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(57)【要約】
【課題】画像が印刷された用紙の抜き取りが行われた場
合に、総印刷枚数及び仕分けされた各群の用紙枚数が変
化することを抑制する。
【解決手段】用紙への画像の印刷に際し、排紙部に用紙
が１枚排出される(208が肯定)度に、印刷枚数計数値Ｃ
を１インクリメントする(210)。また、テープインサー
タによる仕分けを行っている場合(214が肯定)は、仕分
け枚数計数値Ｃsも１インクリメントし(216)、計数値Ｃ
sが設定仕分け枚数Ｎsに達する(226が肯定)度に、イン
サータによってテープを挿入し、計数値Ｃsを０に戻す(
228,230)。画像確認のため排紙部から用紙が抜き取られ
たことに伴って枚数変更が指示されると(218)、計数値
Ｃsを１デクリメントし、設定印刷枚数Ｎmaxを１インク
リメントする(222)。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶手段に記憶されている第１の印刷枚数計数値が、画像を印刷した用紙の総枚数が予
め設定されて前記記憶手段に記憶されている設定印刷枚数に達したことを意味する値にな
る迄、用紙への画像の印刷を繰り返す印刷手段と、
　前記記憶手段に記憶されている第２の印刷枚数計数値が、仕分け処理を前回行ってから
の印刷枚数が予め設定された仕分け枚数に達したことを意味する値になる度に、前記印刷
手段によって既に画像が印刷された用紙が、前記印刷手段によって以後に画像が印刷され
る用紙と別の用紙群であることを明示するための前記仕分け処理を行う仕分け手段と、
　前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に、前記記憶手段に記憶されている前
記第１の印刷枚数計数値及び前記第２の印刷枚数計数値を各々更新すると共に、前記仕分
け手段で前記仕分け処理が行われる度に、前記記憶手段に記憶されている前記第２の印刷
枚数計数値を、前記仕分け処理が前回行われてからの印刷枚数が０であることを意味する
値へ更新する更新手段と、
　既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知された場合に、前記記憶手段に記憶されて
いる前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、
を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように各々変更する変更手段と、
　を含む印刷装置。
【請求項２】
　既に画像が印刷された用紙の抜き取り通知は、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定
印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の双方に対し、画像を印刷させる用紙の枚数
が増加するように値を変更することが指示されることによって為され、
　前記変更手段が、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷
枚数計数値と、を各々変更する機能を有効にするか無効にするかを設定するための設定手
段を更に備え、
　前記変更手段は、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷
枚数計数値と、を各々変更する機能を無効にすることが前記設定手段を介して設定された
場合には、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数を、変更指示することが禁止
され、前記第２の印刷枚数計数値のみを、変更指示することにより、前記第１の印刷枚数
計数値又は前記設定印刷枚数が、前記第２の印刷枚数計数値に連動して変更する請求項１
記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記第１の印刷枚数計数値、前記設定印刷枚数及び前記第２の印刷枚数計数値と、前記
第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の一方の
値を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように変更することを指示するための図形と
、を表示部に各々表示させる表示制御処理を行う表示制御手段を更に備え、
　前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の
一方の値を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように変更することは、前記表示部に
表示された前記図形が選択されることで指示される請求項２記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記第２の印刷枚数計数値は、前記仕分け処理が前回行われてから、前記印刷手段によ
って既に画像が印刷された用紙の枚数を表す値であり、
　前記仕分け手段は、前記第２の印刷枚数計数値が前記仕分け枚数に達する度に前記仕分
け処理を行い、
　前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第２の印刷枚
数計数値を１ずつ増加させると共に、前記仕分け手段で前記仕分け処理が行われる度に前
記第２の印刷枚数計数値を０に戻し、
　前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に前記第２の印
刷枚数計数値を１ずつ減少させる請求項１～請求項３の何れか１項記載の印刷装置。
【請求項５】



(3) JP 2012-192570 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

　前記第２の印刷枚数計数値は、予め設定された前記仕分け枚数から、前記仕分け処理が
前回行われてから前記印刷手段によって既に画像が印刷された用紙の枚数を減算した値で
あり、
　前記仕分け手段は、前記第２の印刷枚数計数値が０になる度に前記仕分け処理を行い、
　前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第２の印刷枚
数計数値を１ずつ減少させると共に、前記仕分け手段で前記仕分け処理が行われる度に前
記第２の印刷枚数計数値を前記仕分け枚数に戻し、
　前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に前記第２の印
刷枚数計数値を１ずつ増加させる請求項１～請求項３の何れか１項記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記第１の印刷枚数計数値は、前記印刷手段によって画像が印刷された用紙の総枚数を
表す値であり、
　前記印刷手段は、前記第１の印刷枚数計数値が前記設定印刷枚数に達する迄、用紙への
画像の印刷を繰り返し、
　前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第１の印刷枚
数計数値を１ずつ増加させ、
　前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に、前記第１の
印刷枚数計数値を１ずつ減少させるか、又は、前記設定印刷枚数を１ずつ増加させる前記
請求項１～請求項５の何れか１項記載の印刷装置。
【請求項７】
　前記第１の印刷枚数計数値は、前記設定印刷枚数から、前記印刷手段によって画像が印
刷された用紙の総枚数を減算した値であり、
　前記印刷手段は、前記第１の印刷枚数計数値が０になる迄、用紙への画像の印刷を繰り
返し、
　前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第１の印刷枚
数計数値を１ずつ減少させ、
　前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に、前記第１の
印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数を１ずつ増加させる請求項１～請求項５の何れか１
項記載の印刷装置。
【請求項８】
　前記仕分け手段は前記印刷装置に対して着脱可能とされ、
　前記更新手段は、前記仕分け手段が前記印刷装置に装着されていない場合は、前記第２
の印刷枚数計数値の更新を停止し、
　前記変更手段は、前記仕分け手段が前記印刷装置に装着されていない場合は、前記第１
の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の変更を停止
する請求項１～請求項７の何れか１項記載の印刷装置。
【請求項９】
　前記印刷手段によって画像が印刷された用紙は順に積層され、
　前記仕分け手段は、前記仕分け処理として、前記印刷手段によって既に画像が印刷され
て積層されている用紙の上面上にテープを配置することで、用紙群の境界にテープを挿入
するテープインサータである請求項１～請求項８の何れか１項記載の印刷装置。
【請求項１０】
　記憶手段に記憶されている第１の印刷枚数計数値が、画像を印刷した用紙の総枚数が予
め設定されて前記記憶手段に記憶されている設定印刷枚数に達したことを意味する値にな
る迄、用紙への画像の印刷を繰り返す印刷手段と、
　前記記憶手段に記憶されている第２の印刷枚数計数値が、仕分け処理を前回行ってから
の印刷枚数が予め設定された仕分け枚数に達したことを意味する値になる度に、前記印刷
手段によって既に画像が印刷された用紙が、前記印刷手段によって以後に画像が印刷され
る用紙と別の用紙群であることを明示するための前記仕分け処理を行う仕分け手段と、
　を備えた印刷装置に設けられたコンピュータを、
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　前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に、前記記憶手段に記憶されている前
記第１の印刷枚数計数値及び前記第２の印刷枚数計数値を各々更新すると共に、前記仕分
け手段で前記仕分け処理が行われる度に、前記記憶手段に記憶されている前記第２の印刷
枚数計数値を、前記仕分け処理が前回行われてからの印刷枚数が０であることを意味する
値へ更新する更新手段、
　及び、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知された場合に、前記記憶手段に記憶
されている前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数
値と、を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように各々変更する変更手段
　として機能させるための印刷装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は印刷装置及び印刷装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、印刷機で画像が印刷された用紙が順次積み重ねされる用紙排出部にテープイ
ンサーターを設置し、用紙の仕分けを行う際の目安とすることを目的として、設定された
枚数の用紙が排出される度に、テープインサーターからテープを送り出して用紙間に挿入
する制御を行う技術が知られている(例えば特許文献１～３,６,７を参照)。
【０００３】
　また、印刷機の版面のごみ取り作業中において発生した損紙の確実な除去を目的として
、テープインサーターによって用紙間にテープを挿入する技術も知られている(例えば特
許文献４,５を参照)。
【０００４】
　また、印刷物の印刷状態を撮像装置によって把握し、積層後の排紙が正常な印刷物か否
かを排紙識別装置によって識別し、テープインサータによって正常でない印刷物に付箋を
付したり、二連デリバリ機構によって正常でない印刷物を正常な印刷物から分けて２箇所
に積層する構成の排紙装置が開示されている(例えば特許文献７～９を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３４１９１０号公報
【特許文献２】特開２００５－３２４９０７号公報
【特許文献３】特開２００５－８２３３３号公報
【特許文献４】特開２００５－３２４９１７号公報
【特許文献５】特開２００２－２８３５４２号公報
【特許文献６】特開２００４－１８１８７４号公報
【特許文献７】特開２００７－３８４８１号公報
【特許文献８】特開２００７－３８４８２号公報
【特許文献９】特開２００７－１１１８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、画像が印刷された用紙の抜き取りが行われた場合に、総印刷枚数及び仕分け
された各群の用紙枚数が変化することを抑制できる印刷装置及び印刷装置の制御プログラ
ムを得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明に係る印刷装置は、記憶手段に記憶されている第１の印刷枚数計数
値が、画像を印刷した用紙の総枚数が予め設定されて前記記憶手段に記憶されている設定
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印刷枚数に達したことを意味する値になる迄、用紙への画像の印刷を繰り返す印刷手段と
、前記記憶手段に記憶されている第２の印刷枚数計数値が、仕分け処理を前回行ってから
の印刷枚数が予め設定された仕分け枚数に達したことを意味する値になる度に、前記印刷
手段によって既に画像が印刷された用紙が、前記印刷手段によって以後に画像が印刷され
る用紙と別の用紙群であることを明示するための前記仕分け処理を行う仕分け手段と、前
記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に、前記記憶手段に記憶されている前記第
１の印刷枚数計数値及び前記第２の印刷枚数計数値を各々更新すると共に、前記仕分け手
段で前記仕分け処理が行われる度に、前記記憶手段に記憶されている前記第２の印刷枚数
計数値を、前記仕分け処理が前回行われてからの印刷枚数が０であることを意味する値へ
更新する更新手段と、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知された場合に、前記記
憶手段に記憶されている前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の
印刷枚数計数値と、を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように各々変更する変更手
段と、を含んで構成されている。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、既に画像が印刷された用紙の抜
き取り通知は、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数
計数値と、の双方に対し、画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように値を変更するこ
とが指示されることによって為され、前記変更手段が、前記第１の印刷枚数計数値又は前
記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、を各々変更する機能を有効にするか無
効にするかを設定するための設定手段を更に備え、前記変更手段は、前記第１の印刷枚数
計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、を各々変更する機能を無
効にすることが前記設定手段を介して設定された場合には、前記第１の印刷枚数計数値又
は前記設定印刷枚数を、変更指示することが禁止され、前記第２の印刷枚数計数値のみを
、変更指示することにより、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数が、前記第
２の印刷枚数計数値に連動して変更する。
【０００９】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の発明において、前記第１の印刷枚数計数値、前
記設定印刷枚数及び前記第２の印刷枚数計数値と、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設
定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の一方の値を画像を印刷させる用紙の枚数
が増加するように変更することを指示するための図形と、を表示部に各々表示させる表示
制御処理を行う表示制御手段を更に備え、前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚
数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の一方の値を画像を印刷させる用紙の枚数が増加す
るように変更することは、前記表示部に表示された前記図形が選択されることで指示され
る。
【００１０】
　請求項４記載の発明は、請求項１～請求項３の何れか１項記載の発明において、前記第
２の印刷枚数計数値は、前記仕分け処理が前回行われてから、前記印刷手段によって既に
画像が印刷された用紙の枚数を表す値であり、前記仕分け手段は、前記第２の印刷枚数計
数値が前記仕分け枚数に達する度に前記仕分け処理を行い、前記更新手段は、前記印刷手
段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第２の印刷枚数計数値を１ずつ増加させると
共に、前記仕分け手段で前記仕分け処理が行われる度に前記第２の印刷枚数計数値を０に
戻し、前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に前記第２
の印刷枚数計数値を１ずつ減少させる。
【００１１】
　請求項５記載の発明は、請求項１～請求項３の何れか１項記載の発明において、前記第
２の印刷枚数計数値は、予め設定された前記仕分け枚数から、前記仕分け処理が前回行わ
れてから前記印刷手段によって既に画像が印刷された用紙の枚数を減算した値であり、前
記仕分け手段は、前記第２の印刷枚数計数値が０になる度に前記仕分け処理を行い、前記
更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷される度に前記第２の印刷枚数計数
値を１ずつ減少させると共に、前記仕分け手段で前記仕分け処理が行われる度に前記第２
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の印刷枚数計数値を前記仕分け枚数に戻し、前記変更手段は、既に画像が印刷された用紙
の抜き取りが通知される度に前記第２の印刷枚数計数値を１ずつ増加させる。
【００１２】
　請求項６記載の発明は、請求項１～請求項５の何れか１項記載の発明において、前記第
１の印刷枚数計数値は、前記印刷手段によって画像が印刷された用紙の総枚数を表す値で
あり、前記印刷手段は、前記第１の印刷枚数計数値が前記設定印刷枚数に達する迄、用紙
への画像の印刷を繰り返し、前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画像が印刷さ
れる度に前記第１の印刷枚数計数値を１ずつ増加させ、前記変更手段は、既に画像が印刷
された用紙の抜き取りが通知される度に、前記第１の印刷枚数計数値を１ずつ減少させる
か、又は、前記設定印刷枚数を１ずつ増加させる。
【００１３】
　請求項７記載の発明は、請求項１～請求項５の何れか１項記載の発明において、前記第
１の印刷枚数計数値は、前記設定印刷枚数から、前記印刷手段によって画像が印刷された
用紙の総枚数を減算した値であり、前記印刷手段は、前記第１の印刷枚数計数値が０にな
る迄、用紙への画像の印刷を繰り返し、前記更新手段は、前記印刷手段で１枚の用紙に画
像が印刷される度に前記第１の印刷枚数計数値を１ずつ減少させ、前記変更手段は、既に
画像が印刷された用紙の抜き取りが通知される度に、前記第１の印刷枚数計数値又は前記
設定印刷枚数を１ずつ増加させる。
【００１４】
　請求項８記載の発明は、請求項１～請求項７の何れか１項記載の発明において、前記仕
分け手段は前記印刷装置に対して着脱可能とされ、前記更新手段は、前記仕分け手段が前
記印刷装置に装着されていない場合は、前記第２の印刷枚数計数値の更新を停止し、前記
変更手段は、前記仕分け手段が前記印刷装置に装着されていない場合は、前記第１の印刷
枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値と、の変更を停止する。
【００１５】
　請求項９記載の発明は、請求項１～請求項８の何れか１項記載の発明において、前記印
刷手段によって画像が印刷された用紙は順に積層され、前記仕分け手段は、前記仕分け処
理として、前記印刷手段によって既に画像が印刷されて積層されている用紙の上面上にテ
ープを配置することで、用紙群の境界にテープを挿入するテープインサータである。
【００１６】
　請求項１０記載の発明に係る印刷装置の制御プログラムは、記憶手段に記憶されている
第１の印刷枚数計数値が、画像を印刷した用紙の総枚数が予め設定されて前記記憶手段に
記憶されている設定印刷枚数に達したことを意味する値になる迄、用紙への画像の印刷を
繰り返す印刷手段と、前記記憶手段に記憶されている第２の印刷枚数計数値が、仕分け処
理を前回行ってからの印刷枚数が予め設定された仕分け枚数に達したことを意味する値に
なる度に、前記印刷手段によって既に画像が印刷された用紙が、前記印刷手段によって以
後に画像が印刷される用紙と別の用紙群であることを明示するための前記仕分け処理を行
う仕分け手段と、を備えた印刷装置に設けられたコンピュータを、前記印刷手段で１枚の
用紙に画像が印刷される度に、前記記憶手段に記憶されている前記第１の印刷枚数計数値
及び前記第２の印刷枚数計数値を各々更新すると共に、前記仕分け手段で前記仕分け処理
が行われる度に、前記記憶手段に記憶されている前記第２の印刷枚数計数値を、前記仕分
け処理が前回行われてからの印刷枚数が０であることを意味する値へ更新する更新手段、
及び、既に画像が印刷された用紙の抜き取りが通知された場合に、前記記憶手段に記憶さ
れている前記第１の印刷枚数計数値又は前記設定印刷枚数と、前記第２の印刷枚数計数値
と、を画像を印刷させる用紙の枚数が増加するように各々変更する変更手段として機能さ
せる。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１,４～７,９,１０記載の発明は、画像が印刷された用紙の抜き取りが行われた
場合に、総印刷枚数及び仕分けされた各群の用紙枚数が変化することを抑制できる、とい
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う効果を有する。
【００１８】
　請求項２記載の発明は、総印刷枚数の変化を抑制するための枚数の変更と、仕分けされ
た各群の用紙枚数の変化を抑制するための枚数の変更と、を連動させるか否かを選択する
ことが可能となる、という効果を有する。
【００１９】
　請求項３記載の発明は、本構成を有しない場合と比較して、画像が印刷された用紙の抜
き取りを行った場合に、用紙枚数の変化を抑制するための操作が簡単になる、という効果
を有する。
【００２０】
　請求項８記載の発明は、本構成を有しない場合と比較して、印刷装置に仕分け手段が装
着されていない場合の電力消費を抑制できる、という効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態で説明した画像印刷装置の概略構成図である。
【図２】テープインサータの概略構成を模式的に示す斜視図である。
【図３】画像印刷装置の電気系の概略構成を示すブロック図である。
【図４】印刷条件設定画面の一例を示すイメージ図である。
【図５】印刷条件設定画面の一例を示すイメージ図である。
【図６】画像印刷処理の内容を示すフローチャートである。
【図７】印刷状況確認画面の一例を示すイメージ図である。
【図８】印刷状況確認画面の一例を示すイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。図１には、本実施形
態に係る画像印刷装置１０が示されている。画像印刷装置１０は、用紙２４の片面のみに
画像を印刷する装置であり、給紙ユニット１２、前処理ユニット１４、印刷ユニット１６
、乾燥・定着ユニット１８及び排紙ユニット２０が、用紙２４の搬送方向(図１の矢印Ａ
方向)に沿って順に連結されて構成されている。
【００２３】
　給紙ユニット１２にはスタック部２２が設けられており、スタック部２２には複数枚の
用紙２４が積層された状態でセットされる。スタック部２２よりも用紙２４の搬送方向下
流側には、フィーダボード２６が設けられており、スタック部２２に積層された用紙２４
は、図示しない用紙取出部によって最上層の用紙２４より１枚ずつ取り出され、フィーダ
ボード２６によって前処理ユニット１４内へ順に送り込まれる。
【００２４】
　前処理ユニット１４には、図示しないモータの駆動力で時計回りに回転されるローラ２
８と、図示しないモータの駆動力で反時計回りに回転される塗布胴３０と、が順に配置さ
れており、前処理ユニット１４内に送り込まれた用紙２４は、ローラ２８、塗布胴３０の
外周に順に巻き掛けられて搬送された後、後段の印刷ユニット１６内へ送り込まれる。ま
た、ローラ２８よりも用紙２４の搬送方向上流側には、レジずれ検出部３２が設けられて
おり、レジずれ検出部３２により、用紙２４の搬送方向に沿った用紙２４の位置ずれ(リ
ードレジずれ)が検出される。レジずれ検出部３２によるリードレジずれの検出結果は、
印刷ユニット１６における印刷開始タイミングの制御に用いられる。
【００２５】
　また、塗布胴３０の上方側の外周には、塗布胴３０の回転方向に沿った上流側から塗布
部３４、第１乾燥部３６が順に設けられており、塗布胴３０の下方側の外周には、塗布胴
３０の外周面を清掃する清掃部３８が設けられている。塗布部３４は、塗布胴３０の外周
に巻き掛けられて搬送される用紙２４の表面に浸透抑制剤を塗布する。浸透抑制剤として
は熱可塑性樹脂ラテックス溶液が好適であるが、これに限られるものではなく、例えば平
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板粒子(雲母等)や撥水剤（フッ素コーティング剤）などを適用することも可能である。ま
た、塗布部３４は、浸透抑制剤を液滴として用紙２４へ吐出することで用紙２４に浸透抑
制剤を塗布する構成であってもよいし、他の構成であってもよい。第１乾燥部３６はヒー
タを備え、ヒータで発生された熱を塗布胴３０の外周に巻き掛けられた用紙２４に供給す
ることで用紙２４を加熱し、塗布部３４によって浸透抑制剤が塗布された用紙２４を乾燥
させる。
【００２６】
　印刷ユニット１６には、図示しないモータの駆動力で時計回りに回転される渡し胴４０
と、図示しないモータの駆動力で反時計回りに回転される印刷胴４２と、が順に配置され
ており、印刷ユニット１６内に送り込まれた用紙２４は、渡し胴４０、印刷胴４２の外周
に順に巻き掛けられて搬送された後、後段の乾燥・定着ユニット１８内へ送り込まれる。
渡し胴４０はヒータ４４を内蔵し、ヒータ４４によって加熱される。これにより、渡し胴
４０の外周に巻き掛けられた用紙２４は、渡し胴４０を介してヒータ４４によって加熱さ
れ、補助的に乾燥される。
【００２７】
　また、印刷胴４２の上方側の外周にはインクジェット印刷部４６が設けられている。イ
ンクジェット印刷部４６は、インクジェット方式により互いに異なる色のインク滴をノズ
ルから用紙２４へ向けて吐出し、用紙２４に画像を記録する記録ヘッドを複数備えている
。なお、記録ヘッドがノズルからインク滴を吐出させる機構は公知の種々の方式の何れで
あってもよく、例えばサーマル方式やピエゾ方式(圧電素子方式)等の何れであってもよい
。また、複数の記録ヘッドからインク滴として吐出されるインクの色は、例えばＣ(シア
ン)、Ｍ(マゼンダ)、Ｙ(イエロー)、Ｋ(黒)の４色でもよいし、例えばＣ,Ｍ,Ｙ,ＫにＣＬ
(ライトシアン)及びＬＭ(ライトマゼンダ)を加えた６色でもよいし、例えばＣ,Ｍ,Ｙ,Ｋ
にＲ(レッド)、Ｇ(グリーン)、Ｂ(ブルー)を加えた７色でもよい。
【００２８】
　個々の記録ヘッドは、ノズル及び当該ノズルからインク滴を吐出させる機構を含む記録
部が一定方向に沿って複数設けられ、個々のノズルが一定方向に沿って一定ピッチで配列
されており、個々の記録部(ノズル)の配列方向が用紙２４の搬送方向に直交する方向（用
紙２４の幅方向）に一致するように配置されている。また個々の記録ヘッドは、ノズルの
配列が用紙２４上の画像形成領域の最大幅に対応する長さとされたフルライン型とされて
おり、用紙２４の搬送方向（副走査方向）と直交する方向（主走査方向）に往復動作する
シリアル（シャトル）型ヘッドを用いる場合よりも画像印刷速度の高速化が実現される。
【００２９】
　またインクジェット印刷部４６は、インク貯留部から供給されたインクを循環路内で循
環させる循環部、前記循環路を循環しているインクを予め設定された温度に維持する温度
調整部、及び、前記循環路を循環しているインクを記録ヘッドへ供給する供給部を、個々
の記録ヘッドに対応して複数組備えている。
【００３０】
　乾燥・定着ユニット１８には、図示しないモータの駆動力で時計回りに回転される渡し
胴４８と、図示しないモータの駆動力で反時計回りに回転される乾燥胴５０と、図示しな
いモータの駆動力で時計回りに回転される渡し胴５２と、図示しないモータの駆動力で反
時計回りに回転される定着胴５４と、が順に配置されている。乾燥・定着ユニット１８内
に送り込まれた用紙２４は、渡し胴４８、乾燥胴５０、渡し胴５２及び定着胴５４の外周
に順に巻き掛けられて搬送された後、後段の排紙ユニット２０内へ送り込まれる。渡し胴
４８,５２は、渡し胴４０と同じくヒータ４４を各々内蔵しており、ヒータ４４によって
加熱される。これにより、渡し胴４８,５２の外周に巻き掛けられた用紙２４は、渡し胴
４８,５２を介してヒータ４４によって加熱され、補助的に乾燥される。
【００３１】
　また、乾燥胴５０の上方側の外周には第２乾燥部５６が設けられている。第２乾燥部５
６はヒータを備え、ヒータで発生された熱を乾燥胴５０の外周に巻き掛けられた用紙２４
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に供給することで用紙２４を加熱し、インクジェット印刷部４６の記録ヘッドによってイ
ンクが付着された用紙２４の表面に滞留している余分な溶媒(水分)を除去させる。
【００３２】
　定着胴５４の上方側の外周には、定着胴５４の回転方向に沿った上流側から定着部５８
、インラインセンサ６０が順に設けられている。定着部５８は、定着胴５４の外周に巻き
掛けられた用紙２４を加熱及び加圧することで、用紙２４に印刷された画像を定着させる
定着処理を行う。なお、定着処理としては、例えば透明ＵＶインクを付着させた後にＵＶ
光を照射することで、透明ＵＶインクの硬化によって用紙２４に画像を定着させる等の他
の方式を採用してもよい。
【００３３】
　インラインセンサ６０は、光源やミラー等から成る光学系と、複数の光電変換セル(画
素)が用紙２４の幅方向に沿って一列に配列されたラインセンサ(これに代えてエリアセン
サを用いてもよい)と、ラインセンサによる１回の読み取りでの読取範囲が用紙２４の全
幅に及ぶように配置された縮小レンズと、を含んで構成されている。インラインセンサ６
０による画像の読取結果は、用紙２４上の画像の印刷位置のずれや、印刷された画像の欠
陥(画像の抜け、筋、むら等)、画像濃度等の検出に用いられる。また当該検出の結果は、
例えば印刷画像に位置ずれや欠陥が生じている用紙２４の選別や、画像欠陥を目立たなく
させる補正処理に利用される。
【００３４】
　また、排紙ユニット２０には、画像印刷装置１０のうち用紙２４の搬送方向下流側の端
部に配置された排紙部６２と、排紙ユニット２０内に送り込まれた用紙２４を排紙部６２
へ搬送する用紙搬送部６４と、が設けられている。用紙搬送部６４は、定着胴５４に隣り
合う位置に設けられた第１スプロケット６６と、排紙部６２の上方に設けられた第１スプ
ロケット６８と、第１スプロケット６６と第１スプロケット６８との間に掛け渡され排紙
用グリッパーが複数箇所に取り付けられた無端状の排紙用チェーン７０と、を備えている
。排紙ユニット２０内に送り込まれた用紙２４は、用紙搬送部６４の排紙用チェーン７０
に取り付けられた排紙用グリッパーに保持され、この状態で排紙部６２の上方へ搬送され
、排紙部６２に順に積み重ねられる。
【００３５】
　また、本実施形態に係る画像印刷装置１０には、排紙部６２に積層される用紙２４の間
に目印としてのテープを挿入するテープインサータ７６(図２,３)を着脱可能とされてい
る。図２に示すように、排紙部６２には、排紙部６２迄搬送された用紙２４が上面に積層
されると共に、用紙２４の積層量に応じて昇降移動される昇降台７２が設けられており、
昇降台７２には、上面に積層される用紙２４の端部の位置を揃えるためのガイド７４が取
り付けられている。
【００３６】
　テープインサータ７６は、画像印刷装置１０に装着された状態で排紙部６２の側方に配
置され、テープ８０が層状に巻き取られたテープロール７８を備えている。テープ８０は
、図示しない搬送手段によりテープロール７８から昇降台７２の上方へ引き出される。ま
た、テープロール７８からのテープ８０の引き出し経路の途中にはカッタ８２が配置され
ている。
【００３７】
　テープインサータ７６は装置制御部８６(後述)からテープ８０の挿入が指示されると、
テープロール７８からテープ８０を引き出し、カッタ８２を作動させてテープ８０の先端
部を切断する。切断されたテープ片は、昇降台７２上に積層されている用紙２４の上面上
に配置される。そして、新たな用紙２４が昇降台７２上に積み重ねられることでテープ片
が用紙２４の間に挿入される。これにより、昇降台７２上に積み重ねられた用紙２４は、
テープ片が挿入された位置を境界として、異なる用紙群に仕分けされることになる。この
ように、テープインサータ７６は本発明における仕分け手段の一例であり、請求項９に記
載のテープインサータの一例である。また、画像印刷装置１０のうち給紙ユニット１２、
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前処理ユニット１４、印刷ユニット１６、乾燥・定着ユニット１８及び排紙ユニット２０
は本発明における印刷手段の一例である。
【００３８】
　図３に示すように、画像印刷装置１０は装置制御部８６を備えている。装置制御部８６
はマイクロコンピュータを含んで構成され、ＣＰＵ８６Ａ、メモリ８６Ｂ、ＨＤＤ(Hard 
Disk Drive)やフラッシュメモリ等から成る不揮発性の記憶部８６Ｃ、及び、通信回線８
８を介してホストＰＣ９０に接続された通信Ｉ／Ｆ(インタフェース)部８６Ｄを備えてい
る。装置制御部８６は用紙上に形成すべき画像を表す画像データをホストＰＣ９０から通
信回線８８を介して受信する。
【００３９】
　装置制御部８６には、給紙ユニット１２、レジずれ検出部３２、塗布部３４、第１乾燥
部３６、インクジェット印刷部４６、第２乾燥部５６、定着部５８、インラインセンサ６
０、用紙搬送部６４、及び、排紙部６２が各々接続されており、画像印刷装置１０にテー
プインサータ７６が装着されている場合にはテープインサータ７６も接続される。また、
装置制御部８６の記憶部８６Ｃには装置制御プログラムがインストールされており、ＣＰ
Ｕ８６Ａが装置制御プログラムを実行することで上記各部の動作が制御される。装置制御
プログラムは、画像印刷装置１０で用紙２４に画像を印刷する際に実行される画像印刷プ
ログラムを含んで構成されている。画像印刷プログラムは本発明に係る印刷装置の制御プ
ログラムの一例である。
【００４０】
　また、装置制御部８６には操作パネル９２も接続されている。操作パネル９２は、ＬＣ
Ｄ等から成り各種情報を表示する表示部９２Ａと、複数のキーを備え利用者による情報入
力操作を受け付ける操作受付部９２Ｂを含んで構成されており、表示部９２Ａへの情報表
示は装置制御部８６によって制御され、利用者によって入力されて操作受付部９２Ｂによ
って受け付けられた情報は装置制御部８６に入力される。
【００４１】
　次に本実施形態の作用を説明する。利用者によって操作パネル９２が操作され、印刷対
象の画像が指定されて画像印刷装置１０による用紙２４への画像の印刷が指示されると、
装置制御部８６は、例えば図４,５に示す印刷条件設定画面を操作パネル９２の表示部９
２Ａに表示させる。
【００４２】
　本実施形態では、図４に示す印刷条件設定画面の１頁目に、印刷部数(印刷枚数)を設定
するための設定欄１００や、印刷条件設定画面のスクロールを指示するためのシンボル１
０２、印刷処理の実行を指示するためのボタン１０４等が設けられている。また、図５に
示す印刷条件設定画面の２頁目には、テープインサータ７６によって用紙２４の仕分けを
行うか否かを設定するための選択欄１０６、用紙２４の仕分けを行う場合の仕分け枚数(
用紙群１つ当りの用紙枚数)を設定するための設定欄１０８、印刷条件設定画面のスクロ
ールを指示するためのシンボル１０２、印刷処理の実行を指示するためのボタン１０４等
が設けられている。
【００４３】
　利用者は、画像印刷装置１０にテープインサータ７６が装着されており、かつ同一の画
像を複数枚の用紙２４に各々印刷させるにあたり、テープインサータ７６を用いて用紙２
４の仕分けを行うことを所望している場合、操作パネル９２の操作受付部９２Ｂを介し、
同一の画像を印刷させる用紙２４の枚数を設定欄１００に設定し、選択欄１０６に表示さ
れる複数の選択肢の中から仕分け「する」を選択し、所望の仕分け枚数を設定欄１０８に
設定する操作を行う。また、利用者は、用紙２４の仕分けを行うことを所望していない場
合には、選択欄１０６に表示される複数の選択肢の中から仕分け「しない」を選択する操
作を行う。なお、画像印刷装置１０にテープインサータ７６が装着されていない場合は、
選択欄１０６に当初より選択肢「しない」が表示されると共に、選択欄１０６内の表示を
利用者が変更できない状態とされる。
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【００４４】
　上記の印刷条件設定画面内のボタン１０４が選択されることで、印刷処理の実行が利用
者から指示されると、ＣＰＵ８６Ａによって画像印刷プログラムが実行されることで、図
６に示す画像印刷処理が装置制御部８６によって行われる。
【００４５】
　図６に示す画像印刷処理では、まずステップ２００において、印刷条件設定画面を介し
て設定された印刷部数(印刷枚数)や仕分けの有無、仕分け枚数等を含む印刷条件を表す情
報をメモリ８６Ｂに記憶させた後に、例えば図７に示す印刷状況確認画面を操作パネル９
２の表示部９２Ａに表示させる。
【００４６】
　図７に示す印刷状況確認画面は、印刷処理の進行状況を表示するための表示領域１１０
、印刷部数(印刷枚数)を表示するための表示領域１１２、仕分け枚数を表示するための表
示領域１１４、印刷処理の実行開始を指示するためのボタン１１６等が設けられている。
また印刷状況確認画面には、仕分け枚数計数値をデクリメントするためのボタン１１８、
設定印刷枚数をインクリメントするためのボタン１２０及び仕分け枚数計数値と設定印刷
枚数の値の変更を連動させる機能をオンオフさせるためのボタン１２２も各々設けられて
いるが、これらのボタン１１８～１２２は、この段階(印刷処理の実行が開始されていな
い段階)では利用者が選択できない状態(所謂グレイアウト)とされている。
【００４７】
　次のステップ２０２では、メモリ８６Ｂの記憶領域上に印刷枚数計数値Ｃの記憶領域と
仕分け枚数計数値Ｃsの記憶領域を各々確保し、確保した各領域に０を設定することで、
印刷枚数計数値Ｃ及び仕分け枚数計数値Ｃsを各々０に初期設定する。ステップ２０４で
は印刷処理の実行開始が指示されたか否か判定し、判定が肯定される迄ステップ２０４を
繰り返す。
【００４８】
　印刷状況確認画面内のボタン１１６が選択されることで、印刷処理の実行開始が利用者
から指示されると、ステップ２０４の判定が肯定されてステップ２０６へ移行し、印刷対
象の画像のデータをインクジェット印刷部４６へ出力すると共に、給紙ユニット１２のス
タック部２２に積層されている用紙２４が１枚ずつ取り出されて順に搬送され、塗布、乾
燥、画像印刷、乾燥、定着の各工程を経た用紙が排紙部６２に順に積み重ねされるように
、画像印刷装置１０の各部の作動を制御する印刷処理を開始する。
【００４９】
　なお、印刷処理を開始すると、表示部９２Ａに表示されている印刷状況確認画面は、図
８に示すように、利用者がボタン１１８～１２２を選択できる状態(グレイアウトが解除
された状態)に切り替わると共に、印刷処理の実行開始を指示するためのボタン１１６に
代えて、印刷処理の一時停止を指示するためのボタン１２４や、印刷処理の中止を指示す
るためのボタン１２６が表示される。
【００５０】
　ステップ２０８では排紙部６２に用紙２４が１枚排出されたか否か判定し、判定が肯定
される迄ステップ２０８を繰り返す。排紙部６２に用紙２４が１枚排出されると、ステッ
プ２０８の判定が肯定されてステップ２１０へ移行し、メモリ８６Ｂに記憶している印刷
枚数計数値Ｃを１だけインクリメントする。
【００５１】
　次のステップ２１２では、印刷枚数計数値Ｃが、設定印刷枚数Ｎmax(利用者によって印
刷条件設定画面の設定欄１００に設定された印刷枚数)に達したか否か判定する。判定が
否定された場合はステップ２１４へ移行し、用紙２４の仕分けの設定が「する」か否か判
定する。画像印刷装置１０にテープインサータ７６が装着されていない場合、及び、画像
印刷装置１０にテープインサータ７６が装着されているものの、用紙２４の仕分けの設定
が「しない」の場合は上記判定が否定されてステップ２０８に戻り、ステップ２１２の判
定が肯定される迄、ステップ２０８～ステップ２１４を繰り返す。このように、用紙２４
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の仕分けの設定が「する」でない場合には、必要最小限の処理のみ行われる。
【００５２】
　一方、画像印刷装置１０にテープインサータ７６が装着されており、かつ用紙２４の仕
分けの設定が「する」の場合は、ステップ２１４の判定が肯定されてステップ２１６へ移
行し、仕分け枚数計数値Ｃsを１だけインクリメントする。次のステップ２１８では、印
刷状況確認画面内のボタン１１８又はボタン１２０が利用者によって選択されることで、
仕分け枚数計数値Ｃs及び設定印刷枚数Ｎmaxの少なくとも一方の変更が指示されたか否か
判定する。この判定が否定された場合はステップ２２６へ移行し、仕分け枚数計数値Ｃs
が設定仕分け枚数Ｎs(利用者によって印刷条件設定画面の設定欄１０８に設定された仕分
け枚数)に達したか否か判定する。判定が肯定された場合はステップ２０８に戻り、ステ
ップ２１２又はステップ２２６の判定が肯定される迄、ステップ２０８～ステップ２２６
を繰り返す。
【００５３】
　また、仕分け枚数計数値Ｃsが設定仕分け枚数Ｎsに達すると、ステップ２２６の判定が
肯定されてステップ２２８へ移行し、テープインサータ７６を作動させ、昇降台７２上に
積層されている用紙２４の上面上にテープ片を配置させる。次のステップ２３０では、仕
分け枚数計数値Ｃsを０に再初期化してステップ２０８に戻る。従って、画像印刷装置１
０にテープインサータ７６が装着されており、かつ用紙２４の仕分けの設定が「する」の
場合は、テープインサータ７６が前回作動してから排紙部６２に排出された用紙２４の枚
数が設定仕分け枚数Ｎsに達する度にテープインサータ７６が作動され、用紙２４の間に
テープ片が挿入されることで、排紙部６２に積層された用紙２４は設定仕分け枚数Ｎs毎
の用紙群に仕分けされる。
【００５４】
　ところで、特に画像印刷装置１０で商業印刷を行う等の場合には、画像印刷装置１０が
設定印刷枚数Ｎmaxの用紙２４への画像の印刷を行っている途中でも、排紙部６２に排出
された用紙２４を定期的に抜き取り、抜き取った用紙２４に印刷されている画像を目視で
確認・検査する作業が行われることが多い。但し、上記の抜き取り検査作業が行われた場
合、排紙部６２には用紙２４が順次排出されてくるため、画像の確認・検査を終了した用
紙２４を排紙部６２に戻すことは困難である。そして、排紙部６２から抜き取った用紙２
４を排紙部６２に戻せないことに伴い、テープインサータ７６による用紙の仕分けが行わ
れていたとすると、仕分けされた用紙群の中に、枚数が設定仕分け枚数Ｎsよりも少ない
用紙群が生じる。また、印刷処理が終了した段階で排紙部６２に積層されている用紙の総
枚数も抜き取られた用紙の枚数分だけ設定印刷枚数Ｎmaxより少なくなる。
【００５５】
　印刷状況確認画面内のボタン１１８～１２２は、上記の抜き取り検査作業を行う際に、
仕分けされた用紙群毎の枚数や用紙の総枚数の補正を指示するために設けられており、利
用者は、画像の確認・検査を目的として排紙部６２から用紙２４を抜き取ると、直ちにボ
タン１１８～１２２を操作して枚数の補正を指示する。
【００５６】
　なお、ボタン１１８～１２２のうち、ボタン１１８は仕分け枚数の補正を指示するため
のボタンであり、ボタン１２０は総印刷枚数の補正を指示するためのボタンであるが、用
紙２４の抜き取りに伴う枚数の補正は、通常は仕分け枚数及び総印刷枚数に対して各々必
要である。このため、印刷状況確認画面には、仕分け枚数の補正と総印刷枚数の補正を連
動させる機能(以下「連動機能」と称する)をオンオフさせるためのボタン１２２が設けら
れている。なお、ボタン１２２をオンオフさせるための操作は、利用者が操作パネル９２
の操作受付部９２Ｂを操作することによって為されるが、この操作に用いられる操作受付
部９２Ｂは請求項２に記載の設定手段の一例として機能する。
【００５７】
　本実施形態では、ボタン１２２が操作されて連動機能がオンされている場合、利用者が
ボタン１２０を選択できない状態(グレイアウト)に切り替わる。このため、連動機能がオ
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ンされている場合、利用者は、画像の確認・検査を目的として排紙部６２から用紙２４を
抜き取ると、直ちにボタン１１８を選択する操作を行うことで、仕分け枚数及び総印刷枚
数の補正を指示する。また、連動機能がオフされている場合、利用者は、利用者は、画像
の確認・検査を目的として排紙部６２から用紙２４を抜き取ると、ボタン１１８を選択す
る操作を行うことで仕分け枚数の補正を指示し、ボタン１２０を選択する操作を行うこと
で総印刷枚数の補正を指示する。なお、連動機能がオンされている場合に、ボタン１２０
に代えてボタン１１８を利用者が選択できない状態(グレイアウト)に切り替えるようにし
てもよい。
【００５８】
　印刷状況確認画面内のボタン１１８又はボタン１２０が利用者によって選択されると、
ステップ２１８の判定が肯定されてステップ２２０へ移行し、連動機能がオンされている
か否か判定する。この判定が肯定された場合はステップ２２２へ移行し、仕分け枚数計数
値Ｃsを１だけデクリメントすると共に、設定印刷枚数Ｎmaxを１だけインクリメントし、
ステップ２２６へ移行する。これにより、利用者によって排紙部６２から用紙２４が１枚
抜き取られた場合、テープインサータ７６が作動されるタイミングが用紙１枚分遅延され
ることで、仕分けされた個々の用紙群の枚数は設定仕分け枚数Ｎsに一致される。また、
用紙２４の総印刷枚数が１枚増えることで、印刷処理が終了した段階で排紙部６２に積層
されている用紙の総枚数も設定印刷枚数Ｎmaxに一致される。
【００５９】
　なお、連動機能がオフされている場合は、ステップ２２０の判定が否定されてステップ
２２４へ移行し、仕分け枚数計数値Ｃsを１だけデクリメントすると、ステップ２２５で
設定印刷枚数Ｎmaxが連動して１だけインクリメントし、ステップ２２６へ移行する。具
体的には、利用者によってボタン１１８が選択された場合には仕分け枚数計数値Ｃsを１
だけデクリメントし、利用者によってボタン１２０が選択された場合には設定印刷枚数Ｎ
maxを１だけインクリメントする。これにより、例えば画像の確認・検査を目的として排
紙部６２から用紙２４を抜き取った場合に、ボタン１１８を選択して仕分け枚数の補正の
みを指示し、抜き取った用紙２４は、印刷処理の終了後に、排紙部６２に積層されている
用紙２４の最上層に積み重ねる、等の運用を行うことも可能となる。
【００６０】
　そして、印刷枚数計数値Ｃが設定印刷枚数Ｎmaxに達すると、ステップ２１２の判定が
肯定されてステップ２３２へ移行し、操作パネル９２の表示部９２Ａにメッセージを表示
させる等によって印刷終了を通知し、画像印刷処理を終了する。
【００６１】
　上述した画像印刷処理のうち、ステップ２１０,２１６,２３０の各処理は本発明におけ
る更新手段(より詳しくは請求項４,６,８に記載の更新手段)による処理の一例であり、ス
テップ２２２,２２４は本発明における変更手段(より詳しくは請求項２,４,６,８に記載
の変更手段)による処理の一例であり、ステップ２００は請求項３に記載の表示制御手段
により処理の一例である。
【００６２】
　なお、上記では仕分け枚数計数値Ｃsを、初期値が０で、用紙２４が１枚排出される度
に１ずつインクリメントされ、設定仕分け枚数Ｎsに達するとテープインサータ７６が作
動されて０に戻される値とし、利用者によってボタン１１８が選択される度に仕分け枚数
計数値Ｃsを１ずつデクリメントする態様を説明したが、これに限定されるものではなく
、仕分け枚数計数値Ｃsを、初期値が設定仕分け枚数Ｎsで、用紙２４が１枚排出される度
に１ずつデクリメントされ、０に達するとテープインサータ７６が作動されて設定仕分け
枚数Ｎsに戻される値とし、利用者によってボタン１１８が選択される度に仕分け枚数計
数値Ｃsを１ずつインクリメントするようにしてもよい。この態様は請求項５記載の発明
の一例である。
【００６３】
　また、上記では設定印刷枚数Ｎmaxの値を変更することで用紙２４の総印刷枚数を補正
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する態様を説明したが、これに限られるものではなく、印刷枚数計数値Ｃの値を変更する
ことで用紙２４の総印刷枚数を補正するようにしてもよい。具体的には、印刷枚数計数値
Ｃが、初期値が０で、用紙２４が１枚排出される度に１ずつインクリメントされる値であ
る場合には、利用者によってボタン１２０(連動機能がオンの場合はボタン１１８)が選択
される度に印刷枚数計数値Ｃを１ずつデクリメントすることで、用紙２４の総印刷枚数を
補正することができる。この態様は請求項６記載の発明の一例である。また、印刷枚数計
数値Ｃが、初期値が設定印刷枚数Ｎmaxで、用紙２４が１枚排出される度に１ずつデクリ
メントされる値である場合には、利用者によってボタン１２０(連動機能がオンの場合は
ボタン１１８)が選択される度に印刷枚数計数値Ｃを１ずつインクリメントすることで、
用紙２４の総印刷枚数を補正することができる。この態様は請求項７記載の発明の一例で
ある。
【００６４】
　また、上記では排紙部６２からの用紙２４の抜き取りに伴って用紙２４の枚数の補正が
指示された場合に、用紙２４の仕分け枚数の補正と用紙２４の総印刷枚数の補正を連動さ
せる態様を説明したが、これに限定されるものではない。比較的高速の印刷装置で大量の
印刷を行う場合、排紙部６２に積み重ねられた用紙２４の枚数が排紙部６２の容量を超過
することを回避するため、板取り枚数が設定され、用紙の印刷枚数が設定された板取り枚
数に達する度に、排紙部６２に積み重ねられた用紙を搬出する板取作業が行われることが
ある。このため、排紙部６２からの用紙２４の抜き取りに伴って用紙２４の枚数の補正が
指示された際に、上記の板取り枚数が設定されている場合には、用紙２４の仕分け枚数の
補正と、用紙２４の総印刷枚数の補正に加えて、上記の板取り枚数(の例えば計数値)の補
正も連動させるようにしてもよい。
【００６５】
　更に、上記では本発明における仕分け手段の一例としてテープインサータ７６を説明し
たが、仕分け手段はテープインサータに限られるものではなく、複数の排出部を備え、異
なる用紙群の用紙を異なる排出部へ排出する構成(所謂ソータ)であってもよいし、用紙群
毎に用紙端部の位置を相違させて積み重ねる構成(所謂電子ソータ)であってよく、その他
、公知の各種構成の仕分け手段を適用可能である。
【００６６】
　また、上記では本発明に係る印刷装置の一例として、インクジェット方式で用紙に画像
を印刷する画像印刷装置１０を説明したが、本発明において、印刷手段の印刷方式はイン
クジェット方式に限られるものではなく、電子写真方式や刷版印刷方式等、公知の各種印
刷方式の何れでもよい。
【００６７】
　また、上記では本発明に係る印刷装置の制御プログラムの一例である画像印刷プログラ
ムが装置制御部８６の記憶部８６Ｃに予め記憶（インストール）されている態様を説明し
たが、本発明に係る印刷装置の制御プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記
録媒体に記録されている形態で提供することも可能である。
【符号の説明】
【００６８】
１０　画像印刷装置
２０　排紙ユニット
２４　用紙
４６　インクジェット印刷部
６２　排紙部
７６　テープインサータ
８６　装置制御部
８６Ｂ　メモリ
９２　操作パネル
９２Ａ　表示部
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９２Ｂ　操作受付部
１０６　選択欄
１０８　設定欄
１１８　ボタン
１２０　ボタン
１２２　ボタン

【図１】 【図２】
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