記憶する移行時間テー
ブルである（図７Ｂ参照）。１０９ｈは、給紙カセット毎及び用紙サイズ単位での用紙の
残量を記憶する用紙残量テーブルである。かかる用紙の残量がゼロの場合に、用紙無しと
判定される。１０９ｉは、本印刷装置本体１０１に搭載されている給紙カセットを登録し
ている給紙カセットテーブルである。給紙カセットテーブル１０９ｉには、用紙サイズな
どの用紙の種類も記憶されている。なお、用紙残量テーブル１０９ｈと給紙カセットテー
ブル１０９ｉは、共通のテーブルであってもよい。
【００４８】
　１０９ｊは、本印刷システム１００を制御するための画像処理プログラムである。１０
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９ｋは、印刷装置本体１０１を制御するための画像形成制御プログラムである。１０９ｍ
は、本実施形態の印刷ジョブを管理及び制御する印刷ジョブ管理プログラムである。印刷
ジョブ管理プログラム１０９ｍは、後述の図１４～図２２のフローチャートに示す以下の
モジュール１０９ｎ～１０９ｒを有する。１０９ｎは、印刷ジョブの一覧表示を制御する
ためのジョブ一覧表示モジュールである。１０９ｐは、用紙無しなどの消耗品無しの場合
に、印刷ジョブをのサスペンドを制御する、本例では移行時間を制御するジョブ・サスペ
ンドモジュールである。１０９ｑは、サスペンドされている印刷ジョブの再開を制御する
ジョブ再開モジュールである。１０９ｒは、給紙カセットの現在の状況（用紙サイズ、用
紙残量、カセットオープンかクローズか、など）を管理する給紙カセット管理モジュール
である。
【００４９】
　（印刷装置本体１０１の構成例）
　図３は、図２Ａに示す印刷システム１００が具備する印刷装置本体１０１にフィニッシ
ャが装着された場合のシステム構成の断面図である。
【００５０】
　図３において、原稿給送装置２０１は、原稿を先頭から順に１枚ずつプラテンガラス２
０２上へ給送し、原稿の読み取り動作終了後、プラテンガラス２０２上の原稿を排出する
ものである。
【００５１】
　原稿がプラテンガラス２０２上に搬送されると、ランプ２０３を点灯し、スキャナユニ
ット２０４の移動を開始させて原稿を露光走査する。この時の原稿からの反射光は、ミラ
ー２０５、２０６、２０７、及びレンズ２０８によってＣＣＤイメージセンサ（以下、「
ＣＣＤ」という）２０９へ導かれる。このように、走査された原稿の画像はＣＣＤ２０９
によって読み取られる。読み取られた画像はデジタルの出力画像データとしてメモリ１０
９に格納される。
【００５２】
　レーザドライバ２２１は、メモリ１０９に格納された出力画像データに応じてレーザ発
光部２１０を駆動し、出力画像データに応じたレーザ光をレーザ発光部２１０に発光させ
る。このレーザ光は感光ドラム２１１に照射され、感光ドラム２１１にはレーザ光に応じ
た潜像が形成される。この感光ドラム２１１の潜像の部分には、現像器２１２によって現
像剤が付着される。カラー機の場合は、例えば、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック
の４色分の現像器が装着される。
【００５３】
　一方、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、カセット２１３及びカセット２１
４、手差し給紙段２２７のいずれかから記録紙から給紙され、転写部２１５へ搬送される
。転写部２１５において、感光ドラム２１１に付着された現像剤が記録紙に転写される。
現像剤の乗った記録紙は定着部２１６に搬送され、定着部２１６の熱と圧力によって現像
剤が記像紙に定着される。定着部２１６を通過した記録紙は排出ローラ２１７によって排
出される。
【００５４】
　両面記録が設定されている場合は、排出ローラ２１７のところまで記録紙を搬送した後
、排出ローラ２１７の回転方向を逆転させることにより、フラッパ２１８によって再給紙
搬送路２１９へ記録紙を導く。再給紙搬送路２１９へ導かれた記録紙は、上述したタイミ
ングで再び転写部２１５へ給紙され、当該記録紙の反対側の面の記録が実行される。
【００５５】
　印刷システム１００がＺ折りユニット２２６を具備する場合には、プリンタ部１０４に
より印刷がなされた記録紙をＺ折りユニット２２６へ搬送可能に、制御部１０８により、
印刷システム１００が制御される。操作部１０２からの処理対象のジョブの為にオペレー
タが設定した印刷処理条件に従い、当該印刷物に対するＺ折りを実行するように、制御部
１０８は、Ｚ折りユニット２２６を制御する。
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【００５６】
　また、印刷システム１００がフィニッシャ２２０を具備する場合、プリンタ部１０４に
より印刷がなされた印刷物を当該フィニッシャ２２０内部へ供給可能に、制御部１０８が
印刷システム１００を制御する。且つ、制御部１０８は、処理対象のジョブの為にオペレ
ータが設定した印刷処理条件に応じて、処理対象のジョブの印刷物の仕分け（ソート）処
理を、当該フィニッシャ２２０により、実行させる。且つ、制御部１０８は、処理対象の
ジョブの為にオペレータが設定した印刷処理条件に応じて、処理対象のジョブの印刷物の
パンチ処理（穴あけ処理）を、パンチャ２２３により実行させる。且つ、制御部１０８は
、処理対象のジョブの為にオペレータが設定した印刷処理条件に応じて、処理対象のジョ
ブの印刷物の中綴じ製本処理を、当該フィニッシャ２２０により実行させる。例えば、こ
の場合、サドルステッチャー２２５を使用すると、記録紙の中央部をステッチし、その中
央部を折ることにより記録紙が製本される。且つ、制御部１０８は、処理対象のジョブの
為にオペレータが設定した印刷処理条件に応じて、処理対象のジョブの印刷物のステイプ
ル処理を、ステイプラ２２４により、実行させる。
【００５７】
　さらに、インサータ２２２では、予め印刷された記録紙を表紙や合紙として給紙するこ
とが可能である。この構成によれば、予め印刷された記録紙をプリンタ部１０４の記録紙
経路を通すことがないため、用紙を傷めずに搬送することができる。サドルステッチャー
２２５を使用しないジョブは排紙口２３１を通り、可動トレイ２２８、２２９のどちらか
に排出される。可動トレイ２２８、２２９は、両方共上下に移動させることができ、可動
トレイ２２８に出力する場合には可動トレイ２２８が排紙口２３１の位置まで降りる。一
方、サドルステッチャー２２５を使用するジョブの場合、記録紙は排紙口２３２を通って
、製本トレイ２３０に排出される。これらの各種動作にかかわる制御も、制御部１０８が
実行する。
【００５８】
　（操作部１０２の構成例）
　次に、図４の操作部の模式図を用いて、本実施形態の印刷システム１００の印刷装置本
体１０１が具備する操作部１０２について説明する。
【００５９】
　図４は、印刷システム１００の操作部１０２の一例を示す図であり、キー入力部３０２
とタッチパネル部３０１とから成っている。また、図５は、タッチパネル部３０１の詳細
を示す模式図である。なお、キー入力部３０２は本実施形態の動作に直接関連しないので
詳説は省略する。本実施形態の動作に関連するタッチパネル部３０１の一例について、以
下図５により詳細に説明する。
【００６０】
　タッチパネル部３０１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display：液晶表示部）表示器とそ
の上に貼られた透明電極からなるタッチパネルディスプレイを有する。そして、ＬＣＤに
表示されるキー相当の部分の透明電極を指で触れると、それを検知して別の操作画面を表
示するなどの処理を実行するよう予めプログラムされている。図２１は、スタンバイモー
ド時の初期画面であり、設定操作に応じて様々な操作画面を表示することができる。
【００６１】
　図５において、コピータブ５０１は、コピー動作の操作画面に遷移するためのタブキー
である。送信タブ５０２は、ファックスやＥ－ｍａｉｌ送信など送信（Send）動作を指示
する操作画面に遷移するためのタブキーである。ボックスタブ５０３は、ボックス（ユー
ザごとにジョブを格納する記憶手段）にジョブを入出力操作するための操作画面に遷移す
るためのタブキーである。オプションタブ５０４は、スキャナ設定など拡張機能を設定す
るための操作画面に遷移するためのタブキーである。システムモニタキー５０５は、ＭＦ
Ｐの状態や状況を表示するためのキーである。上記キー５０１～５０５のいずれかを選択
することで、それぞれの操作モードの画面に遷移することができる。
【００６２】
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　図５では、コピータブ５０１が選択された場合の操作画面例を示している。この操作画
面において、色選択設定キー５０６は、カラーコピー、白黒コピー、あるいは自動選択か
を予め選択するためのキーである。倍率設定キー５０７は、等倍、拡大、縮小などの倍率
設定を行う画面に遷移するためのキーである。後処理設定キー５０８はステイプルやパン
チなどの有無、個数、位置などを設定する画面に遷移するためのキーである。両面設定キ
ー５０９は、片面印刷か両面印刷かを選択する画面に遷移するキーである。紙サイズ設定
キー５１０は、給紙段や紙サイズ、メディアタイプを選択する画面に遷移するキーである
。画像モード設定キー５１１は、文字モードや写真モードなど原稿画像に適した画像モー
ドを選択するためのキーである。濃度設定キー５１２は、出力画像を濃くしたり薄くした
り調整するためのキーである。
【００６３】
　ステータス表示部５１３は、スタンバイ状態、ウォームアップ中、ジャム、エラー等の
簡易的な状態表示を行う表示部である。また、倍率表示部５１４は、倍率設定キー５０７
で設定された倍率を表示する。また、紙サイズ表示部５１５は、紙サイズ設定キー５１０
で設定された紙サイズ等を表示する。枚数表示部５１６は、テンキー４０５で指定された
部数を表示したり、動作中に何枚目を印刷中かを表示したりする。更に、割り込みキー５
１７は、コピー動作中に別のジョブを割り込ませる場合に利用される。応用モードキー５
１８は、ページ連写、表紙・合紙設定、縮小レイアウト、画像移動など様々な画像処理や
レイアウトなどの設定を行う画面に遷移するためのキーである。このように処理対象とな
るジョブの印刷処理条件を、表示部を介して、ユーザから受付可能に制御部１０８により
制御する。
【００６４】
　前記各キーは、指示入力が可能なボタンとして機能する。
【００６５】
　＜本実施形態の印刷システムの動作例＞
　（印刷システムの概略動作の説明）
　以上のような構成を備えた本実施形態の印刷システム１００にて受け付けた印刷ジョブ
に対する各種制御について、以下、詳細に説明する。
【００６６】
　なお、本実施形態のジョブ処理方法では、中断要因が発生した場合にジョブを中断し、
その中断中に該中断対象のジョブ以外の他のジョブの印刷を実行を可能とする。そして、
中断要因が解除された際には、該中断対象のジョブの処理の再開方法をオペレータに選択
させる。尚、本実施形態では、このようなジョブの処理動作を実行させるための制御や、
そのために利用する表示等に関わる表示制御を、主に、制御部１０８により図１４～図２
２に示すフローチャートに従って実行する。
【００６７】
　又、制御部１０８は、処理すべきジョブの印刷実行要求を受付たことに応じて、当該ジ
ョブの印刷動作を本印刷装置本体１０１により実行可能に制御する。又、制御部１０８は
、印刷装置本体１０１自身が具備するリーダ部１０３により読取対象のジョブの印刷デー
タの印刷実行要求を、印刷装置本体１０１自身が具備する操作部１０２を介してオペレー
タから受け付ける。
【００６８】
　尚、本実施形態のボックス機能では、バックアップメモリ１０９のＨＤＤに保存された
、リーダ部１０３からのジョブの原稿画像データやコンピュータインタフェース部１０６
を介して受け付けた外部装置からのジョブの原稿画像データが、印刷対象となる。制御部
１０８は、このようにボックス機能のジョブの印刷データの印刷実行要求も、操作部１０
２を介して、オペレータから受け付ける。
【００６９】
　このように、制御部１０８が、処理対象のジョブの印刷実行要求を、操作部１０２を介
して、オペレータから受付たとする。この場合、制御部１０８は、当該印刷実行要求を入
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力する際にオペレータにより操作部１０２を介して該ジョブの為に設定された印刷処理条
件に従った一連の印刷動作を、当該ジョブの為に実行するよう、印刷システム１００を制
御する。
【００７０】
　一方、図２Ａのサーバコンピュータ２００等の外部装置のＵＩ部を介して、処理対象の
ジョブの印刷実行要求を、該外部装置のオペレータから受け付けたとする。この場合、コ
ンピュータインタフェース部１０６を介して、処理対象のジョブの印刷データと共に当該
ジョブの印刷処理条件データも一緒に受け付ける。このように、外部装置から印刷実行要
求がなされた場合、制御部１０８は、当該外部装置のＵＩ部を介して設定された印刷処理
条件に従った一連の印刷動作を、当該ジョブのために実行するよう、印刷システム１００
を制御する。
【００７１】
　（印刷システムの自動プロモートにおける動作例）
　次に、本実施形態における自動プロモートに関して具体例を、図６に示す。
【００７２】
　図６の２２２２に示すように、例えばｔｅｓｔ１～ｔｅｓｔ４のジョブがあり、ｔｅｓ
ｔ１がプリント実行中であるとする。図６の２２０２でｔｅｓｔ１のプリントが終了し、
次のジョブを実行する際に、図６の２２０４において、次のジョブで必要となる用紙が印
刷装置本体に存在するか否かの確認が行われる。この確認において、用紙があると判断さ
れた際は、次のジョブｔｅｓｔ２が実行される。
【００７３】
　ｔｅｓｔ２を実行中に途中で用紙がなくなった場合は、図６の２２０６において用紙な
しエラー画面が表示される。用紙が途中でなくなることなくジョブｔｅｓｔ２を終了した
場合は、図６の２２０８に示すように、次のジョブｔｅｓｔ３の実行を開始する。
【００７４】
　図６の２２０４において、次のジョブで必要となる用紙が印刷装置本体に存在しないと
判断された際は、図６の２２１０において自動プロモートの設定がされているか否かの判
断が行われる。ここで、自動プロモートの設定がＯＦＦであると判断された際は、図６の
２２１２に示すように用紙無しエラー画面が表示される。
【００７５】
　図６の２２１０の判断において、自動プロモートの設定がＯＮに設定されていると判断
された際は、図６の２２１４に示すように、ジョブｔｅｓｔ２の状態を予め決められた移
行時間の経過後に一時停止状態に変更する。そして、次のジョブｔｅｓｔ３の実行を開始
する。
【００７６】
　このように、印刷ジョブの開始時にそのジョブが必要とする用紙が無い場合に、そのジ
ョブを一時停止状態とすると共に、次のジョブが実行可能であれば次のジョブを先に実行
することを、本実施形態では自動プロモートとする。また、その際に、一時停止状態とな
ることを本実施形態ではサスペンド状態への移行とする。
【００７７】
　（自動プロモートの設定例１）
　本実施形態の自動プロモートの設定の一例を、図７Ａに示す。
【００７８】
　まず、各種設定項目画面１００２より自動プロモート設定１００４の選択を行う。次に
、自動プロモート設定画面１００６中の、自動プロモート設定１００８において自動プロ
モート設定のＯＮ／ＯＦＦの設定が行われる。
【００７９】
　自動プロモート設定１００８において自動プロモート設定がＯＮに設定された際は、サ
スペンド移行時間設定１０１０においてサスペンド(一時停止)状態への移行時間の設定が
行われる。上記自動プロモートの設定は、予めユーザによって行われているものとする。
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【００８０】
　（設定例１に基づくサスペンド処理手順例）
　次に、本実施形態における、印刷ジョブのサスペンド状態への移行時間の設定と、サス
ペンド状態に移行したジョブの次のジョブの実行に関する基本処理の流れを、図１４のフ
ローチャートに示す。なお、図１４のフローチャートは、新たな印刷ジョブの受信やエラ
ーステータス検知などのイベント発生時、あるいは一定の時間間隔で実行されてよい。
【００８１】
　まず、ステップＳ１０２において、現在いずれかの印刷ジョブが実行中か否かの判断が
行われる。ここで、現在ジョブが実行中であると判断された際は、ステップＳ１３６に進
み、用紙残量の確認が行われる。次に、ステップＳ１３８において用紙が無いと判断され
た際は、ステップＳ１４６に進み、用紙無しエラー画面を表示後に処理を終える。ステッ
プＳ１３８において、用紙が有ると判断された際は、ステップＳ１４０に進み、印刷が継
続される。
【００８２】
　次に、ステップＳ１４２において、ジョブが終了したか否かの判断が行われる。ここで
ジョブが終了していないと判断された際は、ステップＳ１３６に戻り印刷処理を繰り返し
、ジョブが終了したと判断された際は、ステップＳ１４４において次のジョブがあるか否
かが判断される。ステップＳ１４４において次のジョブが無いと判断された際は、処理を
終了し、次のジョブが有ると判断されたされた際はステップＳ１０６に進む。
【００８３】
　ステップＳ１０２の判断においてジョブが実行中でないと判断された際は、ステップＳ
１０４に進み、次のジョブが有るか否かが判断される。ここで次のジョブが無いと判断さ
れた際は、ステップＳ１０２に戻る。ステップＳ１０４において次のジョブがあると判断
された際は、ステップＳ１０６に進み、用紙残量の確認が行われる。
【００８４】
　ステップＳ１０８において用紙が有ると判断された際は、ステップＳ１２６に進み印刷
処理が継続される。次に、ステップＳ１２８においてジョブが終了したか否かの判断が行
われ、ジョブが終了していないと判断された際は、ステップＳ１３０において用紙が有る
か否かの判断が行われ、用紙が有ると判断された際は、ステップＳ１２６に進み印刷処理
を繰り返す。ステップＳ１３０において用紙が無いと判断された際は、ステップＳ１３２
に進み用紙無しエラー画面の表示が行われ、処理を終了する。ステップＳ１２８の判断に
おいて、ジョブが終了したと判断された際は処理を終了する。
【００８５】
　ステップＳ１０８の判断において、用紙が無いと判断された際は、ステップＳ１１０に
進みプロモート設定の確認が行われる。ステップＳ１１２においてプロモートの設定があ
るか否かの判断が行われ、無いと判断された際は、ステップＳ１３４に進み、用紙無しエ
ラー画面を表示し処理を終了する。
【００８６】
　ステップＳ１１２の判断においてプロモート設定があると判断された際は、ステップＳ
１１４において、エラー発生の警報を報知すると共に、用紙無しとサスペンド状態への移
行を待機していることを示す画面を表示する。
【００８７】
　図８に、かかるサスペンド状態への移行の待機を示す表示画面１０１６の例を示す。１
０１８には、用紙の補給が必要なことと、印刷ジョブがサスペンド状態に移行するまでの
サスペンド移行時間が表示される。１０２０は、サスペンド移行時間中に用紙の補給が終
了したことを入力しジョブの継続をするためのＯＫボタンである。１０２２は、用紙補給
をせずに当該ジョブをサスペンドさせるためのキャンセルボタンである。１０２４は、以
下に示すオプションであるサスペンド移行時間の延長を指示する延長ボタンである。なお
、図８ではなく、図９に示すように、用紙無しの場合、印刷ジョブ一覧の表示画面内に用
紙無しとサスペンド状態への移行を待機していることを表示してもよい。
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【００８８】
　ステップＳ１１６に進み移行時間設定の確認が行われ、ステップＳ１１８において移行
時間の間待機状態となる。次に、ステップＳ１１９において移行時間が経過したか否かの
確認が行われ、移行時間が経過していないと判断された際はステップＳ１１８に進み待機
を続ける。
【００８９】
　ステップＳ１１９において移行時間が経過したと判断された際は、ステップＳ１２０で
用紙無しとされた用紙が補充されたかを確認する。ステップＳ１２１で用紙が補充済みと
判断されれば、ステップＳ１２５に進んでサスペンド移行時間中の現在のジョブによる印
刷を再開する。一方、ステップＳ１２１で用紙の補充がされてないと判断されれば、ステ
ップＳ１２２に進み、現在のジョブがサスペンド(一時停止)状態に移行される。
【００９０】
　ステップＳ１２３で次のジョブがあるか否かの判断が行われ、ジョブが無いと判断され
た際は処理を終了する。次のジョブが有れば、ステップＳ１２４に進み、次のジョブの実
行が開始されて処理を終了する。
【００９１】
　（自動プロモートの設定例２）
　本実施形態における、ジョブ種毎のサスペンド移行時間設定の例を、図７Ｂに示す。
【００９２】
　まず、各種設定項目画面１００２より自動プロモート設定１００４の選択を行う。次に
、自動プロモート設定画面１０１２においてジョブ種毎自動プロモート設定１０１４にお
いてジョブ種毎に対し、自動プロモートのＯＮ／ＯＦＦの設定と、自動プロモート設定Ｏ
Ｎの場合はジョブ種毎にサスペンド移行時間の設定が行われる。上記自動プロモートの設
定は予めユーザによって行われているものとする。
【００９３】
　なお、ジョブ種には、コピージョブ、プリントジョブ、ボックスからのプリントジョブ
、ファックス受信ジョブなどを含む。
【００９４】
　（設定例２に基づくサスペンド処理手順例）
　次に、本実施形態における、ジョブ種毎にサスペンド移行時間の設定を行う際の流れを
、図１５のフローチャートに示す。ジョブ種毎にサスペンド移行時間の設定を行う際の流
れは、図１４におけるステップＳ１１４とＳ１１６との間に、図１５の流れを追加したも
のである。図１４の流れは説明済みのため、ここでは説明を省略する。
【００９５】
　まず、図１のステップＳ１１４で用紙無しとサスペンド移行時間の待機が表示された後
、ステップＳ２０２においてジョブ種毎に自動プロモートの設定がされているか否かの判
断が行われる。ステップＳ２０２においてジョブ種毎の設定が行われていないと判断され
た際は、図１のステップＳ１１６に進んで、上記設定例１のデフォルト移行時間が設定さ
れる。
【００９６】
　ステップＳ２０２においてジョブ種毎の設定が行われていると判断された際は、ステッ
プＳ２０４において現在のジョブの種別確認が行われる。次に、図１のステップＳ１１６
において、ジョブの種別に対するサスペンド移行時間の確認が行われ、ステップＳ１１８
、Ｓ１２０でジョブの種別に対するサスペンド移行時間の待機が行われる。
【００９７】
　（サスペンド移行時間の延長例）
　本実施形態における、サスペンド移行時間を延長する際の流れを、図１６のフローチャ
ートに示す。サスペンド移行時間を延長する際の流れは、図１４におけるステップＳ１１
８とステップＳ１２０の間に、以下の流れを追加したものである。図１４の流れは説明済
みのため、ここでは説明を省略する。
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【００９８】
　図９に、サスペンド移行時間を延長するボタンの操作部の表示例を示す。なお、図９で
は、印刷ジョブ一覧画面１０２６で印刷ジョブ１０２８が待機中となっている。また、用
紙補給画面１０３２には、用紙補給のメッセージ１０３４と、補給終了のＯＫボタン１０
３６と補給なしのキャンセルボタン１０３８が表示される。
【００９９】
　まず、図１のステップＳ１１８において移行時間の待機が開始された後、ステップＳ３
０２において延長ボタン（図９の１０３０）が押下されたか否かの判断が行われ、押下さ
れていないと判断された際は、図１のステップＳ１１９に進む。
【０１００】
　ステップＳ３０２の判断において、延長ボタンが押下されたと判断された際は、Ｓ３０
４に進み、サスペンド移行時間の延長が行われる。次に、ステップＳ３０６において、上
限移行時間／設定フラグ１０９ｅにより延長時間に上限値が設定されているか否かの判断
が行われる。延長時間に上限値が設定されていないと判断された際は、ステップＳ３１６
に進みＯＫボタン１０３６が押下されたか否かの判断が行われる。ステップＳ３１６の判
断において、ＯＫボタン１０３６が押下されていないと判断された際は、ステップＳ３１
６を繰り返す。ステップＳ３１６の判断においてＯＫボタン１０３６が押下されたと判断
された際は、図１のステップＳ１２０に進み、用紙の確認が行われる。
【０１０１】
　一方、ステップＳ３０６の判断において、延長時間に上限値が設定されていると判断さ
れた際は、ステップＳ３０８に進み、延長時間の上限値が経過したか否かの判断が行われ
る。ステップＳ３０８の判断において、延長時間の上限値が経過していないと判断された
際は、ステップＳ３０８を繰り返し、延長時間の上限値を経過したと判断された際は、図
１のステップＳ１２０に進み、用紙の確認が行われる。
【０１０２】
　続いて、図１のステップＳ１２１の判断において、用紙が補給されたと判断された際は
、ステップＳ１２５でサスペンド状態のジョブの再開が行われる。
【０１０３】
　なお、本例では、サスペンド延長時間は、上限設定か無制限かであるが、延長ボタン１
０３０の入力毎に一定時間延長するような処理にしてもよい。
【０１０４】
　（サスペンド状態の印刷ジョブの再開例１）
　本実施形態における、サスペンド状態のジョブを再開する際の流れを、図１７のフロー
チャートに示す。また、サスペンド状態のジョブを再開するボタンの操作部の例を、図１
０に示す。図１０の印刷ジョブ一覧画面１０４０から再開する印刷ジョブ１０４２が選択
される。次に、再開ボタン１０４４を押すことで、印刷ジョブ１０４２の再開処理が開始
される。
【０１０５】
　まず、印刷ジョブ一覧の表示が指示されると、ステップＳ４０２においてジョブの一覧
が表示される。次に、ステップＳ４０４においてサスペンド状態のジョブが選択されたか
否かの判断が行われる。ステップＳ４０４の判断においてサスペンド状態のジョブが選択
されていないと判断された際は、処理を終了する。
【０１０６】
　サスペンド状態のジョブが選択されたと判断された際は、ステップＳ４０６において再
開ボタン１０４４が押下されたか否かの判断が行われる。ステップＳ４０６の判断におい
て、再開ボタン１０４４が押下されていないと判断された際は、ステップＳ４０２に進み
処理を繰り返す。ステップＳ４０６の判断において、再開ボタン１０４４が押下されたと
判断された際は、ステップＳ４０８に進み、選択されたサスペンド状態のジョブの再開を
指示し、処理を終了する。
【０１０７】
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　（サスペンド状態の印刷ジョブの再開例２）
　本実施形態における、ジョブ一覧のジョブが全てサスペンド状態のジョブになった際に
自動再開する際の流れを、図１８のフローチャートに示す。全てサスペンド状態のジョブ
になった際に自動再開する際の流れは、図１４におけるステップＳ１２２とＳ１２３また
はＳ１０６の間に、図１８の流れを追加したものである。図１４の流れは説明済みのため
、ここでは説明を省略する。
【０１０８】
　まず、図１のステップＳ１２２で現在のジョブがサスペンド状態に移行した後に、ステ
ップＳ５０２においてジョブの一覧が表示される。次に、ステップＳ５０４において、ジ
ョブ一覧中のジョブが全てサスペンド状態であるか否かの判断が行われる。
【０１０９】
　ステップＳ５０４の判断でジョブ一覧中の全てのジョブがサスペンド状態ではないと判
断された際は、図１のステップＳ１２３に進んで印刷可能な次のジョブがあれば印刷を開
始する。一方、ステップＳ５０４の判断でジョブ一覧中の全てのジョブがサスペンド状態
であると判断された際は、ステップＳ５０６に進み、ジョブ一覧中のサスペンド状態のジ
ョブを先頭から順番に再開を試みるため、図１のステップＳ１０６に進む。
【０１１０】
　本実施形態によれば、例えば、順次にサスペンドされていく間に、用紙の補充が終了し
たジョブがあれば印刷を再開することになる。
【０１１１】
　（サスペンド状態の印刷ジョブの再開例３）
　本実施形態における、給紙カセットが引き出され再度セットされたことをトリガーとし
てサスペンド状態のジョブの再開を試みる際の処理の流れを、図１９のフローチャートに
示す。図１９のフローチャートは、いずれかの給紙カセットのオープンにより開始される
。
【０１１２】
　まず、ステップＳ６０４で、給紙カセットが再セット（クローズ）されたか否かの判断
が行われる。ステップＳ６０４の判断において給紙カセットが再セットされていないと判
断された際は、ステップＳ６０４を繰り返す。一方、給紙カセットが再セットされたと判
断された際は、ステップＳ６０６に進み、ジョブ一覧中にサスペンド状態のジョブがある
か否かの判断が行われる。
【０１１３】
　ステップＳ６０６の判断においてジョブ一覧中にサスペンド状態のジョブが無いと判断
された際は、そのまま処理を終了する。サスペンド状態のジョブが有ると判断された際は
、ステップＳ６０８に進みジョブ一覧中のサスペンド状態のジョブを先頭から順番に再開
を試み、処理を終了する。
【０１１４】
　なお、図１９のフローチャートは独立した処理で示したが、ステップＳ６０８の後に図
１のステップＳ１０６に戻るように制御してもよい。
【０１１５】
　（サスペンド状態の印刷ジョブの再開例４）
　本実施形態における、給紙カセットが引き出され再度セット際に、補給された用紙を確
認し、サスペンド状態のジョブが必要とする用紙が補給されたと判断した場合にサスペン
ド状態のジョブの再開を試みる際の処理の流れを、図２０のフローチャートに示す。必要
とする用紙が補給されたか否かを判断する流れは、図１９におけるステップＳ６０８の処
理を、図２０の流れ（Ｓ６０８'で示す）に変更したものである。図１９の全体の流れは
説明済みのため、ここでは説明を省略する。
【０１１６】
　また、図１１に、本実施形態の操作部の表示例を示す。図１１では、各ジョブが指定す
る用紙サイズが用紙サイズ一覧１０４３である。全ジョブがサスペンド中にＡ３用紙が補
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給され（１０４５）、補給用紙がチェックされて（１０４６）、Ａ３用紙の補給を待って
いたｔｅｓｔ２のジョブ１０４８の印刷が再開される。
【０１１７】
　給紙カセットへの給紙を行なった後に、図１９のステップＳ６０６でサスペンドジョブ
が有る場合、ステップＳ７０８に進んで補給された用紙の確認が行われ、ステップＳ７１
０に進む。ステップＳ７１０において、補給された用紙がサスペンド状態のジョブが必要
とする用紙とが比較されて、一致するか否かの判断が行われ、一致しない場合は処理を終
了する。
【０１１８】
　ステップＳ７１０の判断において、補給された用紙がサスペンド状態のジョブが必要と
する用紙と一致すると判断された際は、ステップＳ７１２に進み、補給された用紙を必要
としているサスペンド状態のジョブの再開が行われ、処理を終了する。
【０１１９】
　（サスペンド状態の印刷ジョブの表示操作例１）
　本実施形態における、ジョブ一覧中のサスペンド状態のジョブが必要としている用紙一
覧を表示する際の処理の流れを、図２１のフローチャートに示す。
【０１２０】
　また、図１２に本実施形態の操作部の表示例を示す。印刷ジョブ一覧画面１０４０内の
不足用紙一覧ボタン１０５０のクリックにより、用紙サイズ一覧１０４３に基づき各印刷
ジョブが必要とする用紙を表示した用紙一覧表示１０５２が実行される。かかる用紙一覧
表示１０５２内の用紙一覧ボタン１０５４を押すと、各サイズの用紙単位に対応する不足
枚数表示１０５６が行われる。不足枚数表示１０５６でＯＫボタン１０５８を押すと、用
紙一覧表示１０５２に戻る。なお、用紙を補充してＯＫボタン１０５８を押すと、用紙補
充で印刷可能となった印刷ジョブがサスペンド状態から復帰して印刷が再開されるように
制御されてもよい。
【０１２１】
　まず、印刷ジョブ一覧が指示されると、ステップＳ８０２においてジョブの一覧が表示
され、ステップＳ８０４において不足用紙一覧ボタン１０５０が押下されたか否かの判断
が行われる。ステップＳ８０４の判断において不足用紙一覧ボタン１０５０が押下されて
いないと判断された際は、処理を終了し、不足用紙一覧ボタン１０５０が押下されたと判
断された際は、ステップＳ８０６に進む。
【０１２２】
　次に、ステップＳ８０６において、用紙一覧ボタン１０５４が押されるとジョブ一覧中
のサスペンド状態のジョブが必要としている用紙の一覧が表示される。
【０１２３】
　（サスペンド状態の印刷ジョブの表示操作例２）
　本実施形態における、ジョブ一覧中のサスペンド状態のジョブで同じ用紙待ちでサスペ
ンド状態となっているジョブの一覧を表示する際の処理の流れを、図２２のフローチャー
トに示す。
【０１２４】
　また、図１３に本実施形態の操作部の表示例を示す。印刷ジョブ一覧画面１０４０から
いずれかの印刷ジョブ（図１３ではｔｅｓｔ１）を選択すると、選択画面１０６０に遷移
する。選択画面１０６０中の同一用紙待ちジョブ抽出ボタン１０６２を押すと、用紙サイ
ズ一覧１０４３に基づき選択された印刷ジョブ（ｔｅｓｔ１）と同じ用紙のサスペンドジ
ョブが抽出されて一覧表示１０６４される。一覧表示１０６４で、ジョブが選択して再開
ボタンを押すとジョブを再開する。キャンセルボタンを押すと、選択画面１０６０に戻る
。
【０１２５】
　まず、印刷ジョブ一覧が指示されると、ステップＳ９０２においてジョブの一覧が表示
される。次に、ステップＳ９０４においてジョブ一覧中のサスペンド状態のジョブが選択
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されたか否かの判断が行われる。サスペンド状態のジョブが選択されていないと判断され
た際は、ステップＳ９０２を繰り返す。
【０１２６】
　ステップＳ９０４の判断において、サスペンド状態のジョブが選択されたと判断された
際は、ステップＳ９０６に進み、同一用紙待ちジョブ抽出ボタン１０６２が押下されたか
否かの判断が行われる。ステップＳ９０６の判断において、同一用紙待ちジョブ抽出ボタ
ン１０６２が押下されていないと判断された際は、ステップＳ９０６を繰り返す。
【０１２７】
　一方、同一用紙待ちジョブ抽出ボタン１０６２が押下されたと判断された際は、ステッ
プＳ９０８に進む。ステップＳ９０８において、ジョブ一覧中から選択されたサスペンド
状態のジョブと同じ用紙を必要としている他のサスペンド状態のジョブの抽出が行われる
。次に、ステップＳ９１０においてＳ９０８で抽出されたサスペンド状態のジョブが一覧
表示される。
【０１２８】
　次に、ステップＳ９１２においてＳ９１０で一覧表示されたサスペンド状態のジョブが
選択されたか否かのステップＳ９１０を繰り返す。ステップＳ９１２の判断において、サ
スペンド状態のジョブが選択されたと判断された際は、ステップＳ９１４に進み、再開ボ
タンが押下されたか否かの判断が行われる。ステップＳ９１４の判断において、再開ボタ
ンが押下されていないと判断された際は、ステップＳ９１４を繰り返す。また、再開ボタ
ンが押下されたと判断された際は、ステップＳ９１６に進み、ステップＳ９１２で選択さ
れたサスペンド状態のジョブの再開が行われた後、処理を終了する。
【０１２９】
　なお、図２２には、キャンセルボタンの押下については図示していない。
【０１３０】
　＜他の実施形態＞
　なお、上記各実施形態では、消耗品として用紙の有無の判断に基づく印刷ジョブの管理
及び制御例を示した。しかし、例えば、他の消耗品の例としてステイプルやトナー等の消
耗品の有無の判断に置換えた場合も、同様の印刷ジョブの管理及び制御が可能であり、か
かる管理及び制御も本発明に含まれる。
【０１３１】
　又、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インターフェース機器、プリ
ンタなど）から構成されるシステムあるいは統合装置に適用しても、ひとつの機器からな
る装置に適用してもよい。
【０１３２】
　又、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給する。そし
て、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納され
たプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもな
い。
【０１３３】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【０１３４】
　又、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけではない。そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているオペレーティングシステム（OS）などが実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【０１３５】
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　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれる
。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニッ
トに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行う。このような処理によって前述
した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１３６】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本実施形態における印刷システムを含む印刷ネットワークの構成例を示す図であ
る。
【図２Ａ】本実施形態における印刷システム１００の構成例を示すブロック図である。
【図２Ｂ】本実施形態における画像入出力制御部の構成例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態における印刷装置本体１０１の構成例を示す断面図である。
【図４】本実施形態における操作部の模式図である。
【図５】本実施形態におけるタッチパネル部３０１の一例を示す図である。
【図６】本実施形態における自動プロモートに関する具体例を示す図である。
【図７Ａ】本実施形態における自動プロモートの設定例を示す図である。
【図７Ｂ】本実施形態におけるジョブ種毎のサスペンド移行時間の設定例を示す図である
。
【図８】本実施形態における用紙無しとサスペンド状態への移行待機を示す操作部の表示
例を示す図である。
【図９】本実施形態におけるサスペンド移行時間を延長するボタンの操作例を示す図であ
る。
【図１０】本実施形態におけるサスペンド状態のジョブを再開するボタンの操作例を示す
図である。
【図１１】本実施形態における給紙カセットの再セット後、用紙の確認して再開を試みる
際の操作例を示す図である。
【図１２】本実施形態における用紙一覧を表示する際の操作例を示す図である。
【図１３】本実施形態における同じ用紙待ちでサスペンド状態となっているジョブの一覧
を表示する際の操作例を示す図である。
【図１４】本実施形態における印刷ジョブの甘露及び制御の基本処理例の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１５】本実施形態におけるジョブ種毎にサスペンド移行時間の設定を行う際の流れを
示すフローチャートである。
【図１６】本実施形態におけるサスペンド移行時間を延長する際の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１７】本実施形態におけるサスペンド状態のジョブを再開する際の流れを示すフロー
チャートである。
【図１８】本実施形態におけるサスペンド状態のジョブを自動再開する際の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１９】本実施形態における給紙カセットの再セット後のジョブの再開を試みる際の処
理の流れを示すフローチャートである。
【図２０】本実施形態における給紙カセットの再セット後、用紙を確認して再開を試みる
際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図２１】本実施形態における用紙一覧を表示する際の処理の流れを示すフローチャート
である。
【図２２】本実施形態における同じ用紙待ちでサスペンド状態となっているジョブの一覧
を表示する際の処理の流れを示すフローチャートである。
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