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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷用紙を収納するトレイとして、第１のトレイおよび第２のトレイを少なくとも有し
、前記第１のトレイおよび前記第２のトレイの何れかに切り替えて前記印刷用紙を供給す
る用紙供給部を装着可能な印刷装置であって、
　前記用紙供給部の装着状態、および装着された前記用紙供給部において前記印刷用紙を
供給可能な前記第１のトレイを検出する検出部と、
　前記第１のトレイおよび前記第２のトレイと関連付けて前記印刷用紙に関する情報を記
憶する記憶部と、
　メッセージを表示して通知する表示部と、
　印刷を指示する印刷ジョブを受信する受信部と、
　前記第１のトレイに収納された第１の印刷用紙の情報、および、前記印刷ジョブが指示
するジョブ指示印刷用紙の情報が同じである場合は、印刷可能と判定し、前記第２のトレ
イに収納された第２の印刷用紙の情報、および、前記ジョブ指示印刷用紙の情報が同じで
ある場合は、前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定する判定部と、
　前記印刷ジョブに基づいて前記印刷用紙に印刷する印刷部と、
　前記判定部の判定結果に基づいて前記印刷部による印刷を制御する制御部と、
　前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した場合に、前記印刷用紙を供給可能な前記
トレイに収納されている前記印刷用紙に関する情報を入力するための入力部と、を備え、
　前記記憶部は、前記入力部から入力された前記印刷用紙に関する情報を前記トレイと関
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連付けて記憶し、
　前記入力部は、前記ジョブ指示印刷用紙の情報を記憶するか、または、新たな印刷用紙
の情報を入力するか、の何れかの選択を受け付け、
　前記判定部が前記ジョブ指示印刷用紙の情報を記憶することが選択されたと判定した場
合、前記制御部は前記ジョブ指示印刷用紙に関する情報と、前記検出部が検出した前記印
刷用紙を供給可能な前記トレイと、を関連付けて前記記憶部に記憶させ、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
した場合、前記第２のトレイへの切り替えを要求するメッセージを前記表示部に表示させ
ることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷装置において、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
し、前記切り替えを要求するメッセージを表示させた後に前記検出部が前記用紙供給部の
装着を検出した場合、前記印刷用紙に関する情報の入力を要求しないことを特徴とする印
刷装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の印刷装置において、
　前記判定部が、前記新たな印刷用紙の情報を入力することが選択されたと判定した場合
、前記制御部は前記入力された新たな印刷用紙に関する情報と、前記検出部が検出した前
記印刷用紙を供給可能な前記トレイと、を関連付けて前記記憶部に記憶させることを特徴
とする印刷装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の印刷装置において、
　前記制御部は、前記印刷ジョブによる印刷が未終了であり、かつ、前記検出部が前記第
１のトレイに前記第１の印刷用紙が収納されていないことを検出した場合、前記第１の印
刷用紙を前記第１のトレイに収納することを要求するメッセージを前記表示部に表示させ
た後に、前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した場合には、前記印刷用紙に関する
情報の入力を要求しないことを特徴とする印刷装置。
【請求項５】
　印刷用紙を収納するトレイとして、第１のトレイおよび第２のトレイを少なくとも有し
、前記第１のトレイおよび前記第２のトレイの何れかに切り替えて前記印刷用紙を供給す
る用紙供給部を装着可能な印刷装置であって、
　前記用紙供給部の装着状態、および装着された前記用紙供給部において前記印刷用紙を
供給可能な前記第１のトレイを検出する検出部と、
　前記第１のトレイおよび前記第２のトレイと関連付けて前記印刷用紙に関する情報を記
憶する記憶部と、
　メッセージを表示して通知する表示部と、
　印刷を指示する印刷ジョブを受信する受信部と、
　前記第１のトレイに収納された第１の印刷用紙の情報、および、前記印刷ジョブが指示
するジョブ指示印刷用紙の情報が同じである場合は、印刷可能と判定し、前記第２のトレ
イに収納された第２の印刷用紙の情報、および、前記ジョブ指示印刷用紙の情報が同じで
ある場合は、前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定する判定部と、
　前記印刷ジョブに基づいて前記印刷用紙に印刷する印刷部と、
　前記判定部の判定結果に基づいて前記印刷部による印刷を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
した場合、前記第２のトレイへの切り替えを要求するメッセージを前記表示部に表示させ
、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
し、前記切り替えを要求するメッセージを表示させた後に前記検出部が前記用紙供給部の
装着を検出した場合において、前記検出部が前記第２のトレイへの切り替えを検出できな
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い場合、次回の前記用紙供給部の検出においても前記印刷用紙に関する情報の入力を要求
しないことを特徴とする印刷装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の印刷装置において、
　前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した場合に、前記印刷用紙を供給可能な前記
トレイに収納されている前記印刷用紙に関する情報を入力するための入力部を備え、
　前記記憶部は、前記入力部から入力された前記印刷用紙に関する情報を前記トレイと関
連付けて記憶し、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
し、前記切り替えを要求するメッセージを表示させた後に前記検出部が前記用紙供給部の
装着を検出した場合、前記印刷用紙に関する情報の入力を要求しないことを特徴とする印
刷装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の印刷装置において、
　前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定
し、前記切り替えを要求するメッセージを表示させた後に前記印刷ジョブがキャンセルさ
れ、その後に前記用紙供給部の装着が検出された場合、前記印刷用紙に関する情報の入力
を要求することを特徴とする印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷を指示する印刷ジョブに基づいて、ノズルからインク滴を印刷媒体に対して選択的
に吐出し、印刷媒体上に所望に画像を記録するインクジェットプリンターは、下記特許文
献１に示すように、種々の用紙に対応すべく複数の給紙カセットを装着できる機能を有し
ている。また、下記特許文献２に示すように、インクジェットプリンターの小型化に対応
すべく、１つの給紙カセットに形成した複数のトレイの用紙をそれぞれ収納し、共通の給
紙機構により、トレイの用紙を選択的に抽出する記録装置が開示されている。
　また、下記特許文献３に示すように、給紙カセットを装着した場合、用紙の種類を変更
したか、否かを確認するメッセージを表示し、用紙の種類を変更した場合、ユーザーに対
して用紙の種類を入力させる画像形成装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５６１０１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１５８４４７号公報
【特許文献３】特開２００６－１８４７６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、第１のトレイが給紙可能な状態であって、印刷ジョブが第２のトレイに
収納されている用紙への印刷を指示する場合、給紙可能なトレイが第１のトレイであるこ
とがユーザーに認知されず、ユーザーは、第１のトレイに収納された用紙に画像が印刷さ
れることにより認知し、第２のトレイを給紙可能な状態に遷移させるため、所望の用紙に
印刷するために手間と時間を要した。また、給紙可能なトレイを選択するために給紙カセ
ットを抜き差しするような場合、給紙カセットを装着した際に用紙の種類を入力させるメ
ッセージが表示され、用紙の切り替えが煩わしいという問題があった。
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、印刷時における用紙の切り替えを
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容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
　本適用例にかかる印刷装置は、印刷用紙を収納するトレイとして、第１のトレイおよび
第２のトレイを少なくとも有し、前記第１のトレイおよび前記第２のトレイの何れかに切
り替えて前記印刷用紙を供給する用紙供給部を装着可能な印刷装置であって、前記用紙供
給部の装着状態、および装着された前記用紙供給部において前記印刷用紙を供給可能な前
記第１のトレイを検出する検出部と、前記第１のトレイおよび前記第２のトレイと関連付
けて前記印刷用紙に関する情報を記憶する記憶部と、メッセージを表示して通知する表示
部と、印刷を指示する印刷ジョブを受信する受信部と、前記第１のトレイに収納された第
１の印刷用紙の情報、および、前記印刷ジョブが指示するジョブ指示印刷用紙の情報が同
じである場合は、印刷可能と判定し、前記第２のトレイに収納された第２の印刷用紙の情
報、および、前記ジョブ指示印刷用紙の情報が同じである場合は、前記第２のトレイに切
り替えることにより印刷可能と判定する判定部と、前記印刷ジョブに基づいて前記印刷用
紙に印刷する印刷部と、前記判定部の判定結果に基づいて前記印刷部による印刷を制御す
る制御部と、を備え、前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイに切り替えることに
より印刷可能と判定した場合、前記第２のトレイへの切り替えを要求するメッセージを前
記表示部に表示させることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、複数のトレイを切り替えて印刷用紙を供給する用紙供給部に
おいて、切り替えることで印刷用紙を供給できる第２のトレイに収納された第２の印刷用
紙の情報、および、印刷ジョブが指示するジョブ指示印刷用紙の情報が同じである場合、
第２トレイへの切り替えを要求するメッセージが表示部に表示されるため、印刷する印刷
用紙の切り替えを迅速かつ容易にできる。
【０００８】
　［適用例２］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した
場合に、前記印刷用紙を供給可能な前記トレイに収納されている前記印刷用紙に関する情
報を入力するための入力部を備え、前記記憶部は、前記入力部から入力された前記印刷用
紙に関する情報を前記トレイと関連付けて記憶し、前記制御部は、前記判定部が前記第２
のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定し、前記切り替えを要求するメッセージ
を表示させた後に前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した場合、前記印刷用紙に関
する情報の入力を要求しないことが好ましい。
【０００９】
　このような構成によれば、第２のトレイに切り替えることにより印刷可能と判定し、切
り替えを要求するメッセージを表示した後に用紙供給部の装着を検出した場合、印刷用紙
に関する情報の入力を要求しないため、ユーザーによるトレイの切り替え処理の煩わしさ
を軽減できる。
【００１０】
　［適用例３］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記入力部は、前記ジョブ指示印刷用紙の情報
を記憶するか、または、新たな印刷用紙の情報を入力するか、の何れかの選択を受け付け
、前記判定部が前記ジョブ指示印刷用紙の情報を記憶することが選択されたと判定した場
合、前記制御部は前記ジョブ指示印刷用紙に関する情報と、前記検出部が検出した前記印
刷用紙を供給可能な前記トレイと、を関連付けて前記記憶部に記憶させることが好ましい
。



(5) JP 6394185 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

【００１１】
　このような構成によれば、ジョブ指示印刷用紙の情報を記憶するか、または、新たな印
刷用紙の情報を入力するか、を選択できる。また、ジョブ指示印刷用紙の情報を記憶する
場合、ジョブ指示印刷用紙に関する情報と、検出部が検出した印刷用紙を供給可能なトレ
イと、を関連付けて記憶部に記憶させることができる。
【００１２】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記判定部が、前記新たな印刷用紙の情報を入
力することが選択されたと判定した場合、前記制御部は前記入力された新たな印刷用紙に
関する情報と、前記検出部が検出した前記印刷用紙を供給可能な前記トレイと、を関連付
けて前記記憶部に記憶させることが好ましい。
【００１３】
　このような構成によれば、新たな印刷用紙の情報を入力する場合、入力された新たな印
刷用紙に関する情報と、検出部が検出した印刷用紙を供給可能なトレイと、を関連付けて
記憶部に記憶させることができる。
【００１４】
　［適用例５］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記制御部は、前記印刷ジョブによる印刷が未
終了であり、かつ、前記検出部が前記第１のトレイに前記第１の印刷用紙が収納されてい
ないことを検出した場合、前記第１の印刷用紙を前記第１のトレイに収納することを要求
するメッセージを前記表示部に表示させた後に、前記検出部が前記用紙供給部の装着を検
出した場合には、前記印刷用紙に関する情報の入力を要求しないことが好ましい。
【００１５】
　このような構成によれば、印刷ジョブによる印刷の未終了を判定した場合であって、か
つ、第１のトレイに第１の印刷用紙が収納されていない場合、用紙供給部の装着を検出し
た場合であっても、印刷用紙に関する情報の入力を要求しないため、ユーザーによるトレ
イの切り替え処理の煩わしさを軽減できる。
【００１６】
　［適用例６］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイ
に切り替えることにより印刷可能と判定し、前記切り替えを要求するメッセージを表示さ
せた後に前記検出部が前記用紙供給部の装着を検出した場合において、前記検出部が前記
第２のトレイへの切り替えを検出できない場合、次回の前記用紙供給部の検出においても
前記印刷用紙に関する情報の入力を要求しないことが好ましい。
【００１７】
　このような構成によれば、第２のトレイへ切り替わらない場合、入力部はユーザーに入
力を要求しないため、煩わしさを軽減できる。
【００１８】
　［適用例７］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記制御部は、前記判定部が前記第２のトレイ
に切り替えることにより印刷可能と判定し、前記切り替えを要求するメッセージを表示さ
せた後に前記印刷ジョブがキャンセルされ、その後に前記用紙供給部の装着が検出された
場合、前記印刷用紙に関する情報の入力を要求することが好ましい。
【００１９】
　このような構成によれば、印刷ジョブがキャンセルされた場合、入力部はユーザーに入
力を要求しないため、煩わしさを軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態１に係る印刷装置を表す外観斜視図。
【図２】本発明の実施形態１に係る印刷装置を表す、第１トレイから用紙を給送する場合
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の側断面図。
【図３】本発明の実施形態１に係る印刷装置を表す、第２トレイから用紙を給送する場合
の側断面図。
【図４】印刷装置の機能構成を示すブロック図。
【図５】制御部が印刷を制御する処理の流れを示すフローチャート。
【図６】印刷処理の流れを説明するフローチャート。
【図７】情報入力処理の流れを説明するフローチャート。
【図８】情報入力処理における変形例の流れを説明するフローチャート。
【図９】印刷処理における変形例の流れを説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
（実施形態）
　本発明の実施形態１係る印刷装置１は、被記録媒体の１つである印刷用紙（以下、用紙
ともいう）Ｐに記録を実行する記録ヘッド３と、用紙Ｐを収容する第１トレイ７と第２ト
レイ９とを有する多段トレイ５と、第１トレイ７内の用紙Ｐと第２トレイ９内の用紙Ｐを
、記録ヘッド３に向けて給送可能な給送ローラー１１と、第１トレイ７の用紙Ｐを載置す
る載置面７ａに設けられた第１反射部１３と、第２トレイ９の用紙Ｐを載置する載置面９
ａに設けられ、給送位置Ｆに位置した状態で載置面９ａに直交する方向Ｚにおいて第１反
射部１３と重なる第２反射部１５と、第１反射部１３の載置面７ａに直交する方向Ｚの上
方に設けられた光学センサー１７と、を備えることによって基本的に構成されている。多
段トレイ５の一構成要素である第２トレイ９は、第１トレイ７の上方に位置し、用紙Ｐの
給送位置Ｆと退避位置Ｒに移動可能である。
【００２３】
　最初に、図１～図３に基づいて本実施形態１に係る印刷装置１Ａの全体構成の概略につ
いて説明する。
　図１は、印刷装置１Ａを表す外観斜視図である。この印刷装置１Ａは、上部にスキャナ
ユニット１９が配置され、印刷データに基づいてシアン（Ｃ），マゼンタ（Ｍ），イエロ
ー（Ｙ），ブラック（Ｋ）等の各色のインクを吐出する複合型のインクジェットプリンタ
ーである。印刷装置本体２１の前面の上部には、前縁に設けた回動支点を中心にして前方
から上方に向けて回動可能な操作パネル２３が取り付けられている。また、該操作パネル
２３には、各種の情報や設定内容等を表示する表示パネル２５と、各種の操作を実行する
、或いは設定内容を入力する等のための操作ボタン２７と、が配置されている。
【００２４】
　また、前記操作パネル２３の下方の印刷装置本体２１の前面は、多段トレイ５が印刷装
置本体２１に装着可能に形成されている、或いは記録実行後の用紙Ｐを外部に排出する等
のための開口部２９が形成されている。また、該開口部２９の右側には外部デバイスを接
続するための接続部３１が配置されている。
　また、印刷装置本体２１の内部は、上領域と下領域とがあり、このうち下領域には、装
着される多段トレイ５を支持する支持部３３と、下段に配置される第１トレイ７と、上段
に配置される第２トレイ９と、これらの各トレイ７、９内の用紙Ｐを記録ヘッド３側に向
けて給送するための給送ローラー１１と、記録実行後に印刷装置本体２１の外に排出され
る用紙Ｐを受ける、一例として引出し式の排出用トレイ３５と、用紙Ｐの有無等を検知す
るための光学センサー１７や、トレイ検知用センサー８３を含む諸部材が配置されている
。
【００２５】
　一方、上領域には、給送ローラー１１によって給送された用紙Ｐを反転させて記録ヘッ
ド３に向けて導くための中間ローラー３７と、該中間ローラー３７によって導かれた用紙
Ｐを記録ヘッド３の存する記録実行領域に向けて搬送するための一対のニップローラーに
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よって構成される搬送ローラー３９と、記録実行後の用紙Ｐを外部に排出するための同じ
く一対のニップローラーによって構成される排出ローラー４１等が配置されている。
　尚、図２は、第１トレイ７から用紙Ｐを給送する場合の側断面図であり、図３は、第２
トレイＰから用紙Ｐを給送する場合の側断面図である。
【００２６】
　図４は、印刷装置１Ａの機能構成を示すブロック図である。印刷装置１Ａは、受信部２
１０、表示部２１２、操作部２１４、制御部２２０、記憶部２２８、印刷部２３０、搬送
部２４０、検出部２６０および給紙カセット２５０を備える。また、制御部２２０は判定
部２２５を備える。
　尚、本実施形態では、用紙供給部である給紙カセット２５０は、印刷用紙を収納可能な
トレイを２個備える態様を想定するが、これには限定されず３個以上の複数個を備える態
様も想定できる。
　受信部２１０は、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）のような無線ＬＡＮを介して接続され
た情報処理装置（図示は略す）から送信された信号を受信する機能を備える。また、受信
部２１０は受信した信号を解析し、信号から印刷ジョブのデータ（以降、印刷ジョブと略
す）を抽出し、抽出した印刷ジョブを制御部２２０に送る。
【００２７】
　表示部２１２は表示パネル２５が該当し、操作部２１４は操作ボタン２７が該当する。
尚、操作部２１４は入力部に相当する。
　制御部２２０は、操作部２１４を介して入力された操作指示に基づいて、受信部２１０
から送られた印刷ジョブに対して色変換処理や画像処理を施すことにより印刷データを生
成し、生成した印刷データを印刷部２３０に送る機能（印刷処理機能）を備える。また、
制御部２２０は、印刷データに基づいて搬送部２４０に対して搬送指示を送る機能を備え
る。
　搬送部２４０は、制御部２２０から送られる搬送指示に基づいて、給紙カセット２５０
から印刷用紙を抽出し、下流方向の印刷部２３０まで搬送する機能を備える。
【００２８】
　印刷部２３０は、制御部２２０から送られる印刷データに基づいて、搬送部２４０と協
働し、印刷用紙にインク滴による印刷イメージを形成する機能を備える。本実施形態では
、印刷部２３０が印刷処理を開始すると、所定の位置に載置された印刷用紙は、搬送部２
４０により印刷位置まで案内され、印刷エンジンが備える往復動可能なキャリッジ（図示
は略す）は主走査方向（幅方向Ｘ）に往復移動すると共に、キャリッジの移動位置に応じ
て記録ヘッド３から用紙に対して画像のデータに基づいてインクが滴状に吐出される。更
に、キャリッジの主走査方向の往復移動に対応して用紙が間欠的に給送方向Ｙに案内され
、インクが吐出される用紙の領域が順次移動する。このようにして、画像データに基づく
イメージ画像がインク吐出により用紙上に形成される。
【００２９】
　検出部２６０は、給紙カセット２５０が備える第１トレイ７を示す第１のトレイ２５２
、および、第２トレイ９を示す第２のトレイ２５４のうち、印刷用紙を供給可能な給紙対
象のトレイの装着状態を検出する機能や、給紙対象のトレイに収納される用紙の有無を検
出する機能を備える。本実施形態では、検出部２６０は、光学センサー１７やトレイ検知
用センサー８３が相当する。
　また、検出部２６０は、検出した情報を制御部２２０に通知する。尚、説明を容易にす
べく、本実施形態では、初期状態において、給紙対象のトレイを第１のトレイ２５２とし
、給紙対象ではないトレイを第２のトレイ２５４とする。
　判定部２２５は、第１のトレイ２５２に関する情報と、印刷ジョブが指定する印刷用紙
に関する情報と、を比較し、印刷の可否を判定する。ここで、第１のトレイ２５２にセッ
トされた印刷用紙の情報（第１の印刷用紙の情報）と、印刷ジョブが指定する印刷用紙に
関する情報（ジョブ指示印刷用紙の情報）と、が同じである場合、判定部２２５は印刷可
能と判定し、制御部２２０は上述の印刷処理機能を実行する＜第１のパターン＞。
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【００３０】
　他方で、判定部２２５が印刷不可能と判定した場合、判定部２２５は、更に、第２のト
レイ２５４に関する情報と、印刷ジョブが指定する印刷用紙に関する情報と、を比較し、
印刷の可否を判定する。ここで、第２のトレイ２５４にセットされた印刷用紙の情報（第
２の印刷用紙の情報）と、ジョブ指示印刷用紙の情報と、が同じである場合、制御部２２
０は、第２のトレイ２５４への切り替えを要求する切り替え要求メッセージを表示する。
ユーザーが第２のトレイ２５４へ切り替えた場合、制御部２２０は上述の印刷処理機能を
実行する＜第２のパターン＞。
　また、第２の印刷用紙の情報と、ジョブ指示印刷用紙の情報と、が異なる場合、制御部
２２０は、印刷の実行、トレイにセットする用紙情報の変更または印刷処理のキャンセル
をユーザーに選択させ、選択に応じた処理を行う＜第３のパターン＞。
　尚、本実施形態では、印刷用紙の情報が同じであるとは、例えば、用紙サイズや用紙種
類のような所定の属性を示す用紙情報が一致することを示す。
【００３１】
　尚、本実施形態では、印刷ジョブの入力待ち待機状態において給紙カセット２５０が装
着された場合、トレイの種類に関する情報を受け付けるが、印刷ジョブが入力された場合
は、用紙情報の変更として、設定対象のトレイの入力を受け付ける。
　記憶部２２８は、用紙の種類やサイズ等の情報をトレイに関連付けて記憶する。
　尚、印刷装置１Ａには、ハードウェアとして何れも図示は略した、ＣＰＵ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭおよび記憶装置等を備え、制御部２２０の各機能は、これらのハードウェアと、ＲＯ
Ｍや記憶装置に記憶されたソフトウェアと、が協働することで機能を実現している。
　図５は、受信部２１０が印刷ジョブのデータを含む信号を受信した場合、制御部２２０
が印刷を制御する処理の流れを示すフローチャートである。
　処理が開始されると、制御部２２０は、受信した信号から印刷ジョブを取得する（ステ
ップＳ３００）。
【００３２】
　次に、制御部２２０は、給紙対象である第１のトレイ２５２を検出し（ステップＳ３０
２）、第１のトレイ２５２にセットされている印刷用紙の用紙情報と、印刷ジョブが指定
する用紙情報と、を比較する（ステップＳ３０４）。
　ステップＳ３０４において比較した結果、２つの用紙情報が一致する場合（ステップＳ
３０６でＹｅｓ）＜第１のパターン＞、制御部２２０は印刷処理（ステップＳ４００）を
実行し、この処理を終了する。尚、印刷処理（ステップＳ４００）の詳細は後述する。
　また、ステップＳ３０４において比較した結果、２つの用紙情報が一致しない場合（ス
テップＳ３０６でＮｏ）、制御部２２０は、給紙対象ではない第２のトレイ２５４にセッ
トされている印刷用紙の用紙情報と、印刷ジョブが指定する用紙情報と、を比較する（ス
テップＳ３１０）。
　ステップＳ３１０において比較した結果、２つの用紙情報が一致する場合（ステップＳ
３１２でＹｅｓ）＜第２のパターン＞、制御部２２０は、給紙対象とするトレイの変更、
即ち、第１のトレイ２５２から第２のトレイ２５４への切り替えを要求するメッセージを
表示する（ステップＳ３２０）。
【００３３】
　続いて、制御部２２０は、印刷装置１Ａにおいて給紙カセット２５０の装着状態の変化
を示す装着情報を取得し（ステップＳ３２２）、給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再
装着されていない場合（ステップＳ３２４でＮｏ）、ステップＳ３２２に戻る。他方で、
給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再装着された場合（ステップＳ３２４でＹｅｓ）、
ステップＳ３０２に戻る。
　また、ステップＳ３１０において比較した結果、２つの用紙情報が一致しない場合（ス
テップＳ３１２でＮｏ）＜第３のパターン＞、制御部２２０は、印刷の実行、用紙情報の
変更、および、印刷ジョブのキャンセル、の何れか１つを選択するための選択肢を表示す
る（ステップＳ３３０）。
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　ここで、制御部２２０は、印刷の実行が選択されたと判定した場合（ステップＳ３３２
でＹｅｓ）、印刷処理（ステップＳ４００）を実行し、この処理を終了する。
　また、制御部２２０は、用紙情報の変更が選択されたと判定した場合（ステップＳ３３
２でＮｏ、かつ、ステップＳ３３４でＹｅｓ）、トレイにセットされている印刷用紙の確
認およびトレイの再装着を要求するメッセージを表示する（ステップＳ３４０）。
【００３４】
　続いて、制御部２２０は、印刷装置１Ａにおいて給紙カセット２５０の装着状態の変化
を示す装着情報を取得し（ステップＳ３４２）、給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再
装着されていない場合（ステップＳ３４４でＮｏ）、ステップＳ３４２に戻る。他方で、
給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再装着された場合（ステップＳ３４４でＹｅｓ）、
情報入力処理（ステップＳ３５０）を実行し、ステップＳ３０２に戻る。尚、情報入力処
理（ステップＳ３５０）の詳細は後述する。
　また、制御部２２０は、印刷ジョブのキャンセルが選択されたと判定した場合（ステッ
プＳ３３２でＮｏ、かつ、ステップＳ３３４でＮｏ）、制御部２２０は印刷ジョブをキャ
ンセルし（ステップＳ３３６）、処理を終了する。
　図６は、印刷処理（ステップＳ４００）の流れを説明するフローチャートである。
【００３５】
　処理が開始されると、制御部２２０は、印刷ジョブに基づいて印刷イメージを印刷用紙
上に形成する（ステップＳ４０２）。
　次に、制御部２２０は、印刷ジョブの終了を判定し（ステップＳ４０４）、印刷ジョブ
が終了したと判定した場合（ステップＳ４０６でＹｅｓ）、印刷処理（ステップＳ４００
）の呼び出し元に戻る。
　他方で、印刷ジョブが終了していないと判定した場合（ステップＳ４０６でＮｏ）、ス
テップＳ４０２に戻る。
　図７）は、情報入力処理（ステップＳ３５０）の流れを説明するフローチャートである
。
【００３６】
　処理が開始されると、制御部２２０は入力画面を表示し（ステップＳ３５２）、設定対
象とするトレイに関する情報、および印刷用紙の種類および印刷用紙のサイズの情報の入
力を受け付ける（ステップＳ３５４）。
　次に、制御部２２０は入力が完了したか、否かを判定し（ステップＳ３５６）、入力が
完了していないと判定した場合（ステップＳ３５６でＮｏ）、ステップＳ３５４に戻る。
　他方で、入力が完了したと判定した場合（ステップＳ３５６でＹｅｓ）、制御部２２０
は入力された設定を記憶部２２８に記憶し（ステップＳ３５８）、情報入力処理（ステッ
プＳ３５０）の呼び出し元に戻る。
【００３７】
　以上述べた実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
　（１）判定部２２５は、給紙対象である第１のトレイ２５２に関する情報と、印刷ジョ
ブが指定する印刷用紙に関する情報と、を比較し、第１のトレイ２５２にセットされた印
刷用紙の情報と、印刷ジョブが指定する印刷用紙に関する情報と、が一致しない場合、判
定部２２５は、更に、給紙対象ではない第２のトレイ２５４に関する情報と、印刷ジョブ
が指定する印刷用紙に関する情報と、を比較する。比較した結果、第２のトレイ２５４に
セットされた印刷用紙の情報と、印刷ジョブが指定する印刷用紙に関する情報と、が一致
する場合、制御部２２０は、第２のトレイ２５４への切り替えを要求する切り替え要求メ
ッセージを表示する。従って、ユーザーに対して切り替え要求メッセージを表示部２１２
に表示することで、ユーザーは印刷ジョブに適合した印刷用紙を容易かつ迅速に準備でき
る。
　（２）更に、第２のトレイ２５４に関する情報と、印刷ジョブが指定する印刷用紙に関
する情報と、を比較した結果、第２のトレイ２５４にセットされた印刷用紙の情報と、印
刷ジョブが指定する印刷用紙に関する情報と、が一致しない場合、用紙情報の変更、印刷
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および印刷キャンセルを選択するための選択肢を表示部２１２に表示するため、ユーザー
は適切な対応を迅速に選択できる。
【００３８】
　以上、添付図面を参照しながら好適な実施形態について説明したが、好適な実施形態は
、前記実施形態に限らない。実施形態は、要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加
え得ることは勿論であり、以下のように実施することもできる。
【００３９】
　（変形例１）
　前記実施形態においては、情報入力処理（ステップＳ３５０）で必ず入力画面に遷移し
、入力画面で設定対象のトレイや印刷用紙の種類およびサイズの情報を受け付けたが、こ
れには限定されない。図８に示すような態様も想定できる。
　即ち、情報入力処理（ステップＳ３５０）が実行されると、制御部２２０は、給紙対象
の第１のトレイ２５２を検出する（ステップＳ３６０）。
　次に、制御部２２０は、第１のトレイ２５２に対して、印刷ジョブの設定を記憶するか
、または、改めて設定するか、の何れかを選択する選択肢を表示する（ステップＳ３６２
）。
【００４０】
　次に、制御部２２０は、選択された選択肢を判定し（ステップＳ３６４）、印刷ジョブ
の設定を記憶するが選択された場合（ステップＳ３６４でＮｏ）、ステップＳ３７２に進
む。
　他方で、制御部２２０は、改めて設定する、が選択された場合（ステップＳ３６４でＮ
ｏ）、入力画面を表示し（ステップＳ３６６）、印刷用紙の種類および印刷用紙のサイズ
の入力を受け付ける（ステップＳ３６８）。
　次に、制御部２２０は、入力が完了したか、否かを判定し（ステップＳ３７０）、入力
が完了しない場合は（ステップＳ３７０でＮｏ）、ステップＳ３６８に戻る。
　また、入力が完了した場合は（ステップＳ３７０でＹｅｓ）、ステップＳ３７２に進む
。
　ステップＳ３７２では、制御部２２０は設定を記憶部２２８に記憶し、呼び出し元に戻
る。
【００４１】
　（変形例２）
　図９に示すように、印刷処理（ステップＳ４００）において印刷用紙が無くなった場合
に対応する態様も想定できる。
　即ち、印刷処理（ステップＳ４００）が開始されると、制御部２２０は、印刷ジョブに
基づいて印刷イメージを印刷用紙上に形成する（ステップＳ４１０）。
　次に、制御部２２０は、印刷ジョブの終了を判定し（ステップＳ４１２）、印刷ジョブ
が終了したと判定した場合（ステップＳ４１４でＹｅｓ）、印刷処理（ステップＳ４００
）の呼び出し元に戻る。
【００４２】
　他方で、印刷ジョブが終了していないと判定した場合（ステップＳ４１４でＮｏ）、制
御部２２０は、トレイに印刷用紙が有るか、否かを判定する（ステップＳ４１６）。
　ここで、トレイに印刷用紙が有るかと判定した場合（ステップＳ４１６でＹｅｓ）、ス
テップＳ４１０に戻る。
　他方で、トレイに印刷用紙が無いと判定した場合（ステップＳ４１６でＮｏ）、制御部
２２０は、印刷用紙の補充を要求するメッセージを表示する（ステップＳ４１８）。
　続いて、制御部２２０は、印刷装置１Ａにおいて給紙カセット２５０の装着状態の変化
を示す装着情報を取得し（ステップＳ４２０）、給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再
装着されていない場合（ステップＳ４２２でＮｏ）、ステップＳ４２０に戻る。他方で、
給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに再装着された場合（ステップＳ４２２でＹｅｓ）、
ステップＳ４１０に戻る。この場合、給紙カセット２５０が印刷装置１Ａに装着されるこ
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とで表示される印刷用紙に関する入力画面は表示されないように設定されている。
【００４３】
　また、以上のような手法を実施する装置は、単独の装置によって実現される場合もあれ
ば、複数の装置を組み合わせることによって実現される場合もあり、各種の態様を含むも
のである。
　各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせは一例であり、本発明の趣旨から逸
脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換およびその他の変更が可能である。また、本
発明は実施形態により限定されるものではなく、クレームの範囲によってのみ限定される
。
【符号の説明】
【００４４】
　１…印刷装置、１Ａ…印刷装置、３…記録ヘッド、５…多段トレイ、７…第１トレイ、
７ａ…載置面、９…第２トレイ、９ａ…載置面、１１…給送ローラー、１３…第１反射部
、１５…第２反射部、１７…光学センサー、１９…スキャナユニット、２１…印刷装置本
体、２３…操作パネル、２５…表示パネル、２７…操作ボタン、２９…開口部、３１…接
続部、３３…支持部、３５…排出用トレイ、３７…中間ローラー、３９…搬送ローラー、
４１…排出ローラー、８３…トレイ検知用センサー、２１０…受信部、２１２…表示部、
２１４…操作部、２２０…制御部、２２５…判定部、２２８…記憶部、２３０…印刷部、
２４０…搬送部、２５０…給紙カセット、２５２…第１のトレイ、２５４…第２のトレイ
、２６０…検出部。

【図１】 【図２】
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