
JP 2019-156547 A 2019.9.19

10

(57)【要約】
【課題】複数の用紙からなる部が印刷されるとき、排紙
トレイの用紙の積載状態を検出することにより、１つの
部をまとめて排紙すること。
【解決手段】画像形成装置は、用紙に印刷して第１の排
紙トレイ又は第２の排紙トレイに排紙する印刷部と、前
記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙さ
れた用紙の量に基づいて、満杯状態及び満杯状態より所
定量の用紙が少ないニア満杯状態を検知する検知部と、
第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイ
が前記満杯状態であることが検出された場合、排紙先を
前記第２の排紙トレイに切替える切替部と、前記第１の
部を構成する用紙の一部が、前記第２の排紙トレイに排
紙されて印刷完了した場合、前記第２の排紙トレイの空
きの量を算出する算出部と、算出された前記空きの量に
基づいて、第２の部の印刷の排紙先を前記第２の排紙ト
レイとして実行するか又はジョブの実行を停止する制御
部とを有する。
【選択図】図３



(2) JP 2019-156547 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の用紙に対して処理対象の印刷ジョブが実行されたときに１部の文書の印刷とし
、前記文書の印刷を複数部実行し、第１の排紙トレイ及び前記第１の排紙トレイよりも後
に排紙される第２の排紙トレイを有する画像形成装置であって、
　部を構成する用紙に印刷して前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙す
る印刷部と、
　前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙された用紙の量に基づいて、満
杯状態及び満杯状態より所定量の用紙が少ないニア満杯状態を検知する検知部と、
　第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイが前記満杯状態であることが検
出された場合、排紙先を前記第２の排紙トレイに切替える切替部と、
　前記第１の部を構成する用紙の一部が、前記第２の排紙トレイに排紙されて印刷完了し
た場合、前記第２の排紙トレイの空きの量を算出する算出部と、
　算出された前記空きの量に基づいて、第２の部の印刷の排紙先を前記第２の排紙トレイ
として実行するか又はジョブの実行を停止する制御部とを有する画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御部は、第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイが前記ニア満杯
状態であることを検知した時点以降で前記第１の排紙トレイが前記満杯状態になる前に第
１の部の印刷が完了した場合、前記印刷ジョブの実行を停止する請求項１記載の画像形成
装置。
【請求項３】
　前記算出部は、部を構成する用紙の枚数と、前記第２の排紙トレイの最大積載枚数とに
基づいて、前記第２の排紙トレイの空きの量を算出する請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記算出部は、前記第２の排紙トレイに設置された重量センサによって計測される用紙
の重量と、前記第２の排紙トレイの最大積載重量と、１部を構成する用紙の重量とに基づ
いて、前記第２の排紙トレイに１部以上の空きがあるか否かを判定する請求項２記載の画
像形成装置。
【請求項５】
　前記検知部は、前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙された用紙がな
い状態である用紙なし状態をさらに検知し、
　前記制御部は、ジョブに係る印刷の途中において、前記第１の排紙トレイ又は前記第２
の排紙トレイが前記満杯状態であることが検出された後、前記用紙なし状態が検出された
場合、前記用紙なし状態が検出された排紙トレイを排紙先とする前記印刷ジョブに係る印
刷を再開する請求項２記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記印刷ジョブに係る第３の部の印刷の途中において、前記第２の排紙
トレイが前記満杯状態であることが検出された後、前記第２の排紙トレイが前記用紙なし
状態であることが検出された場合、前記第２の排紙トレイを排紙先とする第３の部の印刷
を再開し、第３の部の印刷が完了した場合、前記印刷ジョブの実行を停止する請求項５記
載の画像形成装置。
【請求項７】
　複数枚の用紙に対して処理対象の印刷ジョブが実行されたときに１部の文書の印刷とし
、前記文書の印刷を複数部実行し、第１の排紙トレイ及び前記第１の排紙トレイよりも後
に排紙される第２の排紙トレイを有する画像形成装置が実行する画像形成方法であって、
　部を構成する用紙に印刷して前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙す
る印刷手順と、
　前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙された用紙の量に基づいて、満
杯状態及び満杯状態より所定量の用紙が少ないニア満杯状態を検知する検知手順と、
　第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイが前記満杯状態であることが検
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出された場合、排紙先を前記第２の排紙トレイに切替える切替手順と、
　前記第１の部を構成する用紙の一部が、前記第２の排紙トレイに排紙されて印刷完了し
た場合、前記第２の排紙トレイの空きの量を算出する算出手順と、
　算出された前記空きの量に基づいて、第２の部の印刷の排紙先を前記第２の排紙トレイ
として実行するか又はジョブの実行を停止する制御手順とを実行する画像形成方法。
【請求項８】
　複数枚の用紙に対して処理対象の印刷ジョブが実行されたときに１部の文書の印刷とし
、前記文書の印刷を複数部実行し、第１の排紙トレイ及び前記第１の排紙トレイよりも後
に排紙される第２の排紙トレイを有する画像形成装置が実行可能なプログラムであって、
　部を構成する用紙に印刷して前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙す
る印刷手順と、
　前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙された用紙の量に基づいて、満
杯状態及び満杯状態より所定量の用紙が少ないニア満杯状態を検知する検知手順と、
　第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイが前記満杯状態であることが検
出された場合、排紙先を前記第２の排紙トレイに切替える切替手順と、
　前記第１の部を構成する用紙の一部が、前記第２の排紙トレイに排紙されて印刷完了し
た場合、前記第２の排紙トレイの空きの量を算出する算出手順と、
　算出された前記空きの量に基づいて、第２の部の印刷の排紙先を前記第２の排紙トレイ
として実行するか又はジョブの実行を停止する制御手順とを前記画像形成装置に実行させ
るプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、画像形成方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置において、排紙トレイに用紙積載高センサを搭載し、排紙トレイの用紙積
載量を判断する手法が知られている。また、用紙積載量が上限に達した場合にその排紙ト
レイが満杯であると判断し、実行中のジョブを自動で停止する技術と、積載された用紙が
取り除かれた場合に、停止中のジョブを自動で再開する技術とは既に知られている（例え
ば特許文献１）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の排紙トレイ満杯時のジョブ制御では、排紙トレイの用紙積載量が上限に達した場
合、印刷文書である部の途中であってもジョブを停止し、排紙トレイの用紙束を取り除く
と残りのジョブが再開されるため、１つの部が「先に印刷された用紙束の一番上」と「次
に印刷された用紙束の一番下」とに跨ってしまう問題があった。例えば、用紙積載量が数
千枚の大容量の排紙トレイの場合、「先に印刷された用紙束の一番上」と「次に印刷され
た用紙束の一番下」とを重ね直すことは、ユーザの大きな労力が必要であった。
【０００４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、複数の用紙からなる部が印刷され
るとき、排紙トレイの用紙の積載状態を検出することにより、１つの部をまとめて排紙す
ることを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで上記課題を解決するため、画像形成装置は、複数枚の用紙に対して処理対象の印
刷ジョブが実行されたときに１部の文書の印刷とし、前記文書の印刷を複数部実行し、第
１の排紙トレイ及び前記第１の排紙トレイよりも後に排紙される第２の排紙トレイを有し
、部を構成する用紙に印刷して前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙す
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る印刷部と、前記第１の排紙トレイ又は前記第２の排紙トレイに排紙された用紙の量に基
づいて、満杯状態及び満杯状態より所定量の用紙が少ないニア満杯状態を検知する検知部
と、第１の部の印刷の途中において、前記第１の排紙トレイが前記満杯状態であることが
検出された場合、排紙先を前記第２の排紙トレイに切替える切替部と、前記第１の部を構
成する用紙の一部が、前記第２の排紙トレイに排紙されて印刷完了した場合、前記第２の
排紙トレイの空きの量を算出する算出部と、算出された前記空きの量に基づいて、第２の
部の印刷の排紙先を前記第２の排紙トレイとして実行するか又はジョブの実行を停止する
制御部とを有する。
【発明の効果】
【０００６】
　複数の用紙からなる部が印刷されるとき、排紙トレイの用紙の積載状態を検出すること
により、１つの部をまとめて排紙することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態における画像形成装置１のセンサ搭載例を説明するための図
である。
【図２】本発明の実施の形態における画像形成装置１のハードウェア構成例を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態における画像形成装置１の機能構成例を示す図である。
【図４】排紙トレイ満杯によるジョブ停止処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】排紙トレイ満杯解除によるジョブ再開処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図６】本発明の実施の形態におけるジョブ処理を説明するためのシーケンス図である。
【図７】本発明の実施の形態におけるジョブ処理を説明するためのフローチャートである
。
【図８】本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理を説明するためのシーケンス図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理（１）を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１０】本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理（２）を説明するためのフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態における画像形成装置１のセンサ搭載例を説明するための
図である。図１に示されるように、画像形成装置１は、本体、操作パネル、第１排紙トレ
イ、第２排紙トレイ、用紙積載高センサ及び用紙有センサを有する。
【００１０】
　本体は、文書を印刷して、第１排紙トレイ又は第２排紙トレイに排紙する機能を有する
。操作パネルは、ユーザからのジョブ開始の指示を受けるユーザインタフェース機能を有
する。第１排紙トレイ又は第２排紙トレイは、それぞれ本体から排出される印刷された用
紙を所定の枚数分保持することができる。なお、第１排紙トレイは、第２排紙トレイより
優先されて用紙が排出されてもよい。
【００１１】
　用紙積載高センサは、排紙トレイの側部に設置され、第１排紙トレイ又は第２排紙トレ
イに保持される用紙の量を検知するためのセンサである。用紙積載高センサは、排紙トレ
イの満杯又はニア満杯の検知に使用されるもの以外に複数設置されてもよい。満杯とは、
排紙トレイ内の最高地点のセンサに用紙束が達した場合の状態である。ニア満杯とは、満
杯より少ない用紙の量に対応する最高地点より１つ下のセンサに、用紙束が達した場合の
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状態である。用紙積載高センサは、複数個設置されてもよく、設置数が多い程用紙積載量
の検知精度が向上する。なお、用紙積載量は、他の方法で検知されてもよく、満杯及びニ
ア満杯である状態が検知できればよい。
【００１２】
　用紙有検知センサは、排紙トレイの下部に設置され、第１排紙トレイ又は第２排紙トレ
イに用紙が保持されているか否かを検知する。排紙トレイに保持されている用紙がユーザ
から取り出されるとき、用紙有検知センサは「用紙あり」の状態から「用紙なし」の状態
へ変化したことを検知する。
【００１３】
　図２は、本発明の実施の形態における画像形成装置１のハードウェア構成例を示す図で
ある。図２に示されるように、画像形成装置１は、ＣＰＵ１１（Central Processing Uni
t）、ＲＯＭ１２（Read Only Memory）、ＲＡＭ１３（Random Access Memory）、ＨＤＤ
１４（Hard Disk Drive）、ユーザインタフェース１５、ネットワークインタフェース１
６、プリンタエンジン１７及びセンサ１８を有する。
【００１４】
　ＣＰＵ１１は、プロセッサ及び周辺回路から構成され、情報処理装置１全体を制御する
。ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１で実行されるプログラム及び使用されるデータを格納する不
揮発性の記憶装置である。ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１で実行されるプログラムが制御を行
うときのワークエリアとして使用される記憶装置である。ＨＤＤ１４は、ＣＰＵ１１で実
行されるプログラム及び使用されるデータを格納する補助記憶装置である。ＨＤＤ１４は
、例えば、ハードディスクドライブであってもよいし、フラッシュメモリで構成される記
憶装置であってもよい。
【００１５】
　ユーザインタフェース１５は、例えば、タッチパネルのような表示装置と入力装置とが
一体化された装置である。入力装置は、ユーザ又は管理者等が各種入力操作を行うための
装置である。入力装置は、タッチパネル以外のマウス、キーボード等がユーザによる入力
操作に使用されてもよい。また、ユーザインタフェース１５は、ユーザに対して、各種情
報の表示を行う。ネットワークインタフェース１６は、ネットワーク３を介したデータの
送受信を行う通信装置である。ネットワークインタフェース１６は、例えば、無線ＬＡＮ
インタフェースであってもよいし、有線ＬＡＮインタフェースであってもよいし、その他
の方式を使用する通信ネットワークとのインタフェースであってもよい。
【００１６】
　プリンタエンジン１７は、ＣＰＵ１１から制御されて印刷を実行し、排紙を行うハード
ウェアである。センサ１８は、図１に示された用紙積載高センサ又は用紙有検知センサの
ハードウェアである。例えば、センサ１８は、光センサであってもよい。
【００１７】
　図３は、本発明の実施の形態における画像形成装置１の機能構成例を示す図である。図
３に示されるように、画像形成装置１は、ジョブ制御部１０１、画像形成部１０２、第１
トレイ排紙部１１０及び第２トレイ排紙部１２０を有する。第１トレイ排紙部１１０は、
用紙積載高検知部１１１及び用紙有検知部１１２を有する。第２トレイ排紙部１２０は、
用紙積載高検知部１２１及び用紙有検知部１２２を有する。これら各部は、画像形成装置
１において、ＣＰＵ１１がプログラムを実行することによって実現されてもよい。また、
これら各部の全部又は一部が、他の装置、例えば、ネットワーク３に接続された他の画像
形成装置１又はユーザ端末２等において実現されてもよい。
【００１８】
　ジョブ制御部１０１は、印刷、コピー、スキャン、ファックス等の画像形成機能による
印刷ジョブ実行要求に基づいて、用紙の排紙先決定、ジョブの開始、停止、再開又は終了
を判断する。また、ジョブ制御部１０１は、実行中のジョブに係る部の区切れがどこであ
るかを把握する機能を有する。
【００１９】
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　画像形成部１０２は、画像形成装置が備える各種の画像形成機能を実行する手段であり
、主に図２に示されるプリンタエンジン１７によって実現される。
【００２０】
　用紙積載高検知部１１１及び１２１は、第１排紙トレイ又は第２排紙トレイに保持され
る用紙の積載量を検知して、ジョブ制御部１０１に通知する。排紙トレイ内の最高地点の
センサに用紙束が到達した状態を「満杯」とし、満杯に対応するセンサの１つ下のセンサ
に用紙束が到達した状態を「ニア満杯」とする。
【００２１】
　用紙有検知部１１２及び１２２は、第１排紙トレイ又は第２排紙トレイに用紙が保持さ
れているか否かを検知して、ジョブ制御部１０１に通知する。
【００２２】
　図４は、排紙トレイ満杯によるジョブ停止処理を説明するためのフローチャートである
。ステップＳ１１において、ジョブ制御部１０１は、ジョブを開始する。続いて、画像形
成部１０２は、ジョブに係る印刷を実行し、第１排紙トレイに排紙を開始する。ステップ
Ｓ１３において、第１排紙トレイの満杯が用紙積載高検知部１１１により検知されると、
ジョブ制御部１０１は、ジョブを停止する（Ｓ１４）。
【００２３】
　上記のように画像形成装置１において、排紙トレイが満杯の状態になると、ジョブが停
止される。
【００２４】
　図５は、排紙トレイ満杯解除によるジョブ再開処理を説明するためのフローチャートで
ある。図５に示されるフロー開始時は、例えば図４に示されるフローの終了後であって、
第１排紙トレイは満杯の状態であり、ジョブは停止されているとする。
【００２５】
　ステップＳ２１において、用紙有検知部１１２は、第１排紙トレイの用紙積載量０を検
知して、ジョブ制御部１０１に通知する。続いて、ジョブ制御部１０１は、ジョブを再開
する（Ｓ２２）。続いて、画像形成部１０２は、ジョブに係る印刷を再開し、第１排紙ト
レイに排紙を開始する（Ｓ２３）。
【００２６】
　上記のように画像形成装置１において、排紙トレイが満杯の状態でジョブが停止されて
いるとき、排紙トレイから用紙が取り出されると印刷が再開される。
【００２７】
　図６は、本発明の実施の形態におけるジョブ処理を説明するためのシーケンス図である
。図６において、ユーザがジョブの開始を画像形成装置１に指示したときのジョブ処理の
手順を説明する。画像形成装置１は、複数枚の用紙に対して処理対象の印刷ジョブを実行
するとき、１部又は複数部の文書の印刷を実行する。
【００２８】
　ステップＳ１０１において、ユーザは、ジョブ制御部１０１にジョブ開始を指示する。
続いて、ジョブ制御部１０１は、排紙先を第１排紙トレイに決定する（Ｓ１０２）。
【００２９】
　ステップＳ１０３からステップＳ１０８までは、ジョブが停止するまで繰り返されるル
ープであってもよい。ステップＳ１０３において、ジョブ制御部１０１は、印刷要求を画
像形成部１０２に送信する。続いて、画像形成部１０２は、印刷を実行する（Ｓ１０４）
。続いて、画像形成部１０２は、印刷した用紙を第１排紙トレイに排紙する（Ｓ１０５、
Ｓ１０６）。ステップＳ１０７において、用紙有検知部１１２は、用紙あり検知を行う。
ステップＳ１０８において、用紙積載高検知部１１１は、用紙高検知を行う。ステップＳ
１０７とステップＳ１０８の実行順は逆であってもよいし並行して実行されてもよい。
【００３０】
　ステップＳ１０９において、用紙積載高検知部１１１は、「ニア満杯」を検知する。続
いて、用紙積載高検知部１１１は、「ニア満杯」をジョブ制御部１０１に通知する。続い
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て、ジョブ制御部１０１は、「部の区切れ」又は第１排紙トレイの「満杯」のいずれが発
生するか、状態を監視する（Ｓ１１１）。
【００３１】
　「部の区切れ」が発生した場合、ステップＳ１１２及びステップＳ１１３が実行される
。一方、第１排紙トレイの「満杯」が発生した場合、ステップＳ１１４からステップＳ１
２７までが実行対象となる。
【００３２】
　「部の区切れ」が発生した場合（Ｓ１１２）、ジョブ制御部１０１は、ジョブを停止す
る（Ｓ１１３）。
【００３３】
　第１排紙トレイの「満杯」が発生した場合、用紙積載高検知部１１１は、第１排紙トレ
イが満杯であることを検知する（Ｓ１１４）。続いて、用紙積載高検知部１１１は、第１
排紙トレイが満杯であることをジョブ制御部１０１に通知する（Ｓ１１５）。
【００３４】
　ステップＳ１１６において、ジョブ制御部１０１は、排紙先を第２排紙トレイに切替え
る。続いて、ジョブ制御部１０１は、印刷要求を画像形成部１０２に送信する（Ｓ１１７
）。画像形成部１０２は、印刷を実行する（Ｓ１１８）。続いて、画像形成部１０２は、
印刷した用紙を第２排紙トレイに排紙する（Ｓ１１９、Ｓ１２０）。ステップＳ１２１に
おいて、用紙有検知部１１２は、用紙あり検知を行う。ステップＳ１２２において、用紙
積載高検知部１１１は、用紙高検知を行う。ステップＳ１２１とステップＳ１２２の実行
順は逆であってもよいし並行して実行されてもよい。続いて、ジョブ制御部１０１は、ジ
ョブ制御部１０１は、「部の区切れ」又は第２排紙トレイの「満杯」のいずれが発生する
か、状態を監視する。「部の区切れ」が発生した場合、ステップＳ１２３及びステップＳ
１２４が実行される。一方、第２排紙トレイの「満杯」が発生した場合、ステップＳ１２
５からステップＳ１２７までが実行される。
【００３５】
　「部の区切れ」が発生した場合（Ｓ１２３）、ジョブ制御部１０１は、ジョブを停止す
る（Ｓ１２４）。
【００３６】
　第２排紙トレイの「満杯」が発生した場合、用紙積載高検知部１２１は、第２排紙トレ
イが満杯であることを検知する（Ｓ１２５）。続いて、用紙積載高検知部１２１は、第２
排紙トレイが満杯であることをジョブ制御部１０１に通知する（Ｓ１２６）。続いて、ジ
ョブ制御部１０１は、ジョブを停止する（Ｓ１２７）。
【００３７】
　図７は、本発明の実施の形態におけるジョブ処理を説明するためのフローチャートであ
る。図７において、ジョブ処理をフローチャートで詳細に説明する。
【００３８】
　ステップＳ２０１において、ユーザは、ジョブ制御部１０１にジョブ開始を指示する。
続いて、ジョブ制御部１０１は、排紙先を第１排紙トレイに決定し、画像形成部１０２は
、第１排紙トレイに排紙を開始する。（Ｓ２０２）。
【００３９】
　ステップＳ２０３において、用紙積載高検知部１１１は、第１排紙トレイの「ニア満杯
」を検知する。続いて、ジョブ制御部１０１は、「部の区切れ」が、第１排紙トレイの「
満杯」以降であるかを判定する（Ｓ２０４）。「部の区切れ」が第１排紙トレイの「満杯
」以降である場合（ステップＳ２０４のＹＥＳ）、ステップＳ２０５に進み、「部の区切
れ」が、第１排紙トレイの「満杯」以降でない場合（ステップＳ２０４のＮＯ）、ステッ
プＳ２１２に進む。
【００４０】
　ステップＳ２０５において、用紙積載高検知部１１１は、第１排紙トレイが満杯である
ことを検知する。続いて、ジョブ制御部１０１は、排紙先を第２排紙トレイに切替える（
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Ｓ２０６）。
【００４１】
　ステップＳ２０７において、ジョブ制御部１０１は、印刷要求を画像形成部１０２に送
信し、画像形成部１０２は、印刷を実行して第２排紙トレイに排紙を開始する（Ｓ２０７
）。続いて、ジョブ制御部１０１は、第２排紙トレイの「満杯」前に「部の区切れ」が発
生するかを判定する。第２排紙トレイの「満杯」前に「部の区切れ」が発生する場合（ス
テップＳ２０８のＹＥＳ）、ステップＳ２０９に進み、第２排紙トレイの「満杯」前に「
部の区切れ」が発生しない場合（ステップＳ２０８のＮＯ）、ステップＳ２１０に進む。
【００４２】
　ステップＳ２０９において、「部の区切れ」が発生すると、続いて、ジョブ制御部１０
１は、第２排紙トレイに１部以上の空きがないかを判定する。
【００４３】
　ステップＳ２０９における判定方法として、ジョブ制御部処理対象のジョブに係る１部
あたりの用紙枚数を、画像形成装置１のユーザインタフェース１５又は画像形成装置１に
接続されるＰＣ（Personal Computer）等で実行されるプリンタドライバ等から取得して
おき、当該１部あたりの用紙枚数と、予め取得した第２排紙トレイの最大積載枚数とを比
較することで、処理対象のジョブについて、第２排紙トレイに１部以上の空きがあるか否
かを判定することができる。
【００４４】
　さらに、ステップＳ２０９における他の判定方法として、排紙重量に基づいて判定して
もよい。第２排紙トレイに重量センサを設置して第２排紙トレイに現在保持されている用
紙の重量を取得し、予め取得した第２排紙トレイの最大積載重量と現在保持されている用
紙の重量との差分と、処理対象のジョブに係る１部の用紙の重量とを比較して、処理対象
のジョブに対して、第２排紙トレイに１部以上の空きがあるか否かを判定することができ
る。処理対象のジョブに係る１部の用紙の重量は、公知の構成又は方法によってジョブ制
御部１０１に取得されてもよい。
【００４５】
　上記のステップＳ２０９における第２排紙トレイの空きを検出する方法は、ステップＳ
２０４における「部の区切れ」が、第１排紙トレイの「満杯」以降であるかの判定に使用
されてもよい。
【００４６】
　第２排紙トレイに１部以上の空きがない場合（Ｓ２１１のＹＥＳ）、ステップＳ２１２
に進む。第２排紙トレイに１部以上の空きがある場合（Ｓ２１１のＮＯ）、ステップＳ２
０７に進み、印刷を継続する。
【００４７】
　ステップＳ２１０において、用紙積載高検知部１２１が第２排紙トレイの「満杯」を検
知するとジョブ制御部１０１に通知して、ステップＳ２１２に進む。
【００４８】
　ステップＳ２１２において、ジョブ制御部１０１は、ジョブを停止し、フローを終了す
る。
【００４９】
　図８は、本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理を説明するためのシーケンス図で
ある。図８において、ユーザが排紙トレイから用紙を取り出した時のジョブ再開処理を説
明する。ステップＳ３０１から開始される処理は、第１排紙トレイが「満杯」時の処理で
あり、ステップＳ４０１から開始される処理は、第２排紙トレイが「満杯」時の処理であ
る。
【００５０】
　ステップＳ３０１において、ユーザは、第１排紙トレイから用紙を取り出す。続いて、
用紙有検知部１１２は、第１排紙トレイに用紙なしを検知して（Ｓ３０２）、ジョブ制御
部１０１に用紙なしを通知する（Ｓ３０３）。ステップＳ３０４において、ジョブ制御部
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１０１は、排紙先を第１排紙トレイに決定する。
【００５１】
　ステップＳ３０５からステップＳ３１０までは、ジョブが停止するまで繰り返されるル
ープであってもよい。ステップＳ３０５において、ジョブ制御部１０１は、印刷要求を画
像形成部１０２に送信する。続いて、画像形成部１０２は、印刷を実行する（Ｓ３０６）
。続いて、画像形成部１０２は、印刷した用紙を第１排紙トレイに排紙する（Ｓ３０７、
Ｓ３０８）。ステップＳ３０９において、用紙有検知部１１２は、用紙あり検知を行う。
ステップＳ３１０において、用紙積載高検知部１１１は、用紙高検知を行う。ステップＳ
３０９とステップＳ３１０の実行順は逆であってもよいし並行して実行されてもよい。
【００５２】
　ステップＳ４０１において、ユーザは、第２排紙トレイから用紙を取り出す。続いて、
用紙有検知部１２２は、第２排紙トレイに用紙なしを検知して（Ｓ４０２）、ジョブ制御
部１０１に用紙なしを通知する（Ｓ４０３）。ステップＳ４０４において、ジョブ制御部
１０１は、排紙先を第２排紙トレイに決定する。
【００５３】
　ステップＳ４０５からステップＳ４１０までは、ジョブが停止するまで繰り返されるル
ープであってもよい。ステップＳ４０５において、ジョブ制御部１０１は、印刷要求を画
像形成部１０２に送信する。続いて、画像形成部１０２は、印刷を実行する（Ｓ４０６）
。続いて、画像形成部１０２は、印刷した用紙を第２排紙トレイに排紙する（Ｓ４０７、
Ｓ４０８）。ステップＳ４０９において、用紙有検知部１２２は、用紙あり検知を行う。
ステップＳ４１０において、用紙積載高検知部１２１は、用紙高検知を行う。ステップＳ
４０９とステップＳ４１０の実行順は逆であってもよいし並行して実行されてもよい。
【００５４】
　図９は、本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理（１）を説明するためのフローチ
ャートである。ステップＳ５０１は、第２排紙トレイに「部の区切れ」まで印刷してジョ
ブ停止中の状態である。
【００５５】
　ステップＳ５０２において、ユーザが第１排紙トレイから用紙を取り出すことにより、
用紙積載高検知部１１１が第１排紙トレイの用紙０を検知し、ジョブ制御部１０１に通知
する。ステップＳ５０３において、ジョブ制御部１０１は、ジョブを再開する。続いて、
画像形成部１０２は、印刷した用紙を第１排紙トレイに排紙する（Ｓ５０４）。
【００５６】
　図１０は、本発明の実施の形態におけるジョブ再開処理（２）を説明するためのフロー
チャートである。ステップＳ６０１は、第２排紙トレイが「満杯」で、ジョブ停止中の状
態である。
【００５７】
　ステップＳ６０２において、用紙積載高検知部１２１が第２排紙トレイの用紙０を検知
するか否か判定する。ユーザが第２排紙トレイから用紙を取り出すことにより、第２排紙
トレイの用紙０を検知された場合（Ｓ６０２のＹＥＳ）、ステップＳ６０３に進み、第２
排紙トレイから用紙が取り出されなかった場合（Ｓ６０２のＮＯ）、第２排紙トレイの用
紙０が検知されるまで待つ。
【００５８】
　ステップＳ６０３において、ジョブ制御部１０１は、ジョブを再開する。続いて、画像
形成部１０２は、印刷した用紙を第２排紙トレイに排紙する（Ｓ６０４）。ステップ６０
５において、ジョブ制御部１０１は、「部の区切れ」が発生するか否か判定する。「部の
区切れ」が発生した場合（Ｓ６０５のＹＥＳ）、ステップＳ６０６に進み、ジョブ制御部
１０１はジョブを停止する。一方、「部の区切れ」が発生しない場合（Ｓ６０５のＮＯ）
、すなわち第２排紙トレイが「満杯」になった場合、ステップＳ６０１の状態に戻って、
第２排紙トレイが「満杯」の状態で、ジョブ制御部１０１はジョブを停止する。
【００５９】
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　上述のように、本発明の実施の形態によれば、画像形成装置１は、第１排紙トレイの「
ニア満杯」を検知後、「部の区切れ」が発生した場合、ジョブを停止する。また、第１排
紙トレイの「ニア満杯」検知後、第１排紙トレイの「満杯」が発生した場合、第２排紙ト
レイに排紙先を切り替えることができる。さらに、第２排紙トレイに排紙中に「部の区切
れ」が発生した場合、第２排紙トレイに１部以上の用紙を保持する空きがあるかないかを
判定し、１部以上の空きがある場合第２排紙トレイに排紙を継続し、１部以上の空きがな
い場合ジョブを停止することができる。
【００６０】
　すなわち、印刷対象である部が印刷されるとき、満杯より用紙が所定量少ない排紙トレ
イの状態を検出して、１つの部をまとめて排紙することができる。
【００６１】
　なお、本発明の実施の形態において、部は、文書の一例である。第１排紙トレイは、第
１の排紙トレイの一例である。第２排紙トレイは、第２の排紙トレイの一例である。トレ
イ画像形成部１０２は、印刷部の一例である。ジョブ制御部１０１は、切替部、算出部又
は制御部の一例である。用紙積載高検知部又は用紙有検知部は、検知部の一例である。
【００６２】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変
形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００６３】
１　　　　画像形成装置
１１　　　ＣＰＵ
１２　　　ＲＯＭ
１３　　　ＲＡＭ
１４　　　ＨＤＤ
１５　　　ユーザインタフェース
１６　　　ネットワークインタフェース
１７　　　プリンタエンジン
１８　　　センサ
１０１　　ジョブ制御部
１０２　　画像形成部
１１０　　第１トレイ排紙部
１１１　　用紙積載高検知部
１１２　　用紙有検知部
１２０　　第２トレイ排紙部
１２１　　用紙積載高検知部
１２２　　用紙有検知部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６４】
【特許文献１】特開２０１１－２０１６７６号公報
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