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(57)【要約】
【課題】ユーザーの利便性を損なうことなく、印刷不良
が発生するのを抑制する。
【解決手段】画像形成装置の制御部は、セット原稿と同
じ原稿サイズに対応付けられたサイズおよび種類の用紙
を対象用紙と認識するとともに、対象用紙を収容する収
容部が存在するか否かを判断し、対象用紙を収容する収
容部が存在する場合、制御部は、対象用紙のサイズおよ
び種類に基づき動作設定処理を行い、対象用紙を収容す
る収容部が存在しない場合、操作表示部は、対象用紙の
サイズおよび種類を選択肢として表示し用紙選択操作の
受け付けを行い、制御部は、選択されたサイズおよび種
類に基づき動作設定処理を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象の原稿がセットされるセット部と、
　画像が印刷される用紙を収容する収容部と、
　コピージョブの実行時に、前記セット部にセットされた原稿を読み取る画像読取部と、
　前記コピージョブの実行時に、前記収容部に収容された用紙を用紙搬送路に給紙して搬
送し、前記画像読取部による原稿の読み取りによって得られた画像を搬送中の用紙に印刷
する印刷部と、
　前記コピージョブで使用する用紙の用紙サイズおよび用紙種類に基づき、前記コピージ
ョブの実行時の前記印刷部の動作条件を設定する動作設定処理を行う制御部と、
　前記コピージョブで読取対象とされた原稿の原稿サイズに、当該原稿を読取対象とする
前記コピージョブで使用された用紙の用紙サイズおよび用紙種類を示す用紙情報を対応付
けて記憶する記憶部と、
　ユーザーから操作を受け付ける操作表示部と、を備え、
　前記制御部は、前記セット部にセットされたセット原稿の原稿サイズを検知し、前記セ
ット原稿と同じ原稿サイズに対応付けられた前記用紙情報で示されるサイズおよび種類の
用紙を対象用紙と認識するとともに、前記対象用紙を収容する前記収容部が存在するか否
かの判断を行い、
　前記対象用紙を収容する前記収容部が存在する場合、前記制御部は、前記対象用紙の用
紙サイズおよび用紙種類に基づき前記動作設定処理を行い、
　前記対象用紙を収容する前記収容部が存在しない場合、前記操作表示部は、前記対象用
紙の用紙サイズおよび用紙種類を選択肢として表示し、用紙サイズおよび用紙種類を選択
するための用紙選択操作の受け付けを行い、前記制御部は、前記用紙選択操作により選択
された用紙サイズおよび用紙種類に基づき前記動作設定処理を行うことを特徴とする画像
形成装置。
【請求項２】
　複数の前記収容部を備え、
　前記記憶部は、前記コピージョブで使用された用紙の使用頻度を示す使用頻度情報を用
紙の用紙サイズおよび用紙種類の組み合わせごとに記憶し、
　前記対象用紙を収容する前記収容部が２つ以上存在する場合、前記制御部は、前記使用
頻度情報に基づき、２つ以上の前記収容部にそれぞれ収容された前記対象用紙のうち前記
使用頻度がより高い高頻度の前記対象用紙を認識し、前記高頻度の対象用紙の用紙サイズ
および用紙種類に基づき前記動作設定処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の画像
形成装置。
【請求項３】
　前記２つ以上の収容部にそれぞれ収容された前記対象用紙の前記使用頻度が互いに同じ
場合、前記操作表示部は、前記２つ以上の収容部にそれぞれ収容された前記対象用紙の用
紙サイズおよび用紙種類を選択肢として表示して前記用紙選択操作の受け付けを行うこと
を特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記セット原稿と同じ原稿サイズに対応付けられた前記用紙情報が前記記憶部に記憶さ
れていない場合、前記操作表示部は、前記セット原稿と同じ原稿サイズに対応付けられた
デフォルトの用紙サイズおよび用紙種類を選択肢として表示して前記用紙選択操作の受け
付けを行うことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　用紙が載置される手差しトレイを備え、
　前記用紙選択操作により選択されたサイズおよび種類の用紙を収容する前記収容部が存
在しない場合、前記操作表示部は、前記用紙選択操作により選択したサイズおよび種類の
用紙を前記手差しトレイ上に載置するよう促すメッセージを表示し、前記制御部は、前記
手差しトレイを給紙元に設定することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
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画像形成装置。
【請求項６】
　前記印刷部は、互いに圧接することで定着ニップを形成し、前記定着ニップを通過する
用紙上の画像を用紙に定着させる一対の定着ローラーを含み、
　前記制御部は、前記コピージョブで使用する用紙の用紙サイズおよび用紙種類に基づき
前記定着ニップの圧力を設定する処理を前記動作設定処理として行うことを特徴とする請
求項１～５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コピージョブの実行が可能な画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コピージョブの実行が可能な画像形成装置は、原稿を読み取る画像読取部や、画像読取
部の読み取りによって得られた原稿の画像を用紙に印刷する印刷部などを備える。また、
このような画像形成装置には、コピージョブで使用する用紙を収容するための収容部が装
着される（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　印刷部は、コピージョブを実行するとき、収容部に収容された用紙を用紙搬送路に給紙
するとともに、用紙搬送路に沿って用紙を搬送し、搬送中の用紙に画像を印刷する。ここ
で、画像形成装置の各部の動作を制御する制御部は、コピージョブで使用する用紙の用紙
サイズや用紙種類（普通紙、厚紙、はがき、および、封筒など）に基づき、ジョブ実行時
の印刷部の動作条件を設定する。そして、制御部は、当該設定した設定内容に基づき、印
刷部のジョブ実行時の動作を制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－９１２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ユーザーによっては、収容部に現在収容されている用紙とはサイズおよび種類が異なる
用紙（現在収容されていない用紙）をコピージョブで使用したい場合がある。この場合に
は、ユーザー所望の用紙を新たに収容部に収容するための作業（用紙収容作業）を行う必
要がある。また、用紙収容作業に加えて、収容部の設定を変更するための操作（収容部設
定操作）を行わなければならない。なお、収容部設定操作は、収容部に新たに収容した用
紙の用紙サイズおよび用紙種類を入力するための操作などを含む。
【０００６】
　仮に、収容部設定操作を行わなかった場合には、印刷部の動作条件に関する設定内容が
ユーザー所望の用紙のサイズおよび種類に対応した設定内容とならず、出力画像の画質が
低下するなどの印刷不良が発生する。しかし、ユーザーからすると、収容部設定操作を行
うのは煩わしい。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、ユーザーの利便性を損なう
ことなく、印刷不良が発生するのを抑制することが可能な画像形成装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、読取対象の原稿がセットされる
セット部と、画像が印刷される用紙を収容する収容部と、コピージョブの実行時に、セッ
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ト部にセットされた原稿を読み取る画像読取部と、コピージョブの実行時に、収容部に収
容された用紙を用紙搬送路に給紙して搬送し、画像読取部による原稿の読み取りによって
得られた画像を搬送中の用紙に印刷する印刷部と、コピージョブで使用する用紙の用紙サ
イズおよび用紙種類に基づき、コピージョブの実行時の印刷部の動作条件を設定する動作
設定処理を行う制御部と、コピージョブで読取対象とされた原稿の原稿サイズに、当該原
稿を読取対象とするコピージョブで使用された用紙の用紙サイズおよび用紙種類を示す用
紙情報を対応付けて記憶する記憶部と、ユーザーから操作を受け付ける操作表示部と、を
備える。そして、制御部は、セット部にセットされたセット原稿の原稿サイズを検知し、
セット原稿と同じ原稿サイズに対応付けられた用紙情報で示されるサイズおよび種類の用
紙を対象用紙と認識するとともに、対象用紙を収容する収容部が存在するか否かの判断を
行う。対象用紙を収容する収容部が存在する場合、制御部は、対象用紙の用紙サイズおよ
び用紙種類に基づき動作設定処理を行う。対象用紙を収容する収容部が存在しない場合、
操作表示部は、対象用紙の用紙サイズおよび用紙種類を選択肢として表示し、用紙サイズ
および用紙種類を選択するための用紙選択操作の受け付けを行い、制御部は、用紙選択操
作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を行う。
【０００９】
　本発明の構成では、対象用紙（セット原稿と同じ原稿サイズの原稿を読取対象とする過
去のコピージョブで使用された用紙）が収容部に収容されている場合、対象用紙の用紙サ
イズおよび用紙種類に基づき動作設定処理が自動的に行われる。したがって、ユーザー所
望の用紙（今回のコピージョブで使用したい用紙）が対象用紙と同じ用紙サイズおよび用
紙種類である場合には、原稿をセットするだけでよくなる（コピージョブで使用する用紙
に関する設定を行わなくてもよい）。
【００１０】
　ここで、ユーザー所望の用紙（今回のコピージョブで使用したい用紙）が対象用紙と同
じ用紙サイズおよび用紙種類であるが、対象用紙が収容部に現在収容されていない場合に
は、ユーザー所望の用紙を収容部に新たに収容する必要がある。しかし、この場合には、
用紙選択操作の受け付けが行われる。なお、用紙選択操作を受け付けるとき、操作表示部
は、対象用紙の用紙サイズおよび用紙種類を選択肢として表示する。そして、制御部は、
用紙選択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を自動的
に行う。したがって、原稿をセットした後、ユーザー所望の用紙と同じ用紙サイズおよび
用紙種類を選択するだけでよくなり、収容部に新たに収容したユーザー所望の用紙の用紙
サイズおよび用紙種類を入力するための操作は不要となる。これにより、ユーザーの利便
性が向上する。また、用紙選択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき
動作設定処理が自動的に行われるので、印刷部の動作条件に関する設定内容がユーザー所
望の用紙の用紙サイズおよび用紙種類に対応した設定内容と合致しない、という不都合が
発生するのを抑制することができる（印刷不良が発生するのを抑制することができる）。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の構成では、ユーザーの利便性を損なうことなく、印刷不良が発生するのを抑制
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態による複合機の全体構成を示す図
【図２】本発明の一実施形態による複合機の画像読取部の構成を示す図
【図３】本発明の一実施形態による複合機のハードウェア構成を示す図
【図４】本発明の一実施形態による複合機に記憶される対応関係情報について説明するた
めの図
【図５】本発明の一実施形態による複合機にて行われる動作設定処理の流れについて説明
するためのフローチャート
【図６】本発明の一実施形態による複合機にて行われる動作設定処理の流れについて説明
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するためのフローチャート
【図７】本発明の一実施形態による複合機に表示される用紙選択画面を示す図
【図８】本発明の一実施形態による複合機に表示される報知メッセージを示す図
【図９】本発明の一実施形態による複合機に表示される報知メッセージを示す図
【図１０】本発明の一実施形態による複合機に表示される用紙選択画面を示す図
【図１１】本発明の一実施形態による複合機に表示される用紙選択画面を示す図
【図１２】本発明の一実施形態による複合機に表示される用紙選択画面を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の一実施形態による画像形成装置について、スキャン機能やプリント機
能など複数種の機能を有する複合機を例にとって説明する。
【００１４】
＜複合機の全体構成＞
　図１に示すように、本実施形態の複合機１００は、印刷部１および画像読取部２を備え
る。印刷部１は、用紙Ｐを搬送するとともに、印刷すべき画像（トナー像）を形成し、搬
送中の用紙Ｐに画像を印刷する。画像読取部２は、原稿Ｄを読み取って原稿Ｄの画像デー
タを生成する。コピージョブでは、原稿Ｄの画像データに基づく画像が形成され、当該形
成された画像が用紙Ｐに印刷される。
【００１５】
　複合機１００の印刷部１は、給紙部１１、用紙搬送部１２、画像形成部１３および定着
部１４を備える。また、印刷部２は、用紙Ｐが搬送される用紙搬送路１０Ｐ（図１では破
線で示す）を有する。
【００１６】
　給紙部１１は、ピックアップローラーおよび給紙ローラー対を含む。ピックアップロー
ラーは、用紙カセット１０Ｃに収容された用紙Ｐを用紙カセット１０Ｃから引き出し、給
紙ローラー対のニップに用紙Ｐを送り出す。給紙ローラー対は、給紙ローラーから送られ
てくる用紙Ｐを用紙搬送路１０Ｐに給紙する。なお、用紙カセット１０Ｃは「収容部」に
相当する。
【００１７】
　用紙カセット１０Ｃは、複合機１００の装置本体に対して着脱可能であり、用紙カセッ
ト１０Ｃに用紙Ｐを新たに収容する作業（現在収容されている用紙Ｐを別の用紙Ｐに交換
する作業を含む）をユーザーが行うとき、ユーザーにより装置本体から引き出される。そ
して、用紙カセット１０Ｃに用紙Ｐが新たに収容された後、用紙カセット１０Ｃが装置本
体に再度装着される。なお、用紙カセット１０Ｃの装着数は特に限定されず、複数でもよ
いし１つでもよい。一例として、図１には、複数の用紙カセット１０Ｃが装着された複合
機１００を図示する。
【００１８】
　用紙搬送部１２は、複数の搬送ローラー対を含む。複数の搬送ローラー対は、用紙搬送
路１０Ｐの搬送経路上に配置され、用紙搬送路１０Ｐに沿って用紙Ｐを搬送する。
【００１９】
　画像形成部１３は、感光体ドラム、帯電装置、露光装置、現像装置、転写ローラーおよ
びクリーニング装置を含む。そして、画像形成部１３は、画像データ（たとえば、画像読
取部２による原稿Ｄの読み取りによって得られた原稿Ｄの画像データ）に基づきトナー像
を形成し、そのトナー像を用紙Ｐに転写する。
【００２０】
　定着部１４は、一対の定着ローラー１４１および１４２を含む。一方の定着ローラー１
４１（加熱ローラー１４１）は、ヒーターを内蔵する。他方の定着ローラー１４２（加圧
ローラー１４２）は、加熱ローラー１４１と圧接し、加熱ローラー１４１との間で定着ニ
ップを形成する。そして、定着部１４は、定着ニップを通過する用紙Ｐを加熱および加圧
することにより、用紙Ｐ上のトナー像を用紙Ｐに定着させる。
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【００２１】
　ここで、複合機１００には、手差しトレイ１０Ｍが設けられる。そして、手差しトレイ
１０Ｍ上に載置された用紙Ｐを用紙搬送路１０Ｐに給紙するため、印刷部１は手差し給紙
部１５を備える。手差し給紙部１５は、手差しピックアップローラーおよび手差し給紙ロ
ーラー対を含む。手差しピックアップローラーは、手差しトレイ１０Ｍ上に載置された用
紙Ｐを手差し給紙ローラー対のニップに送り出す。手差し給紙ローラー対は、手差し給紙
ローラー対から送られてくる用紙Ｐを用紙搬送路１０Ｐに給紙する。
【００２２】
　複合機１００の画像読取部２は、図２に示すように、光源２１およびイメージセンサー
２２を含み、原稿Ｄを光学的に読み取る。光源２１およびイメージセンサー２２は、読取
筐体２３の内部に設置される。この読取筐体２３の上面には、載置読取用のコンタクトガ
ラス２３１および搬送読取用のコンタクトガラス２３２が設置される。
【００２３】
　また、読取筐体２３には、原稿搬送ユニット２４が回動（開閉）可能に設置される。原
稿搬送ユニット２４は、原稿Ｄを搬送するための原稿搬送路２０Ｐ（図２では破線で示す
）を有する。原稿搬送路２０Ｐは、原稿セットトレイ２４１から、コンタクトガラス２３
２上の所定位置（搬送読取時の読取位置）を経由し、原稿搬出トレイ２４２に至る。
【００２４】
　なお、原稿セットトレイ２４１には、原稿Ｄの主走査方向（原稿Ｄの搬送方向と直交す
る方向）の位置決めを行うための一対の原稿ガイド２４３が設けられる。一対の原稿ガイ
ド２４３は、互いに連動して主走査方向にスライド可能とされており、一方の原稿ガイド
２４３をスライドさせることによって他方の原稿ガイド２４３もスライドする。ただし、
一対の原稿ガイド２４３は、互いに逆方向にスライドする。すなわち、一対の原稿ガイド
２４３は、互いに離れる方向または互いに近づく方向にスライドする。
【００２５】
　載置読取では、読取対象の原稿Ｄがコンタクトガラス２３１上に載置（セット）され、
コンタクトガラス２３１上に載置された原稿Ｄの読み取りが画像読取部２によって行われ
る。また、搬送読取では、読取対象の原稿Ｄが原稿セットトレイ２４１上に載置（セット
）され、その原稿Ｄが原稿搬送ユニット２４によってコンタクトガラス２３２上に搬送さ
れる。そして、搬送中の原稿Ｄがコンタクトガラス２３２上の所定位置を通過するとき、
原稿Ｄの読み取りが画像読取部２によって行われる。
【００２６】
　この構成では、コンタクトガラス２３１および原稿セットトレイ２４１がそれぞれ「セ
ット部」に相当する。図２では、コンタクトガラス２３１上に載置された原稿Ｄおよび原
稿セットトレイ２４１上に載置された原稿Ｄの両方を図示する。なお、原稿搬送ユニット
２４は、コンタクトガラス２３１上に載置された原稿Ｄを押え付けるための原稿押えとし
ての機能も有する。
【００２７】
　図１に戻って、複合機１００は、操作パネル３を備える。操作パネル３は、タッチパネ
ルディスプレイ３１およびハードウェアキー３２を含む。タッチパネルディスプレイ３１
は、各種画面を表示し、当該表示した画面に対する操作をユーザーから受け付ける。たと
えば、タッチパネルディスプレイ３１は、ジョブに関する設定を受け付けるためのソフト
ウェアキーを配した画面（図示せず）を表示する。ハードウェアキー３２は、操作パネル
３に複数設けられる。ハードウェアキー３２としては、ジョブの開始指示をユーザーから
受け付けるためのスタートキーなどがある。なお、操作パネル３は「操作表示部」に相当
する。
【００２８】
＜複合機のハードウェア構成＞
　図３に示すように、複合機１００は、制御回路（ＣＰＵなど）やメモリーなどで構成さ
れる主制御部１１０を備える。なお、主制御部１１０は「制御部」に相当する。この主制
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御部１０は、複合機１００の全体制御を行う。
【００２９】
　また、主制御部１１０は、コピージョブなど印刷を伴うジョブ実行時の印刷部１の動作
条件を設定する動作設定処理を行い、当該行った設定の設定内容に基づき印刷部１の印刷
動作を制御する。主制御部１１０による動作設定処理は、ジョブで使用する用紙Ｐの用紙
サイズや用紙種類（たとえば、普通紙、厚紙、はがき、および、封筒など）に基づき行わ
れる。すなわち、ジョブで使用する用紙Ｐの用紙サイズや用紙種類によって設定内容が変
更される。
【００３０】
　たとえば、印刷部１に関する動作設定処理として、主制御部１１０は、定着ニップの圧
力を設定する処理を行う。一例として、ジョブで使用する用紙Ｐが厚紙である場合、主制
御部１１０は、定着ニップの圧力を通常の圧力よりも低く設定する。そして、ジョブを実
行するとき、主制御部１１０は、加熱ローラー１４１に対して加圧ローラー１４２を圧接
させるための調整モーター１１１（たとえば、加圧ローラー１４２に連結されるギアやカ
ムを駆動するためのモーター）を駆動することにより、定着ニップの圧力を調整する。他
にも、用紙Ｐの給紙や搬送を担う各種ローラーを駆動させるためのローラーモーター１１
２の回転速度を設定する処理など、種々の設定処理が主制御部１１０によって行われる。
【００３１】
　画像読取部２は、制御回路（ＣＰＵなど）やメモリーなどで構成される読取制御部１２
０を含む。読取制御部１２０は、主制御部１１０から指示を受け、画像読取部２の読取動
作（原稿搬送ユニット２４の搬送動作を含む）を制御する。また、読取制御部１２０は、
画像処理部１２１を含み、シェーディング補正など各種画像処理を行う。たとえば、画像
処理部１２１は、増幅回路やＡ／Ｄ変換回路、画像処理回路および画像処理メモリーなど
で構成される。
【００３２】
　また、読取制御部１２０は、種々のセンサーに接続される。読取制御部１２０に接続さ
れるセンサーとしては、開閉センサーＳＳ１、セットセンサーＳＳ２、サイズセンサーＳ
Ｓ３、および、サイズセンサーＳＳ４などがある。
【００３３】
　開閉センサーＳＳ１は、たとえば、読取筐体２３に取り付けられたアクチュエーターを
検知対象とする光センサーである。アクチュエーターは、原稿搬送ユニット２４の傾斜角
度が所定角度よりも小さくなると、原稿搬送ユニット２４によって押圧されて下方に移動
し、光センサーの光路を遮断（または開放）する。また、アクチュエーターは、原稿搬送
ユニット２４の傾斜角度が所定角度よりも大きくなると、原稿搬送ユニット２４による押
圧が解除されることで上方に移動し、光センサーの光路を開放（または遮断）する。すな
わち、開閉センサーＳＳ１は、原稿搬送ユニット２４の傾斜角度が所定角度になったとき
に出力値を変化させる。そして、読取制御部１２０は、開閉センサーＳＳ１の出力値に基
づき、原稿搬送ユニット２４の開閉（原稿搬送ユニット２４の傾斜角度が所定角度になっ
たこと）を検知する。
【００３４】
　セットセンサーＳＳ２は、たとえば、原稿セットトレイ２４１に取り付けられたアクチ
ュエーターを検知対象とする光センサーである。アクチュエーターは、原稿セットトレイ
２４１上に原稿Ｄが載置されると、原稿Ｄに押圧されることによって下方に移動し、光セ
ンサーの光路を遮断（または開放）する。また、アクチュエーターは、原稿セットトレイ
２４１から原稿Ｄが無くなると、原稿Ｄによる押圧が解除されることで上方に移動し、光
センサーの光路を遮断（または開放）する。すなわち、セットセンサーＳＳ２は、原稿セ
ットトレイ２４１上に原稿Ｄが載置されているときと載置されていないときとで出力値を
変化させる。そして、読取制御部１２０は、セットセンサーＳＳ２の出力値に基づき、原
稿セットトレイ２４１上に原稿Ｄが載置されたか他か否かを検知する。
【００３５】
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　サイズセンサーＳＳ３は、原稿ガイド２４３の主走査方向の位置に応じて出力値を変化
させるセンサーである。すなわち、サイズセンサーＳＳ３は、原稿ガイド２４３が主走査
方向にスライドすることによって出力値を変化させる。そして、読取制御部１２０は、サ
イズセンサーＳＳ３の出力値（原稿ガイド２４３の主走査方向の位置）に基づき、原稿セ
ットトレイ２４１上に載置された原稿Ｄの主走査方向の原稿サイズを検知する。
【００３６】
　サイズセンサーＳＳ４は、原稿セットトレイ２４１に複数設けられ、副走査方向に互い
に所定の間隔を隔てて配置される（図２参照）。複数のサイズセンサーＳＳ４は、たとえ
ば、原稿セットトレイ２４１に取り付けられたアクチュエーターを検知対象とする光セン
サーであり、原稿セットトレイ２４１上に載置された原稿Ｄがアクチュエーターを押圧す
ることにより出力値を変化させる。そして、読取制御部１２０は、複数のサイズセンサー
ＳＳ４のうちＨレベル（またはＬレベル）になったサイズセンサーＳＳ４を判別すること
によって、原稿セットトレイ２４１上に載置された原稿Ｄの副走査方向の原稿サイズを検
知する。
【００３７】
　なお、コンタクトガラス２３１上に載置された原稿Ｄのサイズ検知については、プレス
キャン（事前読取）により得られた画像データに基づき行われる。たとえば、読取制御部
１２０は、原稿搬送ユニット２４が開けられた後、原稿搬送ユニット２４の傾斜角度が所
定角度になるまで閉じられたことをトリガーとしてプレスキャンを行う。そして、読取制
御部１２０は、プレスキャンによって得られた画像データに基づき原稿Ｄのエッジを特定
し、原稿Ｄのサイズ検知を行う。
【００３８】
　読取制御部１２０は、原稿Ｄのサイズ検知を行った後、原稿Ｄの原稿サイズを示す検知
サイズ情報を主制御部１１０に通知する。この検知サイズ情報に基づき、主制御部１１０
は、読取対象の原稿Ｄ（コンタクトガラス２３１上に載置された原稿Ｄまたは原稿セット
トレイ２４１上に載置された原稿Ｄ）の原稿サイズを検知する。以下、コンタクトガラス
２３１上に載置された原稿Ｄまたは原稿セットトレイ２４１上に載置された原稿Ｄをセッ
ト原稿Ｄ（コピージョブの実行時に読み取る原稿Ｄ）と称する場合がある。
【００３９】
　操作パネル３は、制御回路（ＣＰＵなど）やメモリーなどで構成されるパネル制御部１
３０を含む。パネル制御部１３０は、主制御部１１０から指示を受け、操作パネル３の表
示動作を制御する。また、パネル制御部１３０は、操作パネル３に対して行われた操作を
検知し、当該検知した操作を示す検知操作情報を主制御部１１０に送信する。この検知操
作情報に基づき、主制御部１１０は、操作パネル３に対して行われた操作を検知する。
【００４０】
　また、主制御部１１０は、記憶部１４０と接続される。記憶部１４０は、ＲＯＭ（ＥＥ
ＰＲＯＭなど）やＨＤＤなどの不揮発性の記憶デバイスを含む。記憶部１４０には、複合
機１００に現在収容されている用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類（たとえば、普通紙、
厚紙、はがき、および、封筒など）を示す収容用紙情報１４１が複数の用紙カセット１０
Ｃごとに記憶される。
【００４１】
　たとえば、主制御部１１０は、用紙カセット１０Ｃに収容する用紙Ｐの用紙サイズおよ
び用紙種類を入力するためのカセット設定操作の受け付けを操作パネル３に行わせる。な
お、カセット設定操作の受け付けは複数の用紙カセット１０Ｃのそれぞれについて行われ
る。そして、主制御部１１０は、カセット設定操作により入力された入力内容に基づき各
用紙カセット１０Ｃに収容される用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を認識し、各用紙カ
セット１０Ｃに対応する収容用紙情報１４１を記憶部１４０に記憶させる。
【００４２】
　ここで、記憶部１４０は、対応関係情報１４２を記憶する。この対応関係情報１４２に
は、図４に示すように、コピージョブで読取対象とされた原稿Ｄの原稿サイズを示す原稿
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情報に、当該原稿Ｄを読取対象とするコピージョブで使用された用紙Ｐの用紙サイズおよ
び用紙種類を示す用紙情報を対応付けた情報が含まれる。
【００４３】
　たとえば、コピージョブで読取対象とされた原稿ＤがＡ４サイズであり、当該原稿Ｄを
読取対象とするコピージョブで使用された用紙ＰがＡ４サイズの厚紙であったとする。こ
の場合には、原稿サイズがＡ４サイズであることを示す原稿情報に、用紙サイズがＡ４サ
イズであり用紙種類が厚紙であることを示す用紙情報が対応付けられる（図３の番号１参
照）。別の例として、コピージョブで読取対象とされた原稿ＤがＡ４サイズであり、当該
原稿Ｄを読取対象とするコピージョブで使用された用紙ＰがＢ５サイズの厚紙であったと
する。この場合には、原稿サイズがＡ４サイズであることを示す原稿情報に、用紙サイズ
がＢ５サイズであり用紙種類が厚紙であることを示す用紙情報が対応付けられる（図４の
番号２参照）。
【００４４】
　また、記憶部１４０は、コピージョブで使用された用紙Ｐの使用頻度を示す使用頻度情
報１４３を用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類の組み合わせごとに分類して記憶する。た
とえば、Ａ４サイズの厚紙の用紙Ｐを使用したコピージョブを１回実行した場合、主制御
部１１０は、Ａ４サイズの厚紙の用紙Ｐに対応するカウント値を１だけカウントアップす
る。すなわち、対応するカウント値が大きいほど、使用頻度が高いということである。
【００４５】
　さらに、記憶部１４０は、デフォルト情報１４４を記憶する。このデフォルト情報１４
４は、原稿Ｄの原稿サイズごとに、対応する用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を予め定
めた情報である。たとえば、Ａ４サイズの原稿Ｄに対応する用紙Ｐのデフォルトの用紙サ
イズはＡ４サイズまたはＢ５サイズとされ、デフォルトの用紙種類は普通紙とされる。な
お、デフォルト情報１４４で定義する用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類は任意に変更可
能である。
【００４６】
＜印刷部に関する動作設定処理の流れ＞
　以下、図５および図６に示すフローチャートを参照し、主制御部１１０により行われる
印刷部１に関する動作設定処理の流れについて説明する。
【００４７】
　図５および図６に示すフローチャートは、セット原稿Ｄの原稿サイズを主制御部１１０
が検知したとき（セット原稿Ｄの原稿サイズを示す検知サイズ情報が読取制御部１２０か
ら主制御部１１０に通知されたとき）にスタートする。すなわち、図５および図６に示す
フローチャートのスタートは、原稿Ｄがセットされたときである。
【００４８】
　図５に示すフローチャートのステップＳ１において、主制御部１１０は、対応関係情報
１４２を参照し、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対応付けられた用紙情報を検索する。
そして、ステップＳ２において、主制御部１１０は、検索対象の用紙情報が存在するか否
か（見つかったか否か）を判断する。
【００４９】
　なお、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とするコピージョブを過去に
実行したことがあれば、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに用紙情報が対応付けられて記憶
部１４０に記憶されるので、検索対象の用紙情報が見つかる。一方で、セット原稿Ｄと同
じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とするコピージョブを過去に実行したことがなければ、
セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対応付けられた用紙情報は記憶部１４０に記憶されない
ので、検索対象の用紙情報は見つからない。
【００５０】
　ステップＳ２において、検索対象の用紙情報が存在すると主制御部１１０が判断した場
合には、ステップＳ３に移行する。ステップＳ３に移行すると、主制御部１１０は、検索
対象の用紙情報で示されるサイズおよび種類の用紙Ｐを対象用紙Ｐと認識する。そして、
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主制御部１１０は、収容用紙情報１４１に基づき、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１
０Ｃが存在するか否か（対象用紙Ｐが収容されているか否か）を判断する。その結果、対
象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが存在する（対象用紙Ｐが収容されている）と主
制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ４に移行する。
【００５１】
　ステップＳ４に移行すると、主制御部１１０は、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１
０Ｃが２つ以上存在するか否かを判断する。その結果、対象用紙Ｐを収容する用紙カセッ
ト１０Ｃが１つであると主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ５に移行する。
【００５２】
　ステップＳ５に移行すると、主制御部１１０は、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１
０Ｃを給紙元に設定する。そして、主制御部１１０は、給紙元に収容された対象用紙Ｐ（
現在収容されている対象用紙Ｐ）の用紙サイズおよび用紙種類に基づき、印刷部１に関す
る動作設定処理を行う。
【００５３】
　ステップＳ２において、検索対象の用紙情報が存在しないと主制御部１１０が判断した
場合には、ステップＳ６に移行する。なお、検索対象の用紙情報が存在しないということ
は、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とするコピージョブを過去に実行
したことがないということである。
【００５４】
　ステップＳ６に移行すると、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図７に
示すような用紙選択画面４０（４１）を操作パネル３に表示させ、コピージョブで使用す
る用紙Ｐの選択受付を行う。用紙選択画面４１には、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対
応付けられたデフォルトの用紙サイズおよび用紙種類が選択肢として表示される（複数の
選択肢をリストアップしたリストＬ１が用紙選択画面４１の画面内に表示される）。
【００５５】
　パネル制御部１３０は、リストＬ１内のいずれかの用紙サイズおよび用紙種類を選択す
る操作を用紙選択操作として受け付ける。そして、パネル制御部１３０は、用紙選択操作
を受け付けると、リストＬ１内の選択された用紙サイズおよび用紙種類（デフォルトの用
紙サイズおよび用紙種類）を示す選択用紙情報を主制御部１１０に通知する。
【００５６】
　たとえば、リストＬ１内の用紙サイズおよび用紙種類の表示欄には選択キーＳＫが配さ
れる。そして、選択キーＳＫをタッチすると、当該タッチした選択キーＳＫと同一欄に表
示されたサイズおよび種類の用紙Ｐをコピージョブで使用する用紙Ｐとして選択すること
ができる。すなわち、選択キーＳＫをタッチする操作が用紙選択操作として受け付けられ
る。以降に説明する用紙選択画面４２～４４についても同様である。
【００５７】
　図５に戻り、ステップＳ７において、主制御部１１０は、リストＬ１内の用紙サイズお
よび用紙種類が選択されたか否か（リストＬ１内から選択されたか否か）を判断する。そ
の結果、リストＬ１内の用紙サイズおよび用紙種類が選択されたと主制御部１１０が判断
した場合には、ステップＳ８に移行する。
【００５８】
　ステップＳ８に移行すると、主制御部１１０は、リストＬ１内の選択されたサイズおよ
び種類の用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃを給紙元に設定する。そして、主制御部１
１０は、リストＬ１内の選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を行
う。
【００５９】
　なお、リストＬ１内の選択されたサイズおよび種類の用紙Ｐを収容する用紙カセット１
０Ｃが存在しない場合、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図８に示すよ
うな報知メッセージＭＧ１を操作パネル３に表示させる。報知メッセージＭＧ１は、リス
トＬ１内から選択したサイズおよび種類の用紙Ｐを手差しトレイ１０Ｍ上に載置するよう
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促すためのメッセージを含む。そして、主制御部１１０は、手差しトレイ１０Ｍを給紙元
に設定するとともに、リストＬ１内の選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作
設定処理を行う。
【００６０】
　ステップＳ７において、リストＬ１内の用紙サイズおよび用紙種類が選択されなかった
と主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ９に移行する。たとえば、用紙選択画
面４１の画面内に配されたその他キーＫに対する操作が行われた場合に、ステップＳ９に
移行する。なお以降に説明する用紙選択画面４２～４４の画面内にもその他キーＫが配さ
れる。
【００６１】
　ステップＳ９に移行すると、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図９に
示すような報知メッセージＭＧ２を操作パネル３に表示させる。この報知メッセージＭＧ
２は、ユーザー所望の用紙Ｐを手差しトレイ１０Ｍ上に載置するよう促すためのメッセー
ジを含む。また、報知メッセージＭＧ２は、ユーザー所望の用紙Ｐの用紙サイズおよび用
紙種類を入力するよう促すためのメッセージを含む。すなわち、このとき、操作パネル３
は、ユーザー所望の用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を入力するための入力操作を受け
付ける。
【００６２】
　その後、ステップＳ１０において、主制御部１１０は、手差しトレイ１０Ｍを給紙元に
設定する。そして、主制御部１１０は、入力操作により入力された用紙サイズおよび用紙
種類に基づき動作設定処理を行う。
【００６３】
　ステップＳ３において、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが存在しないと主制
御部１１０が判断した場合には、ステップＳ１１に移行する。言い換えると、セット原稿
Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とするコピージョブを過去に実行したことがある
が、そのときに使用したサイズおよび種類の用紙Ｐが現在収容されていない場合に、ステ
ップＳ１１に移行する。
【００６４】
　ステップＳ１１に移行すると、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図１
０に示すような用紙選択画面４０（４２）を操作パネル３に表示させ、コピージョブで使
用する用紙Ｐの選択受付を行う。用紙選択画面４２には、対象用紙Ｐの用紙サイズおよび
用紙種類が選択肢として表示される（複数の選択肢をリストアップしたリストＬ２が用紙
選択画面４２の画面内に表示される）。すなわち、用紙選択画面４２の画面内に選択肢と
して表示されるのは、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とする過去のコ
ピージョブで使用された用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類である。
【００６５】
　パネル制御部１３０は、リストＬ２内のいずれかの用紙サイズおよび用紙種類を選択す
る操作を用紙選択操作として受け付ける。そして、パネル制御部１３０は、用紙選択操作
を受け付けると、リストＬ２内の選択された用紙サイズおよび用紙種類（対象用紙Ｐの用
紙サイズおよび用紙種類）を示す選択用紙情報を主制御部１１０に通知する。なお、パネ
ル制御部１３０は、リスト内Ｌ２の用紙Ｐ（現在収容されていない対象用紙Ｐ）が選択さ
れた場合、当該選択された用紙Ｐを手差しトレイ１０Ｍ上に載置するよう促すための報知
メッセージＭＧ１（図８参照）をタッチパネルディスプレイ３１に表示させる。
【００６６】
　図５に戻り、ステップＳ１２において、主制御部１１０は、リストＬ２内の用紙サイズ
および用紙種類が選択されたか否か（リストＬ２内から選択されたか否か）を判断する。
その結果、リストＬ２内の用紙サイズおよび用紙種類が選択されたと主制御部１１０が判
断した場合には、ステップＳ１３に移行する。一方で、リストＬ２内の用紙サイズおよび
用紙種類が選択されなかったと主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ６に移行
する。たとえば、用紙選択画面４２のその他キーＫに対する操作が行われた場合に、ステ
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ップＳ６に移行する。
【００６７】
　ステップＳ１３に移行すると、主制御部１１０は、手差しトレイ１０Ｍを給紙元に設定
する。そして、主制御部１１０は、リストＬ２内の選択された用紙サイズおよび用紙種類
に基づき動作設定処理を行う。
【００６８】
　ステップＳ４において、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが２つ以上存在する
と主制御部１１０が判断した場合には、図６に示すフローチャートのステップＳ１４に移
行する。
【００６９】
　図６に示すフローチャートのステップＳ１４に移行すると、主制御部１１０は、使用頻
度情報１４３に基づき２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの
使用頻度を認識し、２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの使
用頻度が互いに同じであるか否かを判断する。その結果、使用頻度が同じではないと主制
御部１１０が判断した場合には、ステップＳ１５に移行する。一方で、使用頻度が同じで
あると主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ１６に移行する。
【００７０】
　ステップＳ１５に移行した場合、主制御部１１０は、２つ以上の用紙カセット１０Ｃに
それぞれ収容された対象用紙Ｐのうち使用頻度がより高い高頻度の対象用紙Ｐを認識し、
高頻度の対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃを給紙元に設定する。そして、主制御
部１１０は、高頻度の対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を行
う。
【００７１】
　ステップＳ１６に移行した場合、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図
１１に示すような用紙選択画面４０（４３）を操作パネル３に表示させ、コピージョブで
使用する用紙Ｐの選択受付を行う。用紙選択画面４３には、２つ以上の用紙カセット１０
Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類が選択肢として表示され
る（複数の選択肢をリストアップしたリストＬ３が用紙選択画面４３の画面内に表示され
る）。
【００７２】
　パネル制御部１３０は、リストＬ３内のいずれかの用紙サイズおよび用紙種類を選択す
る操作を用紙選択操作として受け付ける。そして、パネル制御部１３０は、用紙選択操作
を受け付けると、リストＬ３内の選択された用紙サイズおよび用紙種類（現在収容されて
いる対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類）を示す選択用紙情報を主制御部１１０に通
知する。
【００７３】
　図６に戻り、ステップＳ１７において、主制御部１１０は、リストＬ３内の用紙サイズ
および用紙種類が選択されたか否かを判断する。その結果、リストＬ３内の用紙サイズお
よび用紙種類が選択されたと主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ１８に移行
する。一方で、リストＬ３内の用紙サイズおよび用紙種類が選択されなかったと主制御部
１１０が判断した場合には、ステップＳ１９に移行する。たとえば、用紙選択画面４３の
その他キーＫに対する操作が行われた場合に、ステップＳ１９に移行する。
【００７４】
　ステップＳ１８に移行した場合、主制御部１１０は、リストＬ３内の選択されたサイズ
および種類の用紙Ｐ（現在収容されている対象用紙Ｐ）を収容する用紙カセット１０Ｃを
給紙元に設定する。そして、主制御部１１０は、リストＬ３内の選択された用紙サイズお
よび用紙種類に基づき動作設定処理を行う。
【００７５】
　ステップＳ１９に移行した場合、主制御部１１０は、パネル制御部１３０に指示し、図
１２に示すような用紙選択画面４０（４４）を操作パネル３に表示させ、コピージョブで
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使用する用紙Ｐの選択受付を行う。用紙選択画面４４には、現在収容されている対象用紙
Ｐ以外の対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類が選択肢として表示される（複数の選択
肢をリストアップしたリストＬ４が用紙選択画面４４の画面内に表示される）。
【００７６】
　パネル制御部１３０は、リストＬ４内のいずれかの用紙サイズおよび用紙種類を選択す
る操作を用紙選択操作として受け付ける。そして、パネル制御部１３０は、用紙選択操作
を受け付けると、リストＬ４内の選択された用紙サイズおよび用紙種類（現在収容されて
いる対象用紙Ｐ以外の対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類）を示す選択用紙情報を主
制御部１１０に通知する。なお、パネル制御部１３０は、リスト内Ｌ４の用紙Ｐ（現在収
容されている対象用紙Ｐ以外の対象用紙Ｐ）が選択された場合、当該選択された用紙Ｐを
手差しトレイ１０Ｍ上に載置するよう促すための報知メッセージＭＧ１（図８参照）をタ
ッチパネルディスプレイ３１に表示させる。
【００７７】
　図６に戻り、ステップＳ２０において、主制御部１１０は、リストＬ４内の用紙サイズ
および用紙種類が選択されたか否かを判断する。その結果、リストＬ４内の用紙サイズお
よび用紙種類が選択されたと主制御部１１０が判断した場合には、ステップＳ２１に移行
する。一方で、リストＬ４内の用紙サイズおよび用紙種類が選択されなかったと主制御部
１１０が判断した場合には、ステップＳ６に移行する。たとえば、用紙選択画面４４のそ
の他キーＫに対する操作が行われた場合に、ステップＳ６に移行する。
【００７８】
　なお、用紙選択画面４４には、戻るキーＢＫが配される。この戻るキーＢＫに対して操
作を行った場合には、図１１に示した用紙選択画面４３が表示される（ステップＳ１６に
戻る）。すなわち、図１２に示す用紙選択画面４３の表示後、現在収容されている対象用
紙Ｐをコピージョブで使用する用紙Ｐとして選択したい場合には、戻るキーＢＫに対して
操作を行えばよい。
【００７９】
　ステップＳ２１に移行すると、主制御部１１０は、手差しトレイ１０Ｍを給紙元に設定
する。そして、主制御部１１０は、リストＬ４内の選択された用紙サイズおよび用紙種類
に基づき動作設定処理を行う。
【００８０】
　本実施形態の複合機１００（画像形成装置）は、上記のように、読取対象の原稿Ｄがセ
ットされるコンタクトガラス２３１（セット部）および原稿セットトレイ２４１（セット
部）と、画像が印刷される用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃ（収容部）と、コピージ
ョブの実行時に、コンタクトガラス２３１または原稿セットトレイ２４１にセットされた
原稿Ｄを読み取る画像読取部２と、コピージョブの実行時に、用紙カセット１０Ｃに収容
された用紙Ｐを用紙搬送路１０Ｐに給紙して搬送し、画像読取部２による原稿Ｄの読み取
りによって得られた画像を搬送中の用紙Ｐに印刷する印刷部１と、コピージョブで使用す
る用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類に基づき、コピージョブの実行時の印刷部１の動作
条件を設定する動作設定処理を行う主制御部１１０（制御部）と、コピージョブで読取対
象とされた原稿Ｄの原稿サイズに、当該原稿Ｄを読取対象とするコピージョブで使用され
た用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を示す用紙情報を対応付けて記憶する記憶部１４０
と、ユーザーから操作を受け付ける操作パネル３（操作表示部）と、を備える。主制御部
１１０は、セット原稿Ｄの原稿サイズを検知し、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対応付
けられた用紙情報で示されるサイズおよび種類の用紙Ｐを対象用紙Ｐとして認識するとと
もに、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが存在するか否かの判断を行う。対象用
紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが存在する場合、主制御部１１０は、対象用紙Ｐの用
紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を行う。対象用紙Ｐを収容する用紙カセッ
ト１０Ｃが存在しない場合、操作パネル３は、対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を
選択肢として表示し、用紙サイズおよび用紙種類を選択するための用紙選択操作の受け付
けを行い、主制御部１１０は、用紙選択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類
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に基づき動作設定処理を行う。
【００８１】
　本実施形態の構成では、対象用紙Ｐ（セット原稿Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対
象とする過去のコピージョブで使用された用紙Ｐ）が用紙カセット１０Ｃに収容されてい
る場合、対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理が自動的に行われ
る。したがって、ユーザー所望の用紙Ｐ（今回のコピージョブで使用したい用紙Ｐ）が対
象用紙Ｐと同じ用紙サイズおよび用紙種類である場合には、原稿Ｄをセットするだけでよ
くなる（コピージョブで使用する用紙Ｐに関する設定を行わなくてもよい）。
【００８２】
　ここで、ユーザー所望の用紙Ｐ（今回のコピージョブで使用したい用紙Ｐ）が対象用紙
Ｐと同じ用紙サイズおよび用紙種類であるが、対象用紙Ｐが用紙カセット１０Ｃに現在収
容されていない場合には、ユーザー所望の用紙Ｐを用紙カセット１０Ｃに新たに収容する
必要がある。しかし、この場合には、用紙選択操作の受け付けが行われる。なお、用紙選
択操作を受け付けるとき、操作パネル３は、対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を選
択肢として表示する。そして、主制御部１１０は、用紙選択操作により選択された用紙サ
イズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を自動的に行う。したがって、原稿Ｄをセット
した後、ユーザー所望の用紙Ｐと同じ用紙サイズおよび用紙種類を選択するだけでよくな
り、用紙カセット１０Ｃに新たに収容したユーザー所望の用紙Ｐ（あるいは、手差しトレ
イ１０Ｍ上に新たに載置したユーザー所望の用紙Ｐ）の用紙サイズおよび用紙種類を入力
するための操作は不要となる。これにより、ユーザーの利便性が向上する。また、用紙選
択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理が自動的に行わ
れるので、印刷部１の動作条件に関する設定内容がユーザー所望の用紙Ｐの用紙サイズお
よび用紙種類に対応した設定内容と合致しない、という不都合が発生するのを抑制するこ
とができる（印刷不良が発生するのを抑制することができる）。
【００８３】
　また、本実施形態では、上記のように、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが２
つ以上存在する場合、主制御部１１０は、記憶部１４０に記憶された使用頻度情報に基づ
き、２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐのうち使用頻度がよ
り高い高頻度の対象用紙Ｐを認識し、高頻度の対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類に
基づき動作設定処理を行う。ここで、対象用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが２つ以
上存在する場合には、２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの
うち、使用頻度がより高い対象用紙Ｐがユーザー所望の用紙Ｐであると予想される。した
がって、この場合には、高頻度の対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設
定処理を行うのが好ましい。
【００８４】
　ただし、場合によっては、２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用
紙Ｐの使用頻度が互いに同じことがある。しかし、この場合、操作パネル３は、２つ以上
の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類を選
択肢として表示して用紙選択操作の受け付けを行う（図１１に示す用紙選択画面４３を表
示する）。そして、主制御部１１０は、用紙選択画面４３に対して用紙選択操作が行われ
ると、用紙選択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき動作設定処理を
行う。これにより、２つ以上の用紙カセット１０Ｃにそれぞれ収容された対象用紙Ｐの使
用頻度が互いに同じ場合であっても、ユーザー所望の用紙Ｐの用紙サイズおよび用紙種類
に基づき動作設定処理を行うことができる。
【００８５】
　また、本実施形態では、上記のように、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対応付けられ
た用紙情報が記憶部１４０に記憶されていない場合、すなわち、セット原稿Ｄと同じ原稿
サイズの原稿Ｄを読取対象とするコピージョブが過去に実行されたことがない場合、操作
パネル３は、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズに対応付けられたデフォルトの用紙サイズお
よび用紙種類を選択肢として表示して用紙選択操作の受け付けを行う（図７に示す用紙選
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択画面４１を表示する）。そして、主制御部１１０は、用紙選択画面４１に対して用紙選
択操作が行われると、用紙選択操作により選択された用紙サイズおよび用紙種類に基づき
動作設定処理を行う。このため、セット原稿Ｄと同じ原稿サイズの原稿Ｄを読取対象とす
るコピージョブが過去に実行されたことがない場合であっても、ユーザー所望の用紙Ｐが
デフォルトのサイズおよび種類の用紙Ｐと同じであれば、ユーザーの利便性が向上する（
デフォルトの用紙サイズおよび用紙種類を選択するだけでよい）。
【００８６】
　また、本実施形態では、上記のように、用紙選択操作により選択されたサイズおよび種
類の用紙Ｐを収容する用紙カセット１０Ｃが存在しない場合、操作パネル３は、用紙選択
操作により選択したサイズおよび種類の用紙Ｐを手差しトレイ１０Ｍ上に載置するよう促
す報知メッセージＭＧ１を表示し、主制御部１１０は、手差しトレイ１０Ｍを給紙元に設
定する。これにより、用紙カセット１０Ｃに現在収容されている用紙Ｐをユーザー所望の
用紙Ｐに交換する作業を行わなくてもよくなる（ユーザー所望の用紙Ｐを手差しトレイ１
０Ｍ上に載置すればよい）。
【００８７】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によっ
て示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
る。
【符号の説明】
【００８８】
　　１　印刷部
　　２　画像読取部
　　３　操作パネル（操作表示部）
　　１０Ｃ　用紙カセット（収容部）
　　１０Ｍ　手差しトレイ
　　１１０　主制御部（制御部）
　　１４０　記憶部
　　２３１　コンタクトガラス（セット部）
　　２４１　原稿セットトレイ（セット部）
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