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(57)【要約】
【課題】　複数の排紙トレイに排紙された印刷物を、ユ
ーザが容易に排紙順に取り出すことができる仕組みを提
供すること。
【解決手段】　複数の排紙トレイにシートを排紙するよ
う制御するシート処理装置であって、ジョブを実行する
ことによって、シートが排紙された２以上の排紙トレイ
へのシートの排紙順を記憶する記憶手段と、前記ジョブ
を実行することによって排紙されたシートを排紙順に取
り出すための取出指示を受け付けた場合に、前記２以上
の排紙トレイに排紙されたシートをユーザが取り出すた
めの処理を前記記憶手段に記憶された排紙順に実行する
制御手段とを有することを特徴とする。
【選択図】　図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の排紙トレイにシートを排紙するよう制御するシート処理装置であって、
　ジョブを実行することによって、２以上の排紙トレイに分けて排紙された複数のシート
の排紙順を記憶する記憶手段と、
　前記ジョブを実行することによって排紙されたシートを排紙順に取り出すための取出指
示を受け付けた場合に、前記２以上の排紙トレイに排紙された複数のシートをユーザが取
り出すための処理を前記記憶手段に記憶された排紙順に実行する制御手段とを有すること
を特徴とするシート処理装置。
【請求項２】
　前記複数の排紙トレイは排紙されるシートを第１の位置で積載し、且つ、ユーザが当該
シートを取り出すために前記第１の位置とは異なる第２の位置に移動可能であり、
　前記制御手段は、前記ジョブを実行することによって排紙されたシートの取出指示を受
け付けた場合に、前記第１の位置にある前記２以上の排紙トレイを、前記記憶手段に記憶
された排紙順に、前記第２の位置に移動させることを特徴とする請求項１に記載のシート
処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記取出指示を１回受け付けた場合に、前記第１の位置にある前記２
以上の排紙トレイのうち排紙順の早い第１の排紙トレイを前記第２の位置に移動させ、前
記取出指示を２回受け付けた場合に、前記第１の位置にある前記２以上の排紙トレイのう
ち排紙順が次に早い第２の排紙トレイを前記第２の位置に移動させることを特徴とする請
求項１または２に記載のシート処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記取出指示を１回受け付けた場合に、前記第１の位置にある前記２
以上の排紙トレイのうち排紙順の早い第１の排紙トレイを前記第２の位置に移動させ、前
記取出指示を２回受け付けずとも、前記第１の位置にある前記２以上の排紙トレイのうち
排紙順が次に早い第２の排紙トレイを前記第２の位置に移動させることを特徴とする請求
項１または２に記載のシート処理装置。
【請求項５】
　前記複数の排紙トレイは、それぞれの排紙トレイに排紙されたシートをユーザが取り出
すために開閉可能なカバーを有し、
　前記制御手段は、前記ジョブを実行することによって排紙されたシートの取出指示を受
け付けた場合に、前記記憶手段に記憶された排紙順に、前記２以上の排紙トレイに対応す
るカバーを開閉可能にすることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシー
ト処理装置。
【請求項６】
　前記記憶手段に記憶された排紙順に従って、前記複数の排紙トレイうち、ジョブを実行
することによって、シートが排紙された２以上の排紙トレイへのシートの排紙順を表示す
る表示手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のシー
ト処理装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、複数のジョブを実行することによって、シートが排紙された２以上の
排紙トレイへのシートの排紙順を記憶し、
　前記制御手段は、前記複数のジョブを実行することによって、前記２以上の排紙トレイ
に排紙されたシートをユーザが取り出すための処理を前記記憶手段に記憶された排紙順に
実行することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシート処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記ジョブを実行することによって排紙されたシートを排紙順とは逆
の順に取り出すための取出指示を受け付けた場合に、前記２以上の排紙トレイに排紙され
たシートをユーザが取り出すための処理を前記記憶手段に記憶された排紙順とは逆の順に
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実行することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のシート処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段によって前記処理が実行された後、当該処理が実行された排紙トレイに、
シートが残っていることを検知した場合に、ユーザに通知する通知手段をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のシート処理装置。
【請求項１０】
　複数の排紙トレイにシートを排紙するよう制御するシート処理装置であって、
　ジョブを実行することによって、シートが排紙された２以上の排紙トレイへのシートの
排紙先を示す情報を記憶する記憶手段と、
　前記ジョブを実行することによって排紙されたシートを取り出すための取出指示を受け
付けた場合に、前記記憶手段に記憶された前記シートの排紙先を示す情報に従って、前記
ジョブを実行することによってシートが排紙された２以上の排紙トレイに対して、当該２
以上の排紙トレイに排紙されたシートをユーザが取り出すための処理を実行する制御手段
とを有することを特徴とするシート処理装置。
【請求項１１】
　複数の排紙トレイにシートを排紙するよう制御するシート処理装置の制御方法であって
、
　ジョブを実行することによって、シートが排紙された２以上の排紙トレイへのシートの
排紙順を記憶手段に記憶する記憶工程と、
　前記ジョブを実行することによって排紙されたシートを排紙順に取り出すための取出指
示を受け付けた場合に、前記２以上の排紙トレイに排紙されたシートをユーザが取り出す
ための処理を前記記憶手段に記憶された排紙順に実行する制御工程とを有することを特徴
とするシート処理装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載されたシート処理装置の制御方法を、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、シート処理装置、シート処理装置の制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の排紙トレイを持ち、いずれかの排紙トレイに印刷物を排紙するシート処理
装置がある。
【０００３】
　このようなシート処理装置は、排紙トレイに印刷物を排紙し、その後、その排紙トレイ
がトレイフルになった場合に、別の排紙トレイに続きの印刷物を排紙し続ける。また、こ
の印刷装置は、印刷物を区分けするために、排紙トレイがトレイフルになっていなくても
、印刷物を別の排紙トレイに分けて排紙することもできる。
【０００４】
　複数の排紙トレイに分けて印刷物を排紙した場合に、ユーザは、複数の排紙トレイに排
紙された印刷物の排紙順がわかりづらい。通常、ユーザは複数の排紙トレイに分けて排紙
される様子をずっと監視し、排紙順を確認するということを行わないからである。
【０００５】
　特許文献１には、複数の排紙トレイに分けて排紙された印刷物の排紙順を通知用シート
に印刷し、その通知用シートを、それぞれの排紙トレイに排紙された印刷物に添付する方
法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２０００－０９４８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の方法の場合、複数の排紙トレイに分けて印刷物を排紙した場合に
、ユーザは、通知用シートを見ない限り、複数の排紙トレイに分けて排紙された印刷物の
排紙順を認識することができない。また、通知用のシートが必要になるため、シートが無
駄になってしまう。また、排紙順を確認した後、ユーザは、注意して、その通りに取出指
示をしなくてはならない。
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものである。本発明は、複数の排紙
トレイに排紙された印刷物を、ユーザが容易に排紙順に取り出すことができる仕組みを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数の排紙トレイにシートを排紙するよう制御するシート処理装置であって
、ジョブを実行することによって、シートが排紙された２以上の排紙トレイへのシートの
排紙順を記憶する記憶手段と、前記ジョブを実行することによって排紙されたシートを排
紙順に取り出すための取出指示を受け付けた場合に、前記２以上の排紙トレイに排紙され
たシートをユーザが取り出すための処理を前記記憶手段に記憶された排紙順に実行する制
御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複数の排紙トレイに排紙された印刷物を、ユーザが容易に排紙順に取
り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係るシステムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るＰＣの構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る印刷システムの構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る印刷システムの構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る操作部の構成を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る操作画面を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る大容量スタッカの構成を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係る台車を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係る大容量スタッカの構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るスタッカトレイを示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るスタッカトレイを示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る大容量スタッカの外観を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るプリンタドライバの画面を示すフローチャートである
。
【図１４】本発明の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施形態に係る排紙先情報ブロックを示す図である。
【図１８】本発明の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施形態に係るジョブ履歴画面示す図である。
【図２０】本発明の実施形態に係る取出画面を示す図である。
【図２１】本発明の実施形態に係る積載状況テーブルを示す図である。
【図２２】本発明の実施形態に係る通知画面を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係るシステムの構成の例を示す図である。
本実施形態に係る印刷システムは、印刷システム１０００と、外部装置の一例であるＰＣ
１０２とを有し、印刷システム１０００とＰＣ１０２は、ネットワーク１０１によって接
続されている。なお、ネットワーク１０１は、優先ＬＡＮや無線ＬＡＮであてもよいし、
インターネットであってもよい。
【００１４】
　ＰＣ１０２は、画像データを生成するためのアプリケーションソフトを有する。そして
、ＰＣ１０２は、プリンタドライバを介してユーザから受け付けた指示に従って、画像デ
ータを、印刷システム１０００に送信する。
【００１５】
　また、ＰＣ１０２は、ネットワーク１０１を介して、印刷システム１０００の状態を確
認したりする。
【００１６】
　印刷システム１０００は、印刷装置１００とシート処理装置２００によって構成され、
ＰＣ１０１から印刷データを受信し、印刷データに従って、シートに画像を印刷する。ま
た、印刷システム１０００は、スキャナを備え、スキャナで読み取った原稿の画像を、シ
ートに印刷する。
【００１７】
　なお、本実施形態では、印刷システム１０００とＰＣ１０２とがネットワークによって
接続されている場合を例に説明するが、ＵＳＢインタフェースのようなローカルインタフ
ェースで接続されていてもよい。また、印刷システム１０００とＰＣ１０２とが、無線ネ
ットワークで接続されていてもよい。
【００１８】
　次に、図２を用いて、ＰＣ１０２の構成について説明する。
【００１９】
　ＰＣ１０２は、ＣＰＵ１０４、ＲＯＭ１０５、ＲＡＭ１０６、ネットワーク通信部１０
７、メモリ部１０８、表示部１０９、操作部１１０を有し、それらは、バスを介して互い
に接続されている。
【００２０】
　ＣＰＵ１０４は、ＲＯＭ１０５からプログラム（例えば、アプリケーションソフトやプ
リンタドライバ等）を読み出して実行する。ＲＯＭ１０５は、ＣＰＵ１０４によって読み
だされる各種プログラムを格納している。
【００２１】
　ＲＡＭ１０６は、データやプログラムを記憶し、主に、ＣＰＵ１０４のワークメモリと
して用いられる。
【００２２】
　ネットワーク通信部１０７は、ネットワーク１０１を介して送受信されるデータのイン
タフェース制御を行うものである。
【００２３】
　メモリ部１０８は、ＨＤＤ等の不揮発性のメモリであり、プログラムや、上述したアプ
リケーションソフトで作成された画像データを記憶する。
【００２４】
　表示部１０９は、液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ等であり、各種操作画面やメ
ッセージを表示する。
【００２５】
　操作部１１０は、キーボードやマウス、タッチパネル等であり、ユーザがＰＣ１０１に
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対して行う操作を受け付けるためのものである。
【００２６】
　このようなＰＣ１０２は、アプリケーションソフトで作成された画像データをもとに、
プリンタドライバで印刷データを生成し、生成した印刷データを印刷設定とともに、ネッ
トワーク１０１を介して印刷システム１０００に送信する。また、ＰＣ１０２は、印刷シ
ステム１０００から印刷システム１０００のステータス情報や印刷結果を受信し、受信し
たステータス情報や印刷結果を表示部１０９に表示する。
【００２７】
　次に、図３を用いて印刷システム１０００の構成について説明する。
【００２８】
　印刷システム１０００は、スキャナ部２０１、外部Ｉ／Ｆ部２０２、プリンタ部２０３
、操作部２０４、制御部２０５、ＲＯＭ２０７、ＲＡＭ２０８、ＨＤＤ２０９を備える。
これらの構成は、印刷システム１０００内部のバスによって接続されている。
【００２９】
　制御部２０５は、ＲＯＭ２０７に格納されたプログラムを読み出して実行し、印刷シス
テム１０００を統括的に制御する。
【００３０】
　スキャナ部２０１は、原稿を読取り、読み取った原稿の画像データを生成する。生成さ
れた画像データを制御部２０５に送信する。
【００３１】
　外部Ｉ／Ｆ部２０２は、外部のネットワーク１０１との間のデータの送受を制御する。
例えば、外部Ｉ／Ｆ部２０２は、ＰＣ１０２等の外部装置から送信された画像データを受
信して制御部２０５に送信する。また、外部Ｉ／Ｆ部２０２は、制御部２０５から受け取
ったデータを、ネットワーク１０１を介してＰＣ１０２等の外部装置に送信する。なお、
上述したように、ネットワークは、ローカルインタフェースや、無線のネットワークであ
ってもよい。
【００３２】
　プリンタ部２０３は、制御部２０５から受け取った画像データと、制御部２０５から受
け取った印刷設定（印刷レイアウトや印刷部数等の情報）に基づいて、シートに画像を印
刷する。なお、プリンタ部２０３は、シートを搬送するための不図示のモータとローラを
備えている。
【００３３】
　操作部２０４は、表示部、タッチパネル、ハードキー等によって構成される。操作部２
０４は、表示部に操作画面を表示し、当該表示部上に設けられたタッチパネルからユーザ
の指示を受付ける。また、操作部２０４は、ハードキーを介してユーザからの指示を受付
ける。操作部２０４は、受付けた指示を制御部２０５に伝える。
【００３４】
　ＲＯＭ２０７は、制御部２０５によって実行されるプログラムを格納する。
【００３５】
　ＲＡＭ２０８は、制御部２０５のワークメモリとして機能し、ＲＯＭ２０７から読み出
されたプログラムや、画像データを一時的に格納する。
【００３６】
　ＨＤＤ２０９は、不揮発性の記憶媒体である。ＨＤＤ２０９は、実行すべきジョブのデ
ータを実行すべき順序とともに記憶する。
【００３７】
　例えば、コピージョブを実行する場合、制御部２０５は、スキャナ部２０１によって読
み取った画像データを、操作部２０４を介して受付けた印刷設定と関連付けてコピージョ
ブとしてＨＤＤ２０９に記憶させ、記憶されたコピージョブを実行する。制御部２０５は
、コピージョブを実行し、ＨＤＤ２０９に記憶された画像データを、当該画像データに関
連付けて記憶された印刷設定に基づいてプリンタ部２０３によって印刷させる。
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【００３８】
　また、プリントジョブを実行する場合、制御部２０５は、外部Ｉ／Ｆ部２０２を介して
受付けた画像データと印刷設定とを関連付けてプリントジョブとしてＨＤＤ２０９に記憶
させ、記憶されたプリントジョブを実行する。制御部２０５は、ＨＤＤ２０９に記憶され
たプリントジョブを実行し、ＨＤＤ２０９に記憶された画像データを、当該画像データに
関連付けて記憶された印刷設定に基づいてプリンタ部２０３によって印刷させる。
【００３９】
　ＨＤＤ２０９は複数のジョブを記憶することができ、制御部２０５は、記憶された複数
のジョブを受付けた順序で実行する。
【００４０】
　圧縮伸張部２１０は、ＪＢＩＧやＪＰＥＧ等といった各種圧縮方式によってＲＡＭ２０
８またはＨＤＤ２０９に記憶されている画像データ等を圧縮または伸張する。
シート処理装置２００は、後述の図４に示すように、印刷装置１００に接続され、印刷装
置１００によって印刷されたシートに対して、シート積載処理や、中綴じ製本処理等のシ
ート処理を行う。なお、シート処理装置２００は、シートを搬送するための不図示のモー
タとローラを備えている。また、シート処理装置２００は、シート処理を行うための不図
示のモータとローラを備えている。
【００４１】
　次に、図４の断面図を用いて印刷システム１０００を説明する。なお、ここでは、コピ
ージョブを実行する際の動作とともに構成を説明する。
【００４２】
　スキャナ部２０２に設けられた自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）３０１は、ユーザにより原
稿トレイにセットされた複数枚の原稿を１枚目から順番に分離して原稿台ガラス上へ搬送
する。読取部３０２は、原稿台ガラス上に搬送された原稿の画像をＣＣＤによって読み取
り、画像データに変換する。変換された画像データは、制御部２０５によってＲＡＭ２０
８やＨＤＤ２０９等のメモリに格納される。
【００４３】
　印刷装置１００は、複数の感光体（ドラム）を備えたタンデムタイプのカラープリンタ
構成であり、給紙カセット３１７、３１８、手差しトレイ３２０等の給紙部（シート収納
部）を有し、いずれかの給紙部からシートを給紙する。また、印刷装置１００には、大量
のシートを収納できる給紙デッキ３１９も、給紙部として接続されており、給紙デッキ３
１９からシートを給紙することもできる。
【００４４】
　印刷装置１００は、いずれかの給紙部から給紙されたシートを、レジストローラ３０６
まで搬送したところで、中間転写ベルト３０５との同期をとるために一旦停止する。また
レジストローラ３０６の位置に転写待ちのシートが存在しているときに、次のページの印
刷のためのシートを給紙カセット３１７、３１８、給紙デッキ３１９、手差しトレイ３２
０のいずれかから給紙することができる。このように給紙を行うことで、複数のシートの
搬送間隔を短くすることができ、印刷の生産性を高めることができる。
【００４５】
　ところで、ＲＡＭ２０６やＨＤＤ２０８に一時記憶された画像データは、プリンタ部２
０７へと転送され、レーザ記録部（不図示）でイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン
（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の４色それぞれの記録レーザ光に変換される。そして、記録レー
ザ光が各色の感光体に照射され、感光体に各色に対応する静電潜像が形成される。そして
、トナーカートリッジから供給される４色のトナーによりトナー現像が行われ、可視化さ
れたトナー像が感光体から中間転写ベルト３０５に一時転写される。
【００４６】
　中間転写ベルト３０５は、図の時計回転方向に一定速度で回転する。そして、中間転写
ベルト３０５が所定の位置まで回転したところで、レジストローラ３０６の位置で待機中
のシートの搬送を開始する。ここで、所定の位置とは、中間転写ベルト３０５上に転写さ
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れた画像の先端が二次転写位置３１６に到達したときに、シートのほぼ先端が二次転写位
置へ搬送される位置である。こうして、二次転写位置３１６において、中間転写ベルト３
０５上のトナー像がシートへ転写される。
【００４７】
　トナー像が転写されたシートはベルト３０７で更に搬送され、定着器３０８からの加圧
と熱により該トナーが定着され、シート搬送路を搬送された後、排紙される。
【００４８】
　排紙フラッパ３０９は、回転軸を中心に回転可能に構成され、シートの搬送方向を規定
する。排紙フラッパ３０９が図でいう時計回りの方向に回転し、その位置で固定されてい
るときには、定着器３０８から排出されたシートは、そのまま横方向に搬送され、排紙ロ
ーラ３１０によってシート処理装置２００の一つである大容量スタッカ１に搬送される。
このようにして片面印刷が実行される。
【００４９】
　一方、シートの両面に画像を印刷する際には、排紙フラッパ３０９が図でいう反時計回
りの方向に回転し、その位置で固定され、定着器３０８から排出されたシートは下方向に
進路を変更され両面搬送部へと送り込まれる。両面搬送部は、反転フラッパ３１１、反転
ローラ３１２、反転ガイド３１３および両面トレイ３１４を備える。反転フラッパ３１１
は、回転軸を中心に回転し、シートの搬送方向を規定する。両面印刷を行う場合、制御部
２０５は、反転フラッパ３１１を図でいう反時計回りの方向に回転させ、シートの第１面
に画像が印刷されたシートを、搬送ローラ３１２を介して反転ガイド３１３へと送り込む
よう制御する。そして、シートの後端が反転ガイドの入り口に設けられた反転ローラに狭
持された状態で反転ローラを一旦停止させ、引き続き反転フラッパ３１１を図でいう時計
回りの方向に回転させ、反転ローラを逆方向に回転させる。これにより、該シートをスイ
ッチバックして搬送させ、シートの後端と先端が入れ替わった状態で、該シートを両面ト
レイ３１４へと導くよう制御する。
【００５０】
　両面トレイ３１４ではシートが一旦保持され、その後、再給紙ローラ３１５によってシ
ートは再びレジストローラ３０６へと送り込まれる。このときシートは、１面目の転写プ
ロセスでトナーを転写した面とは反対側の２面目が中間転写ベルト３０５と対向する側に
なった状態で送られてくる。そして、前述した１面目の転写プロセスと同様にして該シー
トの２面目に画像を形成させる。そして、シートの２面目に形成された画像を定着器３０
８によって定着した後、画像が形成されたシートを、排紙ローラ３１０によって、シート
処理装置２００の一つである大容量スタッカ１に搬送する。このようにして、両面印刷が
実行される。
【００５１】
　印刷装置１００で片面もしくは両面に画像の印刷されたシートは、操作部２０３からの
印刷設定に従って、シート処理装置２００である、大容量スタッカ１、または大容量スタ
ッカ２、または中綴じ製本機まで選択的に搬送される。
【００５２】
　シートを大容量スタッカ１に排紙する場合、印刷装置１００で画像の印刷されたシート
は、大容量スタッカ１に搬送される。大容量スタッカ１は、受け取ったシートをスタッカ
トレイ３３１またはスタッカトレイ３３２に排紙する。なお、大容量スタッカ１は、受け
取ったシートを、エスケープトレイ３３０に排紙することもできる。
シートを大容量スタッカ２に排紙する場合、印刷装置１００で画像の印刷されたシートは
、大容量スタッカ１のシート搬送路を介して、大容量スタッカ２に搬送される。大容量ス
タッカ２は、受け取ったシートをスタッカトレイ３３３またはスタッカトレイ３３４に排
紙する。なお、大容量スタッカ２は、受け取ったシートを、エスケープトレイ３３５に排
紙することもできる。
【００５３】
　大容量スタッカに排紙されない場合、印刷装置１００で画像の印刷されたシートは、大
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容量スタッカ１及び大容量スタッカ２のシート搬送路３３３を介して中綴じ製本機に搬送
される。中綴じ製本機は、何も後処理が設定されていない場合、受け取ったシートを、シ
ート搬送路３３６を介して排紙部３３７に排紙する。
【００５４】
　ステイプル処理を実行するよう設定されている場合、中綴じ製本機は、受け取ったシー
トを、シート搬送路３３６を介して中間トレイに蓄える。そして、中綴じ製本機は、中間
トレイに、ステイプルされるべき１束分のシートがそろった段階で、１束分のシートに対
してステイプルを行い、排紙部３３８に排紙する。
【００５５】
　中綴じ製本処理を実行するよう設定されている場合、中綴じ製本機は、受け取ったシー
トに対して中綴じ製本処理を実行し、排紙部３３９に排紙する。
【００５６】
　以上のように、印刷システム１０００にて、給紙、印刷、後処理、排紙等の処理が実行
される。
【００５７】
　なお、印刷システム１０００は、印刷装置１００、大容量スタッカ１、大容量スタッカ
２、中綴じ製本機がそれぞれ備えるシート搬送路に、シート検知センサを備える。具体的
に、シート検知センサは、各装置の出入口やシート搬送路の分岐点、合流点などに備えら
れる。図４には、シート検知センサが備えられる位置の例を三角記号で示し、Ａ～Ｏがシ
ート検知センサを示している。制御部２０５は、これらのシート検知センサから信号を受
信することによって、シート搬送路を介して搬送されるシートの有無、シートの位置を検
知している。
【００５８】
　また、例えば、あるシート検知センサからの信号が所定の時間以上継続した場合、制御
部２０５は、信号を継続して送信しているセンサに対応する位置でシートの滞留ジャム（
詰まり）が発生していると判断する。あるいは、あるシート検知センサを通過したシート
が次のシート検知センサに所定の時間以上通過しない場合、制御部２０５は、それらのシ
ート検知センサの間でシートの遅延ジャム（詰まり）が発生していると判断する。
【００５９】
　そして、制御部２０５は、印刷システム１０００のシート搬送路でシートのジャム（詰
まり）が発生した場合に、印刷を中断し、シート検知センサからの信号に従って、除去さ
れるべきシートの位置および除去手順をガイダンスとして表示する。それによって、ユー
ザは、印刷システム１０００のどこに、除去されるべきシートが存在するのかを把握し、
ガイダンスに従って、装置のドアを開けてシート搬送路からシートを除去することができ
る。
【００６０】
　なお、本実施形態では、印刷装置１００が、４Ｄ（ドラム）タイプのカラーＭＦＰの場
合について説明するが、印刷装置１００の構成はこれに限らず、白黒ＭＦＰでも、１Ｄ（
ドラム）タイプのカラーＭＦＰでもよい。
また、以上では、コピージョブを例に動作及び構成の説明を行なったが、プリントジョブ
においては、スキャナ部からの画像データに代えて外部Ｉ／Ｆからの印刷データを用い、
本構成において同様の印刷動作が実行される。
【００６１】
　図５は、操作部２０４の構成を示す図である。
【００６２】
　操作部２０４は、ソフトキーから構成されるタッチパネル部４０１と、ハードキーから
構成されるキー入力部４０２とを有する。
【００６３】
　タッチパネル部４０１はＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液
晶表示部）とその上に貼られたタッチパネルを有する。タッチパネル部４０１は、ユーザ
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から指示を受付ける。また、タッチパネル部４０１は、各種メッセージを表示することで
ユーザに通知を行う。
【００６４】
　タッチパネル部４０１のコピータブが押された場合、コピー機能の操作画面が表示され
る。送信タブがユーザにより押された場合、ファックスやＥ－ｍａｉｌ送信などデータ送
信機能の操作画面が表示される。ボックスタブがユーザにより押された場合、ボックス機
能の操作画面が表示部４０１に表示される。ボックス機能とは、スキャナ部２０１によっ
て読み込まれた画像データをＨＤＤ２０９に保存しておき、所望のタイミングでＨＤＤ２
０９に記憶された印刷データを選択して、選択された印刷データをプリンタ部２０３によ
って印刷させる機能のことである。
【００６５】
　電源スイッチ４０３は、印刷システム１０００を、スタンバイモード（通常動作状態）
とスリープモード（ネットワーク印刷やファクシミリなどに備えて割り込み待ち状態でプ
ログラムを停止して、消費電力を抑えている状態）に切換えるためのボタンである。
【００６６】
　スタートキー４０４は、コピー動作や、送信動作の開始を指示するためのキーである。
【００６７】
　テンキー４０５は、コピー部数の設定や、パスワードの入力等を行うためのキーである
。
【００６８】
　ユーザモードキー４０６は、印刷システム１０００の各種設定を行うためのキーである
。
【００６９】
　シート処理設定キー４０７は、シート処理装置２００によって行うシート処理の設定を
行うためのキーである。シート処理設定キー４０７が押された場合、制御部２０５は、図
６に示す画面をタッチパネル部４０１に表示させる。
【００７０】
　図６に示す画面には、印刷システム１０００によって実行可能なシート処理の設定を受
付けるためのボタンが表示されている。実行可能なシート処理の種類は、印刷システム１
０００の構成に応じて変更される。
【００７１】
　図６には、以下の処理を行わせるためのキーが含まれている。
【００７２】
　　（１）　ステイプル処理（キー７０１）
　　（２）　パンチ処理（キー７０２）
　　（３）　断裁処理（キー７０３）
　　（４）　シフト排紙処理（キー７０４）
　　（５）　中綴じ製本処理（キー７０５）
　　（６）　折り処理（キー７０６）
　　（７）　大量積載処理（キー７０７、７０８）
　制御部２０５は、上述の（１）～（７）のうち、選択されたシート処理を、印刷装置１
００で印刷されたシートに対して行うように制御する。
【００７３】
　例えば、コピー機能においてキー７０５が選択された状態でＯＫキー７１１が押され、
スタートキー４０４が押された場合、制御部２０５は、スキャナ部２０１によって原稿を
読み込む。そして、制御部２０５は、読み込んだ原稿の画像データを、操作部２０４を介
して受付けた印刷設定に従って印刷する。そして、制御部２０５は、印刷されたシートを
図３に示す中綴じ製本機に搬送し、中綴じ製本処理を実行させる。
【００７４】
　また、コピー機能においてキー７０７が選択された状態でＯＫキー７１１が押され、ス
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タートキー４０４が押された場合、制御部２０５は、スキャナ部２０１によって原稿を読
み込む。そして、制御部２０５は、読み込んだ原稿の画像データを、操作部２０４を介し
て受付けた印刷設定に従って印刷する。その後、制御部２０５は、印刷されたシートを図
３に示す大容量スタッカ１に搬送し、大容量スタッカ１に大量積載処理を実行させる。た
だし、大容量スタッカ１にシートを積載できない場合、シートは、大容量スタッカ２に搬
送され、大容量スタッカ２に積載される。
【００７５】
　また、コピー機能においてキー７０８が選択された状態でＯＫキー７１１が押され、ス
タートキー４０４が押された場合、制御部２０５は、スキャナ部２０１によって原稿を読
み込む。そして、制御部２０５は、読み込んだ原稿の画像データを、操作部２０４を介し
て受付けた印刷設定に従って印刷する。その後、制御部２０５は、印刷されたシートを図
３に示す大容量スタッカ２に搬送し、大容量スタッカ２に大量積載処理を実行させる。た
だし、大容量スタッカ２にシートを積載できない場合、シートは、大容量スタッカ１に搬
送され、大容量スタッカ１に積載される。
【００７６】
　＜大容量スタッカ＞
　図７（ａ）は、大容量スタッカ１の断面図である。大容量スタッカ１は、２つのスタッ
カトレイ（図４のスタッカトレイ３３１とスタッカトレイ３３２に対応する）を有してい
る。以降の説明では、スタックパスの排紙口に近い方からスタッカトレイＡ、スタッカト
レイＢと呼ぶ。
【００７７】
　一方、図７（ｂ）は、大容量スタッカ２の断面図である。大容量スタッカ２も、２つの
スタッカトレイ（図４のスタッカトレイ３３３とスタッカトレイ３３４に対応する）を有
している。以降の説明では、スタックパスの排紙口に近い方からスタッカトレイＣ、スタ
ッカトレイＤと呼ぶ。
【００７８】
　図７は、大容量スタッカの構成の例を示す図である。なお、シート搬送路の形状は、図
７に示すものに限るものではなく、図４の大容量スタッカのような形状を有していてもよ
い。
【００７９】
　大容量スタッカは、ストレートパス、エスケープパス、スタックパスを備える。
【００８０】
　ストレートパスは、前段の装置（本実施形態では印刷装置１００）から搬送されるシー
トを、後段の装置（本実施形態では中綴じ製本機）に搬送するための搬送路である。例え
ば、中綴じ製本を実行するよう設定されたジョブを実行することによって印刷されたシー
トが、ストレートパスを通して後段の中綴じ製本機に搬送される。
【００８１】
　エスケープパスは、エスケープトレイにシートを搬送するためのシートの搬送路である
。
【００８２】
　スタックパスは、大容量スタッカに積載するように指定されたジョブを実行することに
よって印刷されたシートをスタッカトレイに積載させるために搬送するシートの搬送路で
ある。
【００８３】
　大容量スタッカは、制御部２０５からの指示に従って、スタックパスから排紙されるシ
ートを、図７（ａ）のフラッパによって、スタッカトレイＡに積載するかスタッカトレイ
Ｂに積載するかを切り換える。スタッカトレイＡに積載する場合、シートはフラッパによ
って、搬送ベルトの下のスタッカトレイＡに導かれ、スタッカトレイＡに排紙される。ま
た、スタッカトレイＢに積載する場合には、フラッパによってスタッカトレイＢに排紙す
るために、搬送ベルトの上方に導かれ、搬送ベルトによってスタッカトレイＢに排紙され
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る。
【００８４】
　制御部２０５は、スタッカトレイＡにシートを積載する場合、突き当て板をスタッカト
レイＡの位置まで移動させ、スタッカトレイＡにシートが整合された状態で積載されるよ
う制御する。一方、制御部２０５は、スタッカトレイＢにシートを積載する場合、突き当
て板をスタッカトレイＢの位置まで移動させ、スタッカトレイＢにシートが整合された状
態で積載されるよう制御する。
【００８５】
　また、大容量スタッカが有する２つのスタッカトレイは、それぞれ伸縮可能なステイの
上に載置され、伸縮可能なステイによって昇降可能である。２つのスタッカトレイは、伸
縮可能なステイによって、シートを受け取り可能な第１の位置まで上げられ、また、台車
の上の第２の位置まで下ろされ、台車にセットされる。なお、第１の位置は、図７（ａ）
に示す矢印の範囲で変わり、その位置は、スタッカトレイに積載されたシートの量によっ
て決まる。図７（ａ）に示す例の場合、スタッカトレイＡの上に積載されたシートの上面
がスタックパスから排紙されるシートを安定した状態で積載できる位置にスタックトレイ
Ａが存在する。このときの位置が第１の位置である。第２の位置は、図７（ａ）に示す点
線で囲まれた位置であり、台車にセットされる位置である。台車は、図８のように取っ手
を付けることができ、ユーザがシートを別のシート処理装置まで運ぶために用いられる。
【００８６】
　それぞれのスタッカトレイは、それぞれのスタッカトレイに積載されたシートをユーザ
が取り出すために開閉可能な２つの前ドア（カバー）を有する。そして、それぞれのスタ
ッカトレイは、台車の前ドアを開けるための指示がなされた場合に下ろされ、台車にセッ
トされる。そして、それぞれのスタッカトレイは、台車の上にセットされた状態で、台車
ごと大容量スタッカに装着される。台車が大容量スタッカに装着されたら、それぞれのス
タッカトレイは、スタックパスから排紙されるシートを積載しやすい位置まで上げられる
。スタッカトレイは、スタッカトレイ上にシートが積載されていない場合、スタッカトレ
イの上面が、スタックパスから排紙されるシートを受け取れる高さまで上げられる。一方
、スタッカトレイは、スタッカトレイに既にシートが積載されている場合、スタッカトレ
イ上に積載されたシートの最上面がスタックパスから排紙されるシートを受け取れる高さ
になるまで上げられる。そして、シートが積載された後、ユーザによってシートの取り出
し指示を受け付けたことに従って、スタッカトレイを、ユーザがそのスタッカトレイに排
紙されたシートを取り出すことができる位置（第２の位置）に下ろす。
【００８７】
　また、大容量スタッカ１は、図９に示すように、２つのスタッカトレイに跨ってシート
を排紙することができる。大容量スタッカ２も同様である。この場合、シートは、フラッ
パによって、下方の搬送路に導かれて排紙される。このとき、制御部２０５は、突き当て
板をシートのサイズに応じて移動させ、スタッカトレイＡとスタッカトレイＢにシートが
整合された状態で積載されるよう制御する。例えば、排紙しようとするシートの搬送方向
の幅が１つのスタッカトレイの幅よりも大きい場合に、シートが２つのスタッカトレイに
またがって排紙されるよう制御する。シートを２つのスタッカトレイにまたがって排紙す
る場合、スタッカトレイＡとスタッカトレイＢの間にシートが入らないように、１枚目の
シートを突き当て板に設けられた挟持部によって、シートの先端をスタッカトレイＢの上
に誘導するようにしてもよい。
【００８８】
　なお、以降の説明では、シートの搬送方向の幅が、１つのスタッカトレイの幅よりも大
きいシートを、ラージサイズのシートと呼ぶ。また、シートの搬送方向の幅が、１つのス
タッカトレイの幅以下のシートを、スモールサイズのシートと呼ぶ。
【００８９】
　図１０、図１１は、大容量スタッカ１のスタッカトレイＡとスタッカトレイＢを上方か
ら見た図である。
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【００９０】
　図１０の８０１は、スタッカトレイＡの上に積載されたスモールサイズのシートを示す
。シート８０１の搬送方向の幅は、スタッカトレイＡの幅よりも短い。
【００９１】
　図１１の８０５は、スタッカトレイＡとスタッカトレイＢの上に積載されたラージサイ
ズのシートを示す。ラージサイズのシートを積載させる場合、図９に示すように、シート
８０５が、２つのスタッカトレイＡ，Ｂにまたがって排紙されるように制御する。
【００９２】
　この積載方法は、大容量スタッカ２のスタッカトレイＣとスタッカトレイＤでも行われ
る。
【００９３】
　図１２は、大容量スタッカ１及び２の外観を示す図である。
【００９４】
　大容量スタッカ１は、スタッカトレイごとに取り出しボタンを有する。取り出しボタン
２００１は、スタッカトレイＡ（図１２の大容量スタッカ１の右側に存在する）に排紙さ
れた印刷物を取り出すためのボタンである。取り出しボタン２００１が押されると、スタ
ッカトレイＡは、大容量スタッカ１の前ドアの内側の底面に備えられた台車の上まで下ろ
され、台車に載置され、前ドア２００５が開く。
【００９５】
　取り出しボタン２００２は、スタッカトレイＢ（図１２の大容量スタッカ１の左側に存
在する）に排紙された印刷物を取り出すためのボタンである。取り出しボタン２００２が
押されると、スタッカトレイＢが台車の上まで下ろされ、台車に載置され、前ドア２００
５及び２００６が開く。
【００９６】
　ユーザは、その後、台車を大容量スタッカから取り外し、印刷物を運搬することができ
る。
【００９７】
　なお、大容量スタッカ１に、ラージサイズのシートが積載されている場合、取り出しボ
タン２００１及び取り出しボタン２００２のいずれかのボタンが押された場合に、スタッ
カトレイＡとスタッカトレイＢの両方のスタッカトレイが下される。
【００９８】
　大容量スタッカ２は、スタッカトレイごとに取り出しボタンを有する。取り出しボタン
２００３は、スタッカトレイＣ（図１２の大容量スタッカ２の右側に存在する）に排紙さ
れた印刷物を取り出すためのボタンである。取り出しボタンＡが押されると、スタッカト
レイＡは、台車の上まで下ろされ、台車に載置され、前ドア２００５及び前ドア２００６
が開く。
【００９９】
　取り出しボタン２００４は、スタッカトレイＤ（図１２の大容量スタッカ２の左側に存
在する）に排紙された印刷物を取り出すためのボタンである。取り出しボタン２００４が
押されると、スタッカトレイＤが台車の上まで下ろされ、台車に載置され、前ドア２００
５及び２００６が開く。
【０１００】
　なお、大容量スタッカ２に、ラージサイズのシートが積載されている場合、取り出しボ
タン２００３及び取り出しボタン２００４のいずれかのボタンが押された場合に、スタッ
カトレイＡとスタッカトレイＢの両方のスタッカトレイが下される。
【０１０１】
　このような印刷システム１０００の制御部２０５は、操作部２０４を介して受け付けた
操作に従って、スキャナ部２０１で原稿の画像を読み取り、読み取った画像をプリンタ部
２０３で印刷するコピージョブを実行する。そして、制御部２０５は、画像が印刷された
シートに対して、図６で設定されたシート処理を行う。
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【０１０２】
　また、印刷システム１０００は、ＰＣ１０２から印刷データを受信し、印刷データに従
って画像をプリンタ部２０３で印刷するプリントジョブを実行する。印刷データには、印
刷設定と画像データが含まれ、制御部２０５は、印刷設定に従って、画像データを印刷す
る。
【０１０３】
　印刷設定は、図１３に示すプリンタドライバを介してユーザによって設定される。この
プリンタドライバは、ＰＣ１０２のＣＰＵ１０４によって、表示部１０９に表示される。
【０１０４】
　プリンタドライバは、「排紙先」の項目で、「スタッカ１（スタックトレイ）」が選択
され、印刷指示がなされた場合に、大容量スタッカ１に印刷物を排紙するためのプリント
ジョブを生成して、印刷システム１０００に送信する。　印刷システム１０００は、大容
量スタッカ１が指定されたプリントジョブを受信して、実行することによって、スタッカ
トレイＡにシートを排紙する。スタッカトレイＡに別のサイズのシートが既に積載されて
いる場合や、スタッカトレイ３３１が満載状態である場合、シートは、スタッカトレイＢ
に排紙される。
【０１０５】
　一方、プリンタドライバは、「排紙先」の項目で、「スタッカ２（スタックトレイ）」
が選択され、印刷指示がなされた場合に、大容量スタッカ２に印刷物を排紙するためのプ
リントジョブを生成して、印刷システム１０００に送信する。
【０１０６】
　印刷システム１０００は、大容量スタッカ２が指定されたプリントジョブを受信して、
実行することによって、スタッカトレイＣにシートを排紙する。スタッカトレイＣに別の
サイズのシートが既に積載されている場合や、スタッカトレイＣが満載状態である場合、
シートは、スタッカトレイＤに排紙される。
【０１０７】
　以上のように、印刷システム１０００は、４つのスタッカトレイを有し、それぞれのス
タッカトレイに印刷物を積載することができる。そして、ユーザは、それぞれのスタッカ
トレイに積載された印刷物をまとめて扱うことがある。例えば、１つのジョブを実行する
ことによって、排紙された印刷物がトレイフルによって複数のスタッカトレイに分けて排
紙された場合、ユーザは、後からそれらの印刷物を順序通りに１つの印刷物にまとめる必
要がある。また、別々のジョブを実行し、それらのジョブの印刷物が別のスタッカトレイ
に排紙された場合も、ユーザは、後からそれらのジョブの印刷物を順序通りに１つの印刷
物にまとめたい場合がある。しかしながら、その際に、ユーザは、どのような順番で各積
載トレイに印刷物が積載されたのかを容易に知ることができない。
【０１０８】
　そこで、本発明では、複数のスタッカトレイに印刷物が排紙された排紙順を記憶してお
き、その排紙順を表示する。また、ユーザによって、シートの自動取出指示を受け付けた
場合に、排紙順にシートの取り出し処理を行う。ここでいうシートの取り出し処理とは、
スタッカトレイを下ろし、台車にセットし、スタッカトレイの前ドアを開ける処理をいう
。それによって、ユーザは、複数のスタッカトレイに分けて排紙されたシートを、排紙順
に容易に取出すことができる。
【０１０９】
　図１４及び図１５は、制御部２０５によって行われる排紙先決定処理を示す。図１４及
び図１５のフローチャートに示す各ステップの処理は、制御部２０５がＲＯＭ２０７に記
憶されたプログラムを読み出して実行することによって行われる。
【０１１０】
　Ｓ２００１で、制御部２０５は、ジョブを受け付ける。例えば、制御部２０５は、操作
部２０４を介してコピージョブの設定を受け付ける。
【０１１１】



(15) JP 2013-256092 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

　ここで、制御部２０５は、操作部２０４を介して、原稿の読み取り設定や、使用する給
紙カセットの設定、シート処理の設定等を受け付け、受け付けた設定情報をＲＡＭ２０８
に格納する。使用する給紙カセットは、ユーザが直接、特定の給紙カセットを指定する方
法で決定されてもよいし、原稿のサイズと画像の変倍率に従って制御部２０５が自動的に
選択する方法で決定されてもよい。その後、制御部２０５は、スタートキー４０４が押さ
れたことによって、受け付けた設定に従ってコピージョブを開始する。
【０１１２】
　コピージョブが開始されると、制御部２０５は、スタッカトレイにおけるシートの積載
状況と、受け付けた設定情報とに基づいてシートの排紙先を決めるための処理を始める。
【０１１３】
　まず、Ｓ２００２で、制御部２０５は、受け付けたジョブのために、図１７（ａ）に示
す排紙順管理領域に排紙先情報ブロックを新たに１つ用意する。排紙先情報ブロックは、
ジョブを識別するジョブＩＤと、ジョブの印刷物の排紙先を排紙順に記憶する領域と、次
のジョブの排紙先情報ブロックを参照するためのポインタを有する。また、制御部２０５
は、ルートポインタの参照先を、用意した排紙先情報ブロックに書き換える。なお、１つ
前の排紙先情報ブロックが存在する場合、制御部２０５は、１つ前の排紙先情報ブロック
のポインタの参照先を、用意した排紙先情報ブロックに書き換える。この図１７（ａ）に
示す排紙順管理領域は、ＨＤＤ２０９内に設けられる。
【０１１４】
　また、Ｓ２００３で、制御部２０５は、用意した排紙先情報ブロック７００１にＳ２０
０１で受け付けたジョブのジョブＩＤを記憶する。
【０１１５】
　次にＳ２００４で、制御部２０５は、ＲＡＭ２０８に格納された設定情報に従って、ジ
ョブの実行により排紙されるシートの排紙先が大容量スタッカ１であるか否かを判定する
。図６の画面を介して、大量積載処理（大容量スタッカ１）を行うよう設定されたジョブ
であると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２００５に処理を進める。一方、制御部２０
５は、受付けたジョブが大量積載処理（大容量スタッカ１）を行うよう設定されていない
ジョブであると判定した場合、制御部２０５は、図中のＡに進み、図１５のＳ２０２７に
処理を進める。
【０１１６】
　Ｓ２００５に処理を進めた場合、制御部２０５は、ジョブを実行することによって排紙
されるシートのサイズがラージサイズであるかスモールサイズであるかを判定する。制御
部２０５は、受付けたジョブのシートが、Ａ４サイズまたはＢ５サイズの場合は、シート
がスモールサイズであると判定し、受付けたジョブのシートがＡ３サイズまたはＢ４サイ
ズの場合、シートがラージサイズであると判定する。制御部２０５は、ジョブのシートの
サイズがラージサイズであると判定した場合、Ｓ２００６に処理を進め、ジョブのシート
のサイズがスモールサイズであると判定した場合、Ｓ２０１５に処理を進める。
【０１１７】
　Ｓ２００６にて、制御部２０５は、大容量スタッカに既に積載されたシートがあるか否
かを判定する。大容量スタッカに既に積載されたシートがあるか否かを判定するために、
制御部２０５は、例えば、図２１のような積載状況管理テーブルを用いる。積載状況管理
テーブルは、ＨＤＤ２０９に記憶される。
【０１１８】
　図２１（ａ）は、まだスタッカトレイＡ～Ｄにシートが積載されていない状態の積載状
況管理テーブルを示す。その後、制御部２０５は、ジョブ１を実行し、Ａ４サイズのシー
トをスタッカトレイＣに排紙したとする。この場合、制御部２０５は、スタッカトレイＣ
のシートの有無を「なし」から「あり」に変更し、積載されたシートのサイズを「－」か
ら「Ａ４」に変更する。このときの積載状況管理テーブルを図２１（ｂ）に示す。
【０１１９】
　その後、制御部２０５は、ジョブ２を実行し、Ｂ５のサイズのシートをスタッカトレイ
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Ｄに排紙したとする。この場合、制御部２０５は、スタッカトレイＤのシートの有無を「
なし」から「あり」に変更し、積載されたシートのサイズを「－」から「Ｂ５」に変更す
る。このときの積載状況管理テーブルを図１６（ｃ）に示す。
【０１２０】
　さらに、制御部２０５は、ジョブ３を実行し、Ａ３のサイズのシートをスタッカトレイ
ＡとＢの両方の上に排紙したとする。この場合、制御部２０５は、スタッカトレイＡとＢ
のシートの有無を「なし」から「あり」に変更し、積載されたシートのサイズを「－」か
ら「Ａ３」に変更する。このときの排紙状況管理テーブルを図１６（ｄ）に示す。
【０１２１】
　スタッカトレイＡ～Ｄのそれぞれは、積載されたシートの有無を検知するセンサを備え
、当該センサによってシートが無いことが検知された場合に、制御部２０５は、排紙状況
テーブルを（ａ）の状態に戻す。例えば、ユーザが、スタッカトレイに積載されたシート
をスタッカトレイＡ～Ｄから取り出した場合に、大容量スタッカに積載されたシートがな
くなる。この場合に、制御部２０５は、センサの情報に基づいて、排紙状況テーブルは（
ａ）の状態にリセットされる。
【０１２２】
　Ｓ２００６では、このような積載状況管理テーブルを用いて、制御部２０５は、大容量
スタッカに既に積載されたシートがあるか否かを判定する。
【０１２３】
　制御部２０５は、大容量スタッカ１の２つのスタッカトレイの少なくとも一方に積載さ
れたシートがあると判定した場合にＳ２００７に処理を進め、２つのスタッカトレイのい
ずれにも積載されたシートがないと判定した場合にＳ２０１４に処理を進める。
【０１２４】
　Ｓ２０１４に処理を進めた場合、制御部２０５は、ジョブを実行することにより排紙さ
れるラージサイズのシートを、大容量スタッカ１の２つのスタッカトレイにまたがって排
紙するよう決定し、Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。この場合、シートは
、図１１に示すように、２つのスタッカトレイに同一のシートがまたがって積載される。
【０１２５】
　一方、Ｓ２００７に処理を進めた場合、制御部２０５は、積載されているシートのサイ
ズがジョブを実行することにより排紙されるシートと同じサイズであるか否かを判定する
。制御部２０５は、積載されているシートのサイズが、ジョブを実行することにより排紙
されるシートと同じサイズであると判定した場合、Ｓ２００８に処理を進める。また、制
御部２０５は、積載されているシートのサイズがジョブを実行することにより排紙される
シートと同じサイズではないと判定した場合、Ｓ２０１２に処理を進める。
【０１２６】
　Ｓ２００８にて、制御部２０５は、スタッカトレイＡとＢがトレイフルであるか否かを
判定する。スタッカトレイＡとＢは、シートが積まれる度に下げられる。そのため、スタ
ッカトレイＡとＢが、最も下がっていることを、図９に示すトレイフル検知センサによっ
て検知した場合に、スタッカトレイＡとＢがトレイフルであると判定する。スタッカトレ
イＡとＢがトレイフルであると判定した場合、Ｓ２０１２に処理を進め、スタッカトレイ
ＡとＢがトレイフルではないと判定した場合、Ｓ２００９に処理を進める。
【０１２７】
　Ｓ２００９にて、制御部２０５は、既に積載されているラージサイズのシートの上に、
ラージサイズのシートを排紙するよう決定し、Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行
する。このように制御する理由は、既にラージサイズのシートが積載されているが、積載
されたシートのサイズが、これから排紙しようとするシートのサイズと同じであるため、
シートを排紙しても積載されたシートが不安定にならないからである。
【０１２８】
　Ｓ２０１２に処理を進めた場合、制御部２０５は、大容量スタッカ２から排紙可能な排
紙先を検索済みであるか否かを判定する。大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索
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済みでないと判定した場合、大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索するために、
図中のＣに進み、図１５のＳ２０２８に処理を進める。
【０１２９】
　一方、大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索済みであると判定した場合、Ｓ２
０１３に処理を進める。
【０１３０】
　Ｓ２０１３にて、制御部２０５は、ジョブを退避させ、ジョブの実行を制限する。これ
は、大容量スタッカにラージサイズのシートが積載されているが、これから排紙しようと
するシートのサイズと異なるため、シートを排紙した結果、シートが不安定になる可能性
があるからである。なお、ジョブを退避させるとは、ＨＤＤ２０９の退避領域に保持させ
ておくことである。ここで、制御部２０５は、操作部２０４に「大容量スタッカからシー
トを取り除いてください。」というメッセージを表示し、ユーザによって大容量スタッカ
からシートが取り除かれた場合に、退避されたジョブを実行するとよい。そして処理を終
了する。
【０１３１】
　次に、Ｓ２００５からＳ２０１５に処理を進めた場合について説明する。
【０１３２】
　Ｓ２０１５にて、制御部２０５は、スタッカトレイＡがトレイフルであるか否かを、ト
レイフル検知センサからの信号に従って判定する。スタッカトレイＡがトレイフルである
と判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０２０に処理を進め、スタッカトレイＡがトレイ
フルでないと判定した場合、Ｓ２０１６に処理を進める。
【０１３３】
　Ｓ２０１６にて、制御部２０５は、大容量スタッカ１のスタッカトレイＡに積載された
シートがあるか否かを排紙状況テーブルに基づいて判定する。スタッカトレイＢよりスタ
ッカトレイＡの方から優先して排紙先候補とするのは、スタックパスの排紙口からの距離
が近いからである。スタッカトレイＡに積載されたシートがないと判定した場合、制御部
２０５は、Ｓ２０１７に処理を進め、スタッカトレイＡに積載されたシートがあると判定
した場合、制御部２０５は、Ｓ２０１８に処理を進める。
【０１３４】
　Ｓ２０１７にて、制御部２０５は、スタッカトレイＡにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１３５】
　Ｓ２０１８に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＡに積載されたシー
トが、これから排紙しようとするシートと同じサイズか否かを判定する。制御部２０５が
、スタッカトレイＡに積載されたシートが、これから排紙しようとするシートと同じサイ
ズであると判定した場合、Ｓ２０１９に処理を進め、同じサイズではないと判定した場合
、Ｓ２０２０に処理を進める。
【０１３６】
　Ｓ２０１９にて、制御部２０５は、スタッカトレイＡにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。これは、スタッカトトレイＡには、既に
積載されたシートがあるが、そのシートのサイズが、これから排紙するシートのサイズと
同じである場合、そのシートを排紙した結果、積載されたシートが不安定にならないと考
えられるためである。
【０１３７】
　Ｓ２０２０に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＢがトレイフルか否
かをトレイフル検知センサからの信号に従って判定する。スタッカトレイＢがトレイフル
であると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０２５に処理を進め、スタッカトレイＢが
トレイフルでないと判定した場合、Ｓ２０２１に処理を進める。
【０１３８】
　Ｓ２０２１で、制御部２０５は、スタッカトレイＢに既に積載されたシートが存在する
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か否かを判定する。スタッカトレイＢに、既に積載されたシートがないと判定した場合、
制御部２０５は、Ｓ２０２２に処理を進め、スタッカトレイＢに、既に積載されたシート
があると判定した場合、Ｓ２０２３に処理を進める。
【０１３９】
　Ｓ２０２２にて、制御部２０５は、スタッカトレイＢにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１４０】
　Ｓ２０２３に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＢに積載されたシー
トが、これから排紙しようとするシートと同じサイズであるか否かを判定する。制御部２
０５は、同じサイズであると判定した場合、Ｓ２０２４に処理を進め、同じサイズではな
いと判定した場合、Ｓ２０２５に処理を進める。
【０１４１】
　Ｓ２０２４にて、制御部２０５は、スタッカトレイＢにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１４２】
　Ｓ２０２５にて、制御部２０５は、大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索済み
であるか否かを判定する。大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索済みでないと判
定した場合、大容量スタッカ２から排紙可能な排紙先を検索するために、図中のＣに進み
、図１５のＳ２０２８に処理を進める。
【０１４３】
　Ｓ２０２６にて、制御部２０５は、積載可能なスタッカトレイがないので、ジョブを退
避させ、ジョブの実行を制限する。制御部２０５は、操作部２０４に「大容量スタッカか
らシートを取り除いてください。」というメッセージを表示し、ユーザによって大容量ス
タッカからシートが取り除かれた場合に、ジョブの実行を再開する。このように、スモー
ルサイズのシートをスタッカトレイに積載させる場合に、複数種類のサイズのシートが混
在しないよう制御する。そして、処理を終了する。
【０１４４】
　次に図１５を用いて、Ｓ２０２７に処理を進めた場合について説明する。
【０１４５】
　Ｓ２０２７で、制御部２０５は、制御部２０５は、ＲＡＭ２０８に格納された設定情報
に従って、ジョブの実行により排紙されるシートの排紙先が大容量スタッカ２であるか否
かを判定する。図６の画面を介して、大量積載処理（大容量スタッカ２）を行うよう設定
されたジョブであると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０２８に処理を進める。一方
、制御部２０５は、受付けたジョブが大量積載処理（大容量スタッカ２）を行うよう設定
されていないジョブであると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０３２に処理を進める
。
【０１４６】
　Ｓ２０３２で、制御部２０５は、ジョブで指定された排紙先にシートを排紙するよう制
御する。例えば、ジョブの設定として中綴じ製本を行うように設定されている場合、制御
部２０５は、シートを中綴じ製本機に搬送し、中綴じ製本処理を実行させた後、中綴じ製
本機の排紙部に排紙するよう制御する。一方、ジョブの設定としてシート処理が特に設定
されていない場合、制御部２０５は、シートを中綴じ製本機に搬送し、シートを排紙トレ
イ３３７に排紙するよう制御する。そして処理を終了する。
【０１４７】
　Ｓ２０２８に処理を進めた場合、制御部２０５は、ジョブを実行することによって排紙
されるシートのサイズがラージサイズであるかスモールサイズであるかを判定する。制御
部２０５は、受付けたジョブのシートが、Ａ４サイズまたはＢ５サイズの場合は、シート
がスモールサイズであると判定し、受付けたジョブのシートがＡ３サイズまたはＢ４サイ
ズの場合、シートがラージサイズであると判定する。制御部２０５は、ジョブのシートの
サイズがラージサイズであると判定した場合、Ｓ２０２９に処理を進め、ジョブのシート



(19) JP 2013-256092 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

のサイズがスモールサイズであると判定した場合、Ｓ２０３６に処理を進める。
【０１４８】
　Ｓ２０２９にて、制御部２０５は、大容量スタッカに既に積載されたシートがあるか否
かを判定する。大容量スタッカに既に積載されたシートがあるか否かを判定するために、
制御部２０５は、例えば、図２１のような積載状況管理テーブルを用いる。積載状況管理
テーブルは、ＨＤＤ２０９に記憶される。制御部２０５は、大容量スタッカ１の２つのス
タッカトレイの少なくとも一方に積載されたシートがあると判定した場合にＳ２０３０に
処理を進め、２つのスタッカトレイのいずれにも積載されたシートがないと判定した場合
にＳ２０３５に処理を進める。
【０１４９】
　Ｓ２０３５に処理を進めた場合、制御部２０５は、ジョブを実行することにより排紙さ
れるラージサイズのシートを、大容量スタッカ１の２つのスタッカトレイにまたがって排
紙するよう決定し、Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。この場合、シートは
、図１１に示すように、２つのスタッカトレイに同一のシートがまたがって積載される。
【０１５０】
　一方、Ｓ２０３０に処理を進めた場合、制御部２０５は、積載されているシートのサイ
ズがジョブを実行することにより排紙されるシートと同じサイズであるか否かを判定する
。制御部２０５は、積載されているシートのサイズが、ジョブを実行することにより排紙
されるシートと同じサイズであると判定した場合、Ｓ２０３１に処理を進める。また、制
御部２０５は、積載されているシートのサイズがジョブを実行することにより排紙される
シートと同じサイズではないと判定した場合、Ｓ２０３２に処理を進める。
【０１５１】
　Ｓ２０３１にて、制御部２０５は、スタッカトレイＣとＤがトレイフルであるか否かを
、トレイフル検知センサ判定する。スタッカトレイＣとＤは、シートが積まれる度に下げ
られる。そのため、スタッカトレイＣとＤが、最も下がっていることを、図９に示すトレ
イフル検知センサによって検知した場合に、スタッカトレイＣとＤがトレイフルであると
判定する。スタッカトレイＣとＤがトレイフルであると判定した場合、Ｓ２０３３に処理
を進め、スタッカトレイＣとＤがトレイフルではないと判定した場合、Ｓ２０３２に処理
を進める。
【０１５２】
　Ｓ２０３２にて、制御部２０５は、既に積載されているラージサイズのシートの上に、
ラージサイズのシートを排紙するよう決定し、Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行
する。このように制御する理由は、既にラージサイズのシートが積載されているが、積載
されたシートのサイズが、これから排紙しようとするシートのサイズと同じであるため、
シートを排紙しても積載されたシートが不安定にならないからである。
【０１５３】
　Ｓ２０３３に処理を進めた場合、制御部２０５は、大容量スタッカ１から排紙可能な排
紙先を検索済みであるか否かを判定する。大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索
済みでないと判定した場合、大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索するために、
図中のＤに進み、図１５のＳ２００５に処理を進める。
【０１５４】
　一方、大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索済みであると判定した場合、Ｓ２
０３４に処理を進める。
【０１５５】
　Ｓ２０３４にて、制御部２０５は、ジョブを退避させ、ジョブの実行を制限する。これ
は、大容量スタッカにラージサイズのシートが積載されているが、これから排紙しようと
するシートのサイズと異なるため、シートを排紙した結果、シートが不安定になる可能性
があるからである。なお、ジョブを退避させるとは、ＨＤＤ２０９の退避領域に保持させ
ておくことである。ここで、制御部２０５は、操作部２０４に「大容量スタッカからシー
トを取り除いてください。」というメッセージを表示し、ユーザによって大容量スタッカ
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からシートが取り除かれた場合に、退避されたジョブを実行するとよい。そして処理を終
了する。
【０１５６】
　次に、Ｓ２０２８からＳ２０３６に処理を進めた場合について説明する。
【０１５７】
　Ｓ２０３６にて、制御部２０５は、スタッカトレイＣがトレイフルであるか否かを、ト
レイフル検知センサからの信号に従って判定する。スタッカトレイＣがトレイフルである
と判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０４１に処理を進め、スタッカトレイＣがトレイ
フルでないと判定した場合、Ｓ２０３７に処理を進める。
【０１５８】
　Ｓ２０３７にて、制御部２０５は、大容量スタッカ２のスタッカトレイＣに積載された
シートがあるか否かを排紙状況テーブルに基づいて判定する。スタッカトレイＤよりスタ
ッカトレイＣの方から優先して排紙先候補とするのは、スタックパスの排紙口からの距離
が近いからである。スタッカトレイＣに積載されたシートがないと判定した場合、制御部
２０５は、Ｓ２０３８に処理を進め、スタッカトレイＣに積載されたシートがあると判定
した場合、制御部２０５は、Ｓ２０３９に処理を進める。
【０１５９】
　Ｓ２０３８にて、制御部２０５は、スタッカトレイＣにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１６０】
　Ｓ２０３９に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＣに積載されたシー
トが、これから排紙しようとするシートと同じサイズか否かを判定する。制御部２０５が
、スタッカトレイＣに積載されたシートが、これから排紙しようとするシートと同じサイ
ズであると判定した場合、Ｓ２０４０に処理を進め、同じサイズではないと判定した場合
、Ｓ２０４１に処理を進める。
【０１６１】
　Ｓ２０４０にて、制御部２０５は、スタッカトレイＣにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。これは、スタッカトトレイＣには、既に
積載されたシートがあるが、そのシートのサイズが、これから排紙するシートのサイズと
同じである場合、そのシートを排紙した結果、積載されたシートが不安定にならないと考
えられるためである。
【０１６２】
　Ｓ２０４１に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＤがトレイフルか否
かをトレイフル検知センサからの信号に従って判定する。スタッカトレイＤがトレイフル
であると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ２０４７に処理を進め、スタッカトレイＤが
トレイフルでないと判定した場合、Ｓ２０４２に処理を進める。
【０１６３】
　Ｓ２０４２で、制御部２０５は、スタッカトレイＤに既に積載されたシートが存在する
か否かを判定する。スタッカトレイＤに、既に積載されたシートがないと判定した場合、
制御部２０５は、Ｓ２０４３に処理を進め、スタッカトレイＤに、既に積載されたシート
があると判定した場合、Ｓ２０４４に処理を進める。
【０１６４】
　Ｓ２０４３にて、制御部２０５は、スタッカトレイＤにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１６５】
　Ｓ２０４４に処理を進めた場合、制御部２０５は、スタッカトレイＤに積載されたシー
トが、これから排紙しようとするシートと同じサイズであるか否かを判定する。制御部２
０５は、同じサイズであると判定した場合、Ｓ２０４５に処理を進め、同じサイズではな
いと判定した場合、Ｓ２０４６に処理を進める。
【０１６６】
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　Ｓ２０４５にて、制御部２０５は、スタッカトレイＤにシートを排紙するよう決定し、
Ｓ２０１１に処理を進め、印刷処理を実行する。
【０１６７】
　Ｓ２０４６にて、制御部２０５は、大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索済み
であるか否かを判定する。大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索済みでないと判
定した場合、大容量スタッカ１から排紙可能な排紙先を検索するために、図中のＤに進み
、図１４のＳ２００５に処理を進める。
【０１６８】
　Ｓ２０４７にて、制御部２０５は、積載可能なスタッカトレイがないので、ジョブを退
避させ、ジョブの実行を制限する。制御部２０５は、操作部２０４に「大容量スタッカか
らシートを取り除いてください。」というメッセージを表示し、ユーザによって大容量ス
タッカからシートが取り除かれた場合に、ジョブの実行を再開する。このように、スモー
ルサイズのシートをスタッカトレイに積載させる場合に、複数種類のサイズのシートが混
在しないよう制御する。そして、処理を終了する。
以上のような制御によって、制御部２０５は、ジョブを実行することによって、印刷され
るシートの排紙先を決定する。
【０１６９】
　次に図１６を用いて、Ｓ２０１１で実行される印刷処理について説明する。図１６のフ
ローチャートに示す各ステップの処理は、制御部２０５がＲＯＭ２０７に記憶されたプロ
グラムを読み出して実行することによって行われる。
【０１７０】
　Ｓ３００１で、制御部２０５は、Ｓ２００１で受け付けた設定情報に従って、シートの
給紙元となる給紙カセットを決定し、決定された給紙カセットからシートを１枚給紙する
。そして、制御部２０５は、給紙したシートに画像を印刷する。
【０１７１】
　Ｓ３００２で、制御部２０５は、画像が印刷されたシートを、上述の処理で決定された
排紙先に排紙する。
【０１７２】
　Ｓ３００３で、制御部２０５は、排紙されたシートが、ジョブの実行によって排紙され
る１枚目のシートであるか否かを判定する。具体的に、制御部２０５は、ジョブごとに排
紙したシートの枚数をカウントするカウンタをＲＡＭ２０８に用意し、そのカウンタの値
を参照して１枚目のシートであるか否かを判定する。このカウンタは、ジョブの開始時に
制御部２０５によってゼロにリセットされる。排紙されたシートが、ジョブの実行によっ
て排紙される１枚目のシートであると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ３００５に処理
を進める。一方、排紙されたシートが、ジョブの実行によって排紙される１枚目のシート
でないと判定した場合、制御部２０５は、Ｓ３００４に処理を進める。
【０１７３】
　Ｓ３００４で、制御部２０５は、排紙されたシートの排紙先が、前に排紙したシートの
排紙先と異なるか否かを判定する。排紙されたシートの排紙先が、前に排紙したシートの
排紙先と異なると判定された場合、制御部２０５は、Ｓ３００５に処理を進める。一方、
排紙されたシートの排紙先が、前に排紙したシートの排紙先と異ならないと判定した場合
、制御部２０５は、Ｓ３００６に処理を進める。
【０１７４】
　Ｓ３００５で、制御部２０５は、Ｓ３００２で用意された排紙先情報ブロックに、排紙
先を記憶する。制御部２０５は、排紙先を、上から順に記憶しておくことによって、ジョ
ブごとのシートの排紙順を認識することができる。
【０１７５】
　Ｓ３００６で、制御部２０５は、排紙先のスタッカトレイで、トレイフルが発生したか
否かを、トレイフル検知センサからの信号に従って判定する。排紙先のスタッカトレイで
、トレイフルが発生したと判定した場合、制御部２０５は、次のシートの排紙先を決定し
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直すために、図１４のＳ２００５に処理を進める。制御部２０５は、Ｓ２００５に処理を
進めた場合、以降の処理を、次のシートの排紙先を決めるために行う。
【０１７６】
　Ｓ３００７で、制御部２０５は、未印刷のページがあるか否かを判定する。未印刷のペ
ージがあると判定した場合、制御部２０５は、Ｓ３００１に処理を進め、未印刷のページ
がないと判定した場合、制御部２０５は、処理を終了する。
【０１７７】
　図１７（ｂ）は、上述の処理によって、ジョブ毎に複数のスタッカトレイに分けて印刷
物を排紙したときの排紙先情報ブロックを示す。
【０１７８】
　ジョブＩＤが「６５４２」のジョブの印刷物は、スタッカトレイＣに排紙された後、ス
タッカトレイＤに排紙され、その後、スタッカトレイＡに排紙されていることがわかる。
【０１７９】
　ジョブＩＤが「６５４３」のジョブは、ジョブＩＤが「６５４２」のジョブの次に実行
され、ジョブＩＤが「６５４３」のジョブの印刷物は、スタッカトレイＢに排紙されてい
ることがわかる。
【０１８０】
　次に、図１８を用いて、シートの取り出し時の処理を説明する。図１８のフローチャー
トに示す各ステップの処理は、制御部２０５がＲＯＭ２０７に記憶されたプログラムを読
み出して実行することによって行われる。
【０１８１】
　Ｓ４０００で、制御部２０５は、ユーザからジョブ履歴画面を表示するよう要求された
場合に、操作部２０４に図１９に示すジョブ履歴画面を表示する。制御部２０５は、ジョ
ブを実行する際に、ジョブに対して発行したジョブＩＤ（受付番号）や、ジョブの実行日
時、ジョブ名、ユーザ名、ジョブの実行結果をＨＤＤ２０９に記憶しておき、当該記憶さ
れた情報に基づいて図１９に示す画面を表示する。また、排紙先情報ブロックがＨＤＤ２
０９に記憶されているジョブについて、制御部２０５は、排紙情報の欄に「あり」という
ボタンを表示する。
【０１８２】
　Ｓ４００１で、制御部２０５は、ユーザから、排紙状況画面の表示指示を受け付けたか
否かを判定する。具体的に、制御部２０５は、図１９に示す「あり」ボタンが押されたか
否かを判定する。図１９に示す「あり」ボタンが押されたと判定した場合、制御部２０５
は、Ｓ４００２に処理を進める。一方、図１９に示す「あり」ボタンが押されていないと
判定した場合、制御部２０５は、Ｓ４０００に処理を進める。
【０１８３】
　Ｓ４００２で、制御部２０５は、図２０に示す排紙状況画面を操作部２０４に表示する
。図２０に示す排紙状況画面には、図１９に示す「あり」ボタンが押されたジョブの印刷
物の排紙状況が表示される。また、図２０に示す排紙状況画面は、排紙順に取り出しボタ
ン７０１と、大容量スタッカの外観を示す外観７０２と、トレイを指定するためのボタン
７０３～７０６、及び閉じるボタン７０７を含んでいる。制御部２０５は、この外観７０
２やボタン７０３～７０６を大容量スタッカ１及び大容量スタッカ２の構成を示す構成情
報を、大容量スタッカ１及び大容量スタッカ２が備える不図示のメモリから取得して表示
する。なお、ボタン７０３～７０６は、それぞれスタッカトレイＡ～Ｄに対応する。さら
に、制御部２０５は、ジョブを実行することによって排紙された印刷物の排紙順を、各ス
タッカトレイに対応付けて表示する。図２０は、図１９の画面でジョブＸの「あり」ボタ
ンが押された場合に表示される画面の例である。図１９の画面でジョブＸの「あり」ボタ
ンが押されると、制御部２０５は、ＨＤＤ２０９に記憶された排紙先情報ブロックの中か
ら、ジョブＸのジョブＩＤ「６５４１」を有する排紙先情報ブロックを検索する。そして
、制御部２０５は、ジョブＩＤ「６５４１」を有する排紙先情報ブロックに記憶された排
紙順を示す情報に従って、各スタッカトレイの上に、排紙順を示す数字を表示する。
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【０１８４】
　Ｓ４００３で、制御部２０５は、排紙状況画面の排紙順に取り出しボタン７０１が押さ
れたか否かを判定する。排紙順に取り出しボタン７０１が押されたと判定した場合、制御
部２０５は、Ｓ４００４に処理を進め、排紙順に取り出しボタン７０１が押されていない
と判定した場合、制御部２０５は、Ｓ４００７に処理を進める。
【０１８５】
　Ｓ４００４で、制御部２０５は、図２０で表示中のジョブに関して、そのジョブの排紙
先情報ブロックの中で、排紙順位が最も小さいスタッカトレイを特定する。そして、制御
部２０５は、そのスタッカトレイを台車の上まで下ろし、そのスタッカトレイの前ドアを
開けることによって、そのスタッカトレイに積載されたシートをユーザが取り出せるよう
にする。そして、Ｓ４００５に処理を進める。
【０１８６】
　一方、Ｓ４００３からＳ４００７に処理を進めた場合、制御部２０５は、特定のスタッ
カトレイに対して取り出し指示を受け付けたか否かを判定する。具体的に、Ｓ４００７で
、制御部２０５は、図１８に示すボタン７０３～７０６のいずれかのボタンが押されたか
否かを判定する。図１８に示すボタン７０３～７０６のいずれかのボタンが押されたと判
定した場合、制御部２０５は、Ｓ４００８に処理を進め、図１８に示すボタン７０３～７
０６のいずれかのボタンが押されていないと判定した場合、制御部２０５は、Ｓ４００６
に処理を進める。
【０１８７】
　Ｓ４００８で、制御部２０５は、ボタンに対応するスタッカトレイを台車の上まで下ろ
し、そのスタッカトレイに対応する前ドアを開けることによって、そのスタッカトレイに
積載されたシートをユーザが取り出せるようにする。そして、Ｓ４００５に処理を進める
。
【０１８８】
　Ｓ４００５で、制御部２０５は、図２０で表示中のジョブに関して、そのジョブの印刷
物が取り出されたスタッカトレイの登録順を、そのジョブの排紙先情報ブロックから抹消
する。
【０１８９】
　Ｓ４００６で、制御部２０５は、排紙状況画面の表示中止指示を受け付けたか否かを判
定する。具体的に、制御部２０５は、図２０に示す閉じるボタン７０７が押されたか否か
を判定する。排紙状況画面の表示中止指示を受け付けたと判定した場合、処理を終了し、
排紙状況画面の表示中止指示を受け付けていないと判定した場合、Ｓ４００２に処理を進
める。
【０１９０】
　以上説明したように、印刷の実行時に各スタッカトレイの排紙順を記憶し、排紙順に取
り出すよう指示された場合に、排紙順に印刷物をユーザが取り出すための動作を実行する
。それによって、排紙順を示す合紙等の通知用のシートを出力せずとも、ユーザは、排紙
順どおりに印刷物を取り出すことができる。
【０１９１】
　なお、上述した実施形態では、Ｓ４００４やＳ４００８で、制御部２０５がスタッカト
レイの前ドアを開ける例を説明したが、本発明はこれに限られない。例えば、前ドアが施
錠可能なものであって、Ｓ４００４やＳ４００８で、制御部２０５が、その前ドアの鍵を
開けて前ドアを開閉できるようにしてもよい。それによって、ユーザは、前ドアを手動で
開けて、印刷物を取り出すことができる。
【０１９２】
　＜その他の実施形態＞
　なお、ユーザは、大容量スタッカ１が備える取り出しボタン（取出しボタン２００１ま
たは取り出しボタン２００２）または大容量スタッカ２が備える取り出しボタン（取出し
ボタン２００３または取り出しボタン２００４）を押すことで印刷物を取り出せる。これ
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らの取り出しボタンが押された場合にも、制御部２０５は、押された取り出しボタンに対
応するスタッカトレイを台車の上まで下ろす。そして、制御部２０５は、そのスタッカト
レイに対応する前ドアを開けることによって、そのスタッカトレイに積載された印刷物を
ユーザが取り出せるようにしてもよい。その場合に、制御部２０５は、シートが取り出さ
れたスタッカトレイの登録を、各排紙先情報ブロックから抹消してもよいし、抹消しなく
てもよい。
【０１９３】
　また、上述した実施形態では、図２０の排紙順に取り出しボタン７０１の押下を１回受
け付けるたびに、１つのスタッカトレイを下ろし、そのスタッカトレイに対応する前ドア
を開ける例を説明した。すなわち、図２０の排紙順に取り出しボタン７０１の押下を１回
受け付けたら１つ目のスタッカトレイ（第１の排紙トレイ）を下ろし、２回受け付けたら
、２つ目のスタッカトレイ（第２の排紙トレイ）を下ろし、それぞれのスタッカトレイの
前ドアを開けている。しかしながら、本発明は、これに限られない。制御部２０５は、図
２０の排紙順に取り出しボタン７０１の押下を１回受け付けたことに従って、図２０で表
示されたジョブの実行によりシートが排紙された２以上のスタッカトレイを全て下ろし、
その２以上のスタッカトレイに対応する前ドアを全て開けてもよい。
【０１９４】
　また、上述した実施形態では、１ページ目から順番に印刷する場合を例に説明した。最
後のページから印刷する逆順印刷を実行する場合には、各ジョブの排紙順を排紙先情報ブ
ロックに下から順に記憶していけばよい。それによって、ユーザは、逆順印刷を実行した
場合であっても、後から容易に、ページ順に印刷物を取り出すことができる。
【０１９５】
　さらに、上述した実施形態では、排紙順に取り出す例を説明した。しかしながら、各ジ
ョブのボタンとして、排紙順とは逆の順番で取り出すボタンがあってもよい。そのボタン
が押された場合、制御部２０５は、そのジョブの排紙先情報ブロックの排紙順を示す情報
を下から順に読み出し、下から順にスタッカトレイのリフトダウンと、前ドアのオープン
を実行する。それによって、ユーザは、印刷物を排紙順とは逆順に取り出すことができる
。
【０１９６】
　上述の実施形態において取り出し指示を行ったスタッカトレイに印刷物の取り残しがあ
った場合、ユーザが、順番に取り出して組み合わせた印刷物のページ順が狂ってしまう可
能性がある。そこで、制御部２０５は、大容量スタッカの前ドアが閉められたことを、不
図示の前ドア開閉検知センサによって検知した場合に、その前ドアに対応するスタッカト
レイにシートが有るか否かを不図示のシート検知センサからの信号によって判断する。シ
ートが有ると判断した場合、制御部２０５は、図２２に示すようなメッセージを操作部２
０４に表示する。図２２に示す画面を見て、ユーザは、印刷物の取り残しがあることと、
印刷物の取り残しは、どのスタッカトレイに存在するかを容易に知ることができる。
【０１９７】
　なお、次のトレイから取り出すボタン９０１が押された場合、制御部２０５は、印刷物
の取り残しを無視して、次のスタッカトレイを下ろす。一方、取り残しがあるトレイをも
う一度下げるボタン９０２が押された場合、制御部２０５は、取り残しがあるトレイを再
度下ろす。
【０１９８】
　また、上述した実施形態では、各大容量スタッカが複数のスタックトレイを備える場合
を例に説明したが、各大容量スタッカが１つのスタックトレイを備え、それらのスタック
トレイに分けてシートが排紙される場合に適用することもできる。
【０１９９】
　また、上述した実施形態では、大容量スタッカのように中が見えない筺体型の装置を例
に説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、中が見える筺体型の装置
に適用してもよいし、通常の排紙トレイに適用してもよい。通常の排紙トレイに適用する
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場合、その排紙トレイに積載されたシートをユーザが取り出す際に、当該排紙トレイが移
動可能になっており、複数の排紙トレイに排紙されたシートが排紙順に、ユーザが取り出
しやすい位置に移動されるものであるとよい。
【０２００】
　本実施形態におけるフローチャートに示す機能は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介
して取得したソフトウエア（プログラム）をコンピュータパソコン等の処理装置（ＣＰＵ
、プロセッサ）にて実行することでも実現できる。
【符号の説明】
【０２０１】
　２０３　プリンタ部
　２０５　制御部
　２０９　ＨＤＤ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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