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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる用紙サイズの記録用紙を収容可能な複数の給紙手段と、入力された画像データの
画像形成に要求される用紙サイズに基づいて前記複数の給紙手段のうち１つから送り出さ
れた前記記録用紙に画像を形成する画像形成手段と、を備える画像形成装置において、
　前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の有無をそれぞれ検出する用紙有無検出
手段と、
　前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが、前記画像データの画像
形成に要求される用紙サイズに一致するか否かをそれぞれ判断する用紙サイズ判断手段と
、
　前記用紙有無検出手段により少なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が有り、かつ少
なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が無いと検出され、前記用紙サイズ判断手段によ
り前記画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致する用紙サイズの記録用紙を
収容する給紙手段が無いと判断された場合、
　前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形成を開始する前であれ
ば、前記給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが前記画像データの画像形成に
要求される用紙サイズに一致していない旨の第１の出力を行う第１出力手段と、
　前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形成を開始した後であれ
ば、前記給紙手段に前記記録用紙が無い旨の第２の出力を行う第２出力手段と、を有する
ことを特徴とする画像形成装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載する画像形成装置において、
　前記画像データに対応する画像形成開始情報の有無により、前記１ジョブ単位の画像デ
ータに基づいて画像形成を開始する前か、開始した後かを判断する画像形成時期判断手段
を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載する画像形成装置において、
　情報を表示する表示手段を有し、
　前記第１出力手段は、前記第１の出力を前記表示手段に表示するものであり、
　前記第２出力手段は、前記第２の出力を前記表示手段に表示するものであることを特徴
とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れか１つに記載する画像形成装置において、
　前記複数の給紙手段に収容されている前記記録用紙の用紙サイズをそれぞれ検出する用
紙サイズ検出手段を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　異なる用紙サイズの記録用紙を収容可能な複数の給紙手段と、入力された画像データの
画像形成に要求される用紙サイズに基づいて前記複数の給紙手段のうち１つから送り出さ
れた前記記録用紙に画像を形成する画像形成手段と、を備える画像形成装置に、通信手段
を介して外部装置を通信可能に接続した画像形成システムにおいて、
　前記画像形成装置は、
　前記外部装置から前記画像データを受信する受信手段と、
　前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の有無をそれぞれ検出する用紙有無検出
手段と、
　前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが、前記画像データの画像
形成に要求される用紙サイズに一致するか否かをそれぞれ判断する用紙サイズ判断手段と
、
　前記用紙有無検出手段により少なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が有り、かつ少
なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が無いと検出され、前記用紙サイズ判断手段によ
り前記画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致する用紙サイズの記録用紙を
収容する給紙手段が無いと判断された場合、
　前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形成を開始する前であれ
ば、前記外部装置に前記給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが前記画像デー
タの画像形成に要求される用紙サイズに一致していない旨の第１の出力を行う第１出力手
段と、
　前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形成を開始した後であれ
ば、前記外部装置に前記給紙手段に前記記録用紙が無い旨の第２の出力を行う第２出力手
段と、を有し、
　前記外部装置は、
　前記画像形成装置から前記通信手段を介して受信した前記第１の出力又は前記第２の出
力に従って表示を行う表示手段を有することを特徴とする画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給紙手段に収容される記録用紙を画像形成手段に送り出して、記録用紙に画
像を形成する画像形成装置及び画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、給紙トレイに収容される記録用紙を画像形成手段に送り出して、記録用紙に
画像を形成する画像形成装置として、例えば、特許文献１に記載されるものが知られてい
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る。特許文献１に記載される画像形成装置は、異なるサイズの記録用紙を収容する複数の
給紙カセットを備えており、印刷データに含まれる指定用紙サイズと、給紙カセットに収
容される記録用紙の給紙サイズとを比較し、指定用紙サイズと給紙サイズとが一致しない
と判断したときには、指定用紙サイズに近似する給紙サイズを抽出し、印刷データを縮小
・拡大等して抽出した給紙サイズの記録用紙に印刷する。このような特許文献１に記載さ
れる画像形成装置によれば、ユーザが所望する用紙サイズが給紙カセットにない場合でも
、その所望サイズに最も近似する用紙サイズの記録用紙が自動的に選択されて印刷が行わ
れるので、ユーザが所望する用紙サイズに最も近似する用紙サイズでの印刷を自動的に行
うことができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３３８１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の画像形成装置は、ユーザが指定する指定用紙サイズと異なるサイ
ズの記録用紙に印刷を勝手に行うため、ユーザの希望に添った印刷を行うことができず、
ユーザとって使い勝手が悪いことがあった。例えば、複数のユーザが使用するファイルブ
ックについて、綴じる記録用紙のサイズがＡ４サイズに決められている場合には、ユーザ
は、Ａ４サイズの記録用紙を指定して印刷を行う。この場合に、画像形成装置が、ある給
紙カセットにＡ４サイズの記録用紙が無いため、他の給紙カセットにあるｌｅｔｔｅｒサ
イズの記録用紙に印刷データを勝手に印刷すると、ユーザは、ｌｅｔｔｅｒサイズの記録
用紙をファイルブックに綴じることができないため、給紙カセットにＡ４サイズの記録用
紙を補充した後に、画像形成装置に印刷データを再入力して印刷を始めからやり直さなけ
ればならなかった。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、画像データの画像形成に
要求される用紙サイズに一致する記録用紙が給紙手段に無くなったときに、画像形成状況
に合わせて内容の異なる出力を行い、給紙エラーに対する対応をユーザに的確に促して使
い勝手を良くすることができる画像形成装置及び画像形成システム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】
【０００６】
本発明に係る画像形成装置及び画像形成システムは、次のような構成を有している。
（１）異なる用紙サイズの記録用紙を収容可能な複数の給紙手段と、入力された画像デー
タの画像形成に要求される用紙サイズに基づいて前記複数の給紙手段のうち１つから送り
出された前記記録用紙に画像を形成する画像形成手段と、を備える画像形成装置において
、前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の有無をそれぞれ検出する用紙有無検出
手段と、前記複数の給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが、前記画像データ
の画像形成に要求される用紙サイズに一致するか否かをそれぞれ判断する用紙サイズ判断
手段と、前記用紙有無検出手段により少なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が有り、
かつ少なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が無いと検出され、前記用紙サイズ判断手
段により前記画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致する用紙サイズの記録
用紙を収容する給紙手段が無いと判断された場合、前記画像形成手段が１ジョブ単位の画
像データに基づいて画像形成を開始する前であれば、前記給紙手段に収容される前記記録
用紙の用紙サイズが前記画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致していない
旨の第１の出力を行う第１出力手段と、前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに
基づいて画像形成を開始した後であれば、前記給紙手段に前記記録用紙が無い旨の第２の
出力を行う第２出力手段と、を有することを特徴とする。
【０００７】
（２）（１）に記載の発明において、前記画像データに対応する画像形成開始情報の有無
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により、前記１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形成を開始する前か、開始した後
かを判断する画像形成時期判断手段を有することを特徴とする。
【０００８】
（３）（１）又は（２）に記載の発明において、情報を表示する表示手段を有し、前記第
１出力手段は、前記第１の出力を前記表示手段に表示するものであり、前記第２出力手段
は、前記第２の出力を前記表示手段に表示するものであることを特徴とする。
【０００９】
（４）（１）乃至（３）の何れか１つに記載の発明において、前記複数の給紙手段に収容
されている前記記録用紙の用紙サイズをそれぞれ検出する用紙サイズ検出手段を有するこ
とを特徴とする。
【００１０】
（５）異なる用紙サイズの記録用紙を収容可能な複数の給紙手段と、入力された画像デー
タの画像形成に要求される用紙サイズに基づいて前記複数の給紙手段のうち１つから送り
出された前記記録用紙に画像を形成する画像形成手段と、を備える画像形成装置に、通信
手段を介して外部装置を通信可能に接続した画像形成システムにおいて、前記画像形成装
置は、前記外部装置から前記画像データを受信する受信手段と、前記複数の給紙手段に収
容される前記記録用紙の有無をそれぞれ検出する用紙有無検出手段と、前記複数の給紙手
段に収容される前記記録用紙の用紙サイズが、前記画像データの画像形成に要求される用
紙サイズに一致するか否かをそれぞれ判断する用紙サイズ判断手段と、前記用紙有無検出
手段により少なくとも１つの給紙手段に前記記録用紙が有り、かつ少なくとも１つの給紙
手段に前記記録用紙が無いと検出され、前記用紙サイズ判断手段により前記画像データの
画像形成に要求される用紙サイズに一致する用紙サイズの記録用紙を収容する給紙手段が
無いと判断された場合、前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画像形
成を開始する前であれば、前記外部装置に前記給紙手段に収容される前記記録用紙の用紙
サイズが前記画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致していない旨の第１の
出力を行う第１出力手段と、前記画像形成手段が１ジョブ単位の画像データに基づいて画
像形成を開始した後であれば、前記外部装置に前記給紙手段に前記記録用紙が無い旨の第
２の出力を行う第２出力手段と、を有し、前記外部装置は、記画像形成装置から前記通信
手段を介して受信した前記第１の出力又は前記第２の出力に従って表示を行う表示手段を
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成を有する画像形成装置は、複数の給紙手段の少なくとも１つに記録用紙が有る
状態で、画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致する記録用紙が給紙手段に
無い不具合を生じた場合に、その不具合が画像形成開始前に生じたのであれば、第１の出
力を行い、その不具合が画像形成開始後に生じたのであれば、第２の出力を行う。よって
、本発明の画像形成装置によれば、画像形成に要求される用紙サイズに一致する記録用紙
が給紙手段に無くなったときに、画像形成状況に合わせて内容の異なる出力を行い、給紙
エラーに対する対応をユーザに的確に促して使い勝手を良くすることができる。
【００１２】
　また、本発明の画像形成装置によれば、画像データに含まれる画像形成開始情報の有無
により、１つの画像データに基づいて画像形成を開始する前か、開始した後かを判断する
ので、１つの画像データを記録用紙に画像形成するときに、第１の出力と第２の出力を的
確に切り替えることができる。
【００１３】
　また、本発明の画像形成装置は、複数の給紙手段の何れかに記録用紙がある状態で、画
像データの画像形成を要求される用紙サイズの記録用紙が給紙手段に無い場合には、画像
形成開始前であれば、給紙手段に収容される記録用紙の用紙サイズが画像データの画像形
成に要求される用紙サイズに一致していない旨の指示を表示手段に表示す一方、画像形成
後であれば、給紙手段に記録用紙が無い旨の指示を表示手段に表示する。このように、本
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発明の画像形成装置によれば、給紙エラーの内容が同じでも、画像形成の前後によって用
紙サイズエラーと用紙なしエラーを使い分け、給紙エラーに対する対応をユーザに的確に
促すことができる。
【００１４】
　また、本発明の画像形成装置は、複数の給紙手段に収容されている記録用紙の用紙サイ
ズをそれぞれ検出する用紙サイズ検出手段を有するので、給紙手段に収容されている記録
用紙の用紙サイズを自動認識することができ、ユーザが用紙サイズを設定する手間を省く
ことができる。
【００１５】
　また、本発明の画像形成システムは、画像形成装置が、複数の給紙手段の少なくとも１
つに記録用紙が有る状態で、画像データの画像形成に要求される用紙サイズに一致する記
録用紙が給紙手段に無い不具合を生じた場合に、その不具合が画像形成開始前に生じたの
であれば、外部装置へ第１の出力を行い、外部装置の表示手段に第１の出力に従って表示
を行わせる一方、その不具合が画像形成開始後に生じたのであれば、外部装置へ第２の出
力を行い、外部装置の表示手段に第２の出力に従って表示を行わせる。よって、本発明の
画像形成システムによれば、画像形成に要求される用紙サイズに一致する記録用紙が給紙
手段に無くなったときに、画像形成状況に合わせて内容の異なる出力を画像形成装置から
外部装置に行い、外部装置に所定の表示を行わせることにより、画像形成装置から離れた
場所にいるユーザに給紙エラーの内容を知らしめて給紙エラーに対する対応を的確に促し
、使い勝手を良くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る画像形成装置及び画像形成システムの一実施形態について図面を参
照して説明する。
【００１７】
＜画像形成システム＞
　図１は、画像形成システム２００の概略構成図である。
　本実施形態の画像形成システム２００は、「画像形成装置」である複合機１に、「外部
装置」であるクライアントパーソナルコンピュータ（以下「クライアントＰＣ」と略記す
る。）２０１Ａ，２０１Ｂ，２０１Ｃ，２０１Ｄ…が「通信手段」であるネットワーク２
０２を介して通信可能に接続されている（以下において、クライアントＰＣを区別する必
要がない場合には、クライアントＰＣ２０１と称する。）。ネットワーク２０２は、ＬＡ
Ｎなどで構成される。複合機１とクライアントＰＣ２０１は、接続ケーブルなどの専用線
を用いて１対１で接続してもよい。
【００１８】
＜複合機の機械的構成＞
　図２は、複合機１の斜視図である。
　複合機１は、本体ケーシング３を有する画像形成ユニット２の上部側に画像読取ユニッ
ト１００を配してなり、ファクシミリ機能、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー機能を
有する。以下の説明において、複合機１の奥行き方向をＸ方向（正面側を＋Ｘとする）、
幅方向（図２における左手前側を＋Ｙとする）をＹ方向とし、高さ方向をＺ方向（図２に
おける上側を＋Ｚとする）として説明する。
【００１９】
　＜画像形成ユニット＞
　図３は複合機１の垂直断面図である。
　画像形成ユニット２は本体ケーシング３の底側に配置される記録用紙供給用のフィーダ
部４と、その上方に配置される画像形成用の画像形成部５とを有している。
【００２０】
　フィーダ部４は、「給紙手段」である第１トレイ６と第２トレイ６０が複合機１の底面
側に上下二段に重ねて配されている。フィーダ部４は、上段の第１トレイ６の正面側に回
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転自在に保持された送出ローラ１１によって第１トレイ６に収容される記録用紙をピック
アップし、給紙ローラ８とピンチローラ１０との間からレジストローラ１２を介して画像
形成部５へ１枚ずつ搬送する（図３の２点鎖線にて表示）。
【００２１】
　第１トレイ６は、薄いトレイ状をなす。第１トレイ６には、用紙押圧板７が片持ち支持
されており、用紙押圧板７の給紙ローラ８に対して近い方の端部が上下方向に揺動可能と
されている。この用紙押圧板７は図示しないバネが付設されており、第１トレイ６上に載
置された記録用紙前端の上面が送出ローラ１１に常に接触した状態となるように上向きに
付勢されている。第１トレイ６には、調節レバー６ａが記録用紙の搬送方向（図中Ｘ軸方
向）に沿って直線往復運動可能に設けられ、異なる用紙サイズの記録用紙を積層した状態
で収容することができるようになっている。
【００２２】
　給紙トレイ６には、「用紙サイズ検出手段」であるリミットスイッチ９が調節レバー６
ａの移動経路上に複数設けられ、調節レバー６ａによってオン状態とオフ状態を切り換え
られる。リミットスイッチ９は、第１トレイ６に収容された記録用紙の用紙サイズに対応
する位置に各々配設されている。本実施形態では、第１トレイ６は、Ａ４サイズに対応す
る位置にリミットスイッチ９ａが設けられ、Ｌｅｔｔｅｒサイズに対応する位置にリミッ
トスイッチ９ｂが設けられ、Ｂ５サイズに対応する位置にリミットスイッチ９ｃが設けら
れ、葉書サイズに対応する位置にリミットスイッチ９ｄが設けられている。従って、例え
ば、調節レバー６ａがリミットスイッチ９ａを押圧してオン状態にすると、リミットスイ
ッチ９ａが、第１トレイ６に収容される記録用紙の用紙サイズが「Ａ４サイズ」であるこ
とを検出した信号を出力する。尚、以下の説明において、リミットスイッチを区別する必
要がない場合には、リミットスイッチ９と称する。
【００２３】
　第１トレイ６に収容される記録用紙の有無は、「用紙有無検出手段」である光学センサ
７１によって検出される。光学センサ７１は、投光部が、第１トレイ６の用紙押圧板７に
形成された図示しない切欠部に対して検出光を照射するように、画像形成ユニット２のケ
ーシング３に取り付けられており、第１トレイ６に記録用紙が有る場合には、検出光が記
録用紙に反射して受光部に入力する一方、第１トレイ６に記録用紙が無い場合には、検出
光が用紙押圧板７の図示しない切欠部を通過して、受光部に受光されない。よって、光学
センサ７１は、受光部が反射光を入力したときには、記録用紙が第１トレイ６に有ること
を検出した信号を出力し、受光部が反射光を入力しないときには、記録用紙が第１トレイ
に無いことを検出した信号を出力する。
【００２４】
　また、フィーダ部４は、下段の第２トレイ６０に収容される記録用紙を送出ローラ６１
によってピックアップし、給紙ローラ６５，６５からガイド部材６３，６２を通って給紙
ローラ８とピンチローラ１０との間に搬送し、その後、第１トレイ６の記録用紙と同様の
搬送経路（図３の２点鎖線にて表示）で画像形成部５へ１枚ずつ搬送する。第２トレイ６
０の構造は、第１トレイ６と同様であるので、説明を省略する。尚、用紙押圧板６７が用
紙押圧板７に相当し、調節レバー６０ａが調節レバー６ａに相当し、「用紙サイズ検出手
段」であるリミットスイッチ９０ａ～９０ｄがリミットスイッチ９ａ～９ｄに相当し、「
用紙有無検出手段」である光学センサ７２が光学センサ７１に相当するものとする。
【００２５】
　ここで、本実施形態では、トレイ状の第１トレイ６と第２トレイ６０を「給紙手段」と
したが、手差トレイや手差用給紙口などを「給紙手段」としてもよい。トレイの数は、２
個に限定されないことは言うまでもない。
　また、本実施形態では、リミットスイッチ９，９０を「用紙サイズ検出手段」として使
用したが、光学センサや磁気センサなどを「用紙サイズ検出手段」として使用してもよい
。
　更に、本実施形態では、光学センサ７１，７２を「用紙有無検出手段」として使用した
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が、圧電素子やリミットスイッチなどを「用紙有無検出手段」として使用してもよい。
【００２６】
　「画像形成手段」である画像形成部５は、スキャナ部１６とプロセスユニット１７と定
着器１８とを備える。画像形成部５は、スキャナ部１６が、感光体ドラム２７の表面を一
様に耐電させた後に、感光体ドラム２７の表面にレーザ光を照射して静電画像を形成する
。それから、プロセスガスユニット１７が感光体ドラム２７の表面にトナーを供給して静
電潜像を可視像化し、フィーダ部４から感光体ドラム２７と転写ローラ３０との間の画像
形成位置Ｐ１に搬送されてきた記録用紙に、感光体ドラム２７の表面に形成した可視像を
転写して反転画像を形成する。反転画像を形成された記録用紙は定着器１８へ搬送され、
定着器１８が、画像を記録用紙に熱定着させる。
【００２７】
　画像形成部５の下流側には、排紙ローラ４５が配設され、記録用紙を排紙トレイ４６に
排出する。画像形成ユニット２の本体ケーシング３には、第１のヒンジ軸Ｊ１を介して画
像読取ユニット１００が回動可能に保持され、排紙トレイ４６の上方を覆っている。
【００２８】
　＜画像読取ユニット＞
　図３に示すように、画像読取ユニット１００は、原稿カバー１４０が第２のヒンジ軸Ｊ
２を介して上部ケーシング１０１に回動可能に保持されており、原稿カバー１４０を開い
てプラテンガラス１０７に原稿を載せ、上部ケーシング１０１の内部に収容されるイメー
ジセンサ１１５によって原稿の画像を読み取るようになっている。また、画像読取ユニッ
ト１００は、周知のＡＤＦ機構１４５を備え、上述のイメージセンサ１１５を移動させず
に、原稿供給トレイ１４７（図２参照。）から１枚づつ原稿を取り込んでイメージセンサ
１１５の上方を通過させ、そこで原稿から画像を読み取れるようになっている。画像読取
ユニット１００の正面側（図３の＋Ｘ軸側）には、操作部１２１が設けられ、印刷動作条
件等の設定や表示ができるようになっている。
【００２９】
　図２に示すように、操作部１２１は、画像形成（印刷、コピー等）する記録用紙の枚数
などを入力する入力キー１２５、ファクシミリモードに切り換えるＦＡＸモードキー１２
６、コピーモードに切り換えるＣＯＰＹモードキー１２７、スキャンモードに切り換える
スキャンモードキー１２８、画像形成（印刷、コピー等）する記録用紙の用紙サイズや画
像形成（印刷、コピー等）時に使用するトレイの種類など、複合機１の動作設定を行うナ
ビゲーションキー１２９、複合機１に動作開始指令を与えるためのスタートキー１３０な
どの各種キーを備える。
【００３０】
　また、操作部１２１は、実行しているモードや警告などを視覚的に出力する表示灯１３
２や、「表示手段」である表示部１３３を備えるとともに、聴覚的に出力するスピーカ１
３４などを備える。表示部１３３は、ＬＣＤなどの液晶表示パネルであって、より多くの
データを表示できるようにすることが望ましいが、本実施形態では、各種キーや表示灯１
３２などを配置する関係上、表示部１３３には２ラインでデータを表示するＬＣＤを採用
する。上記複合機１は、図４に示す制御装置２１０を内蔵し、動作を制御される。
【００３１】
　図４は、図２に示す複合機１の制御ブロック図である。
　制御装置２１０は、汎用コンピュータであって、中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という
。）２１１を中心に構成されている。ＣＰＵ２１１には、ＲＯＭ２１２、ＲＡＭ２１３、
ＮＶＲＡＭ２１４、ＵＳＢインターフェース（以下「ＵＳＢＩ／Ｆ」と略記する。）２１
７、パラレルインターフェース（以下「パラレルＩ／Ｆ」と略記する。）２１８、ＬＡＮ
インターフェース（以下「ＬＡＮＩ／Ｆ」と略記する。）２１９、メモリカードインター
フェース（以下「メモリカードＩ／Ｆ」と略記する。）２２０、イメージセンサ１１５、
画像形成部５、表示部１３３、操作部１２１、リミットスイッチ９，９０、光学センサ７
１，７２などが接続されている。
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【００３２】
　ＣＰＵ２１１は、データの加工演算を行い、複合機１の動作を司るものである。
　ＲＯＭ２１２は、読み出し専用の不揮発性メモリであって、各種プログラムやデータが
格納されている。本実施形態では、受信コマンド処理プログラム２３１と、「第１出力手
段」及び「第２出力手段」である印刷処理プログラム２３２がＲＯＭ２１２に格納されて
いる。受信コマンド処理プログラム２３１と印刷処理プログラム２３２については、後述
する。尚、本実施形態では、受信コマンド処理プログラム２３１と印刷処理プログラム２
３２を予めＲＯＭ２１２に記憶させているが、ＮＶＲＡＭ２１４に格納してもよい。また
、受信コマンド処理プログラム２３１と印刷処理プログラム２３２は、ＣＤ－ＲＯＭなど
の記録媒体に記憶させて複合機１にインストールしたり、Ｗｅｂサイトから複合機１にダ
ウンロードするようにしてもよい。
【００３３】
　ＲＡＭ２１３は、読み書き可能な揮発性メモリであって、ＣＰＵ２１１がプログラムを
実行するときなどにデータを一時的に格納するものである。本実施形態では、画像データ
記憶手段２４１、ページ情報記憶手段２４２、印刷イメージデータ記憶手段２４３、トレ
イ選択結果履歴情報記憶手段２４４、用紙サイズ選択結果履歴情報記憶手段２４５がＲＡ
Ｍ２１３に設けられている。
【００３４】
　画像データ記憶手段２４１は、複合機１に入力された「画像データ」を記憶するもので
ある。本実施形態において、「画像データ」とは、記録用紙に画像を形成する画像形成（
印刷、コピー等）に関してユーザが１ジョブ単位で指定したデータをいう。「画像データ
」は、複合機１の操作部１２１に入力されたデータと、外部装置から複合機１に入力され
たデータとを含み、例えば、コピー時などに複合機１の操作部１２１に入力されたデータ
、プリント時にクライアントＰＣ２０１から入力したデータ、ファックス時に公衆電話網
やインターネット網などから受信したファクシミリデータなどを含む。
【００３５】
　図５は、画像データの一例を示す図であって、（ａ）は画像データのイメージ図であっ
て、（ｂ）は（ａ）に示す画像データのデータ構造を示す図である。
　例えば図５（ａ）に示すように、ユーザが３枚の記録用紙に画像を形成する「画像デー
タ」を複合機１に入力した場合には、入力した「画像データ」は、図５（ｂ）に示すデー
タ構造で画像データ記憶手段２４１に記憶される。
【００３６】
　図５（ｂ）に示すように、「画像データ」は、「ユーザ開始情報」、「用紙サイズ指定
」、「給紙トレイ指定モード」、「印刷データ」、「ページ終わり」などの複数の受信コ
マンドで構成される。受信コマンドは、図５に示すＤ１，Ｄ２，Ｄ３に示すように、ペー
ジ単位で構成されている。
【００３７】
　「ユーザ開始情報」は、ある「画像データ」を他の「画像データ」と区別して、ジョブ
単位を識別するものである。本実施形態では、図５（ｂ）に示すように、「ユーザ開始情
報」は、「画像データ」の先頭に１個だけ設けられ、「画像形成開始情報」に相当する。
【００３８】
　「用紙サイズ指定」は、画像形成（印刷、コピー等）する記録用紙の用紙サイズを指定
するものである。本実施形態では、「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」、「Ａ４サイズ」、「Ｂ５サ
イズ」、「葉書サイズ」を「用紙サイズ指定」として設定することが可能である。
　「給紙トレイ指定モード」は、第１トレイ６と第２トレイ６０の何れから記録用紙をピ
ックアップするかを指定するものである。本実施形態では、「Ｔｒａｙ１（第１トレイ６
）固定指定」、「Ｔｒａｙ２（第２トレイ６０）固定指定」、「自動指定」を「給紙トレ
イ指定モード」として設定することが可能である。
【００３９】
　ここで、図５（ｂ）に示す画像データは、画像形成途中で用紙サイズや給紙トレイを変
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更しないことを前提として、１枚目のデータのみが受信コマンド「用紙サイズ指定」と「
給紙トレイ指定モード」を含む。しかし、例えば、ユーザが、１枚目と２枚目については
第１トレイ６から「Ａ４サイズ」の記録用紙をピックアップして印刷し、３枚目について
は第２トレイ６０から「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」の記録用紙をピックアップして印刷するこ
とを指示する「画像データ」を複合機１に入力した場合には、図６に示すように、１枚目
のデータＤ１と３枚目のデータＤ３が受信コマンド「用紙サイズ指定」と「給紙トレイ指
定モード」を含む。
【００４０】
　「印刷データ」は、文書データ、図形データなど、画像形成対象になるものをいい、図
５（ｂ）に示すように各ページのデータに含まれる。
　「ページ終わり」は、１枚の記録用紙に対して画像形成を終了する位置を指示するもの
である。例えば、文書中で付けられる改ページマークなどが「ページ終わり」に相当する
。「ページ終わり」は、図５（ｂ）に示すように、「印刷データ」と対になって各ページ
のデータに含まれる。
【００４１】
　尚、本実施形態では、「画像データ」が複数の受信コマンドで構成されているが、「画
像データ」を「印刷データ」のみで構成し、「ユーザ開始情報」、「用紙サイズ指定」、
「給紙トレイ指定モード」、「ページ終わり」などの受信コマンドを「画像データ」と別
々に送信するようにしてもよい。
【００４２】
　ページ情報記憶手段２４２は、「ページ情報」を記憶するものである。「ページ情報」
とは、「画像データ」に対応する受信コマンドに従って設定され、記録用紙に画像を形成
する条件を複合機１が解読可能にしたものをいう。「ページ情報」は、「ユーザ印刷開始
マーク」２４２ａ、「要求用紙サイズ」２４２ｂ、「給紙トレイモード」２４２ｃによっ
て構成される。
【００４３】
　「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａは、受信コマンド「ユーザ開始情報」に基づいて設
定されるものであり、複合機１がジョブ単位を判別するために使用される。
　「要求用紙サイズ」２４２ｂは、受信コマンド「用紙サイズ指定」に基づいて設定され
るものであり、複合機１が「画像データ」の画像形成に要求される用紙サイズを判別する
ために使用される。
　「給紙トレイモード」２４２ｃは、受信コマンド「給紙トレイ指定モード」に基づいて
設定されるものであり、複合機１が記録用紙の供給元を判別するために使用される。
【００４４】
　印刷イメージデータ記憶手段２４３は、受信コマンド「印刷データ」に基づいて作成さ
れた「印刷イメージデータ」を記憶するものである。
【００４５】
　トレイ選択結果履歴情報記憶手段２４４は、画像形成時に選択された給紙トレイの履歴
である「トレイ選択結果履歴情報」を記憶するものである。
　用紙サイズ選択結果履歴情報記憶手段２４５は、画像形成時に選択された用紙サイズの
履歴である「用紙サイズ選択結果履歴情報」を記憶するものである。
　尚、本実施形態では、トレイ選択結果履歴情報記憶手段２４４と用紙サイズ選択結果履
歴情報２４５は、直前の「トレイ選択結果履歴情報」と「用紙サイズ選択結果履歴情報」
のみを記憶するが、例えば、ＲＡＭ２１３やＮＶＲＡＭ２１４などに過去数回分の「トレ
イ選択結果履歴情報」と「用紙サイズ選択結果履歴情報」を記憶するようにしてもよい。
【００４６】
　ＮＶＲＡＭ２１４は、読み書き可能な不揮発性メモリであって、各種プログラムやデー
タが格納されている。
　ＵＳＢＩ／Ｆ２１７、パラレルＩ／Ｆ２１８、ＬＡＮＩ／Ｆ２１９は、接続ケーブルな
どの接続手段を介して外部装置に接続され、データの入出力を行うものである。本実施形
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態では、ＬＡＮＩ／Ｆ２１９が、ネットワーク２０２に接続され、「受信手段」に相当す
る。
　メモリカードＩ／Ｆ２２０は、メモリカードにデータを読み書きするものである。
【００４７】
　こうした制御装置２１０は、リミットスイッチ９，９０が出力する信号を受信して、第
１，第２トレイ６，６０に収容される記録用紙の用紙サイズを自動認識する。また、制御
装置２１０は、光学センサ７１，７２が出力する信号を受信して、第１，第２トレイ６，
６０に収容される記録用紙の有無を自動認識する。
【００４８】
＜クライアントＰＣの制御ブロック＞
　次に、クライアントＰＣ２０１について説明する。図７は、図１に示すクライアントＰ
Ｃ２０１の制御ブロック図である。
　クライアントＰＣ２０１は、周知のコンピュータであって、ＣＰＵ２５１、ＲＯＭ２５
２、ＲＡＭ２５３、ＮＶＲＡＭ２５４、ＵＳＢＩ／Ｆ２５５、パラレルＩ／Ｆ２５６、Ｌ
ＡＮＩ／Ｆ２５７、メモリカードＩ／Ｆ２５８、入力部２５９、「表示手段」であるディ
スプレイ２６０などを備える。
【００４９】
　クライアントＰＣ２０１は、ＬＡＮＩ／Ｆ２５７がネットワーク２０２に接続され、複
合機１や他のクライアントＰＣと相互にデータをやりとりできるようになっている。
【００５０】
　ＲＯＭ２５２には、画像データ作成プログラム２６１、表示情報処理プログラム２６２
が格納され、ＲＡＭ２５３には、表示情報記憶手段２６３が設けられている。
　画像データ作成プログラム２６１は、複合機１に送信する「画像データ」を作成するも
のである。表示情報処理プログラム２６２は、複合機１から受信した「表示情報」を表示
情報記憶手段２６３に記憶し、「表示情報」に従ってディスプレイ２６０に給紙エラー表
示などを行うものである。クライアントＰＣ２０１は、ＣＤ－ＲＯＭから画像データ作成
プログラム２６１又は表示情報処理プログラム２６２を読み込んでＮＶＲＡＭ２５４に格
納するようにしてもよいし、ネットワーク２０２を介して複合機１に接続されたときに、
複合機１から画像データ作成プログラム２６１又は表示情報処理プログラム２６２を自動
的に或いは手動的に受信してＮＶＲＡＭ２５４に格納するようにしてもよい。尚、「表示
情報」とは、複合機１の動作についてディスプレイ２６０に表示させるためのデータをい
う。本実施形態では、「表示情報」は、用紙サイズエラーや用紙なしなどの給紙エラーを
含む。
【００５１】
＜複合機の動作説明＞
　続いて、複合機１の動作について図８～図１０に示すフロー図に沿って説明する。
　複合機１は、複合機１の操作部１２１又はクライアントＰＣ２０１から入力した「画像
データ」に基づいて「ページ情報」と「印刷イメージデータ」を作成し、「ページ情報」
に従って記録用紙を給紙するトレイと記録用紙の用紙サイズを選択し、選択されたトレイ
から記録用紙をピックアップして「印刷イメージデータ」を作成する。このとき、複合機
１は、選択したトレイに記録用紙がない場合や、選択したトレイに収容される記録用紙が
ユーザが指定した用紙サイズでない場合には、印刷状況に応じて給紙エラーの表示内容を
変えて複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少な
くとも一方に表示する。以下に、複合機１の動作について具体的に説明する。
【００５２】
＜受信コマンド処理＞
　図８は、図２に示す複合機に格納されている受信コマンド処理プログラム２３１のフロ
ー図である。
　複合機１は、電源が投入されたときに、受信コマンド処理プログラム２３１を起動する
。受信コマンド処理２３１は、起動後、画像データ記憶手段２４１に「画像データ」の有
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無を所定時間間隔で問い合わせ、「画像データ」が画像データ記憶手段２４１に有ること
を検出したときに、検出した「画像データ」に従って「印刷イメージデータ」と「ページ
情報」を作り上げ、「印刷イメージデータ」と「ページ情報」を一緒に印刷処理へ渡すよ
う構成されている。
【００５３】
　受信コマンド処理プログラム２３１は、複合機１に電源が投入されると、先ずステップ
１（以下「Ｓ１」と略記する。）において、ページ情報記憶手段２４２に記憶されている
現在のページ情報の初期化を行う。そして、Ｓ２において、現在の「ページ情報」の「ユ
ーザ開始マーク」２４２ａをクリアする。そして、Ｓ３において、受信バッファとなる画
像データ記憶手段２４１に「画像データ」があるか否かを確認する。画像データ記憶手段
２４１に「画像データ」が無いと判断した場合には（Ｓ３：ＮＯ）、「画像データ」が入
力されるまで待機する。
【００５４】
　一方、画像データ記憶手段２４１に「画像データ」が有ると判断した場合には、Ｓ４に
おいて、画像データ記憶手段２４１にある「画像データ」から受信コマンドを１つ読み取
る。そして、Ｓ５において、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「ユーザ開始情報」
であるか否かを判断する。Ｓ４において読み取った受信コマンドが「ユーザ開始情報」で
あると判断した場合には（Ｓ５：ＹＥＳ）、Ｓ６において、ページ情報記憶手段２４２に
設けられた現在ページ情報を記憶する領域へ「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａを設定す
る。これにより、１つの「画像データ」に基づいて印刷を開始する前の状態であることを
複合機１に認識させることが可能になる。その後、Ｓ３へ戻って処理を続行する。
【００５５】
　一方、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「ユーザ開始情報」でないと判断した場
合には（Ｓ５：ＮＯ）、Ｓ７において、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「用紙サ
イズ指定」であるか否かを判断する。Ｓ４において読み取った受信コマンドが「用紙サイ
ズ指定」である場合には（Ｓ７：ＹＥＳ）、Ｓ８において、ページ情報記憶手段２４２に
設けられた現在ページ情報を記憶する領域へ「要求用紙サイズ」２４２ｂを設定した後、
Ｓ３へ戻って処理を続行する。具体的には、ユーザによる「用紙サイズ指定」が「Ａ４サ
イズ」である場合には、ページ情報記憶手段２４２の現在の「ページ情報」に、「要求用
紙サイズ」２４２ｂが「Ａ４サイズ」であることを設定する。
【００５６】
　一方、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「用紙サイズ指定」でないと判断した場
合には（Ｓ７：ＮＯ）、Ｓ９において、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「給紙ト
レイ指定モード」であるか否かを判断する。Ｓ４において読み取った受信コマンドが「給
紙トレイ指定モード」であると判断した場合には（Ｓ９：ＹＥＳ）、Ｓ１０において、ペ
ージ情報記憶手段２４２に設けられた現在ページ情報を記憶する領域へ「給紙トレイモー
ド」２４２ｃを設定した後、Ｓ３へ戻って処理を続行する。具体的には、ユーザによる「
給紙トレイ指定モード」が「自動指定」である場合には、ページ情報記憶手段２４２の現
在の「ページ情報」に、「給紙トレイモード」２４２ｃが「自動指定」であることを設定
する。
【００５７】
　一方、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「給紙トレイ指定モード」でないと判断
した場合には（Ｓ９：ＮＯ）、Ｓ１１において、Ｓ４において読み取った受信コマンドが
「ページ終わり」（例えば「改ページ」）であるか否かを判断する。Ｓ４において読み取
った受信コマンドが「ページ終わり」でないと判断した場合には（Ｓ１１：ＮＯ）、Ｓ１
２において、印刷データ作成処理又は他の制御処理を行い、「印刷イメージデータ」を作
り上げて印刷イメージデータ記憶手段２４３に記憶する。その後、Ｓ３へ戻って処理を続
行する。
【００５８】
　一方、Ｓ４において読み取った受信コマンドが「ページ終わり」であると判断した場合
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には（Ｓ１１：ＹＥＳ）、Ｓ１３において、現在の「ページ情報」と「印刷イメージデー
タ」の作成が完了したことを知らせる受信コマンド処理完了信号を印刷処理へ送信し、現
在の「ページ情報」と「印刷イメージデータ」を印刷工程へ渡す。そして、Ｓ１４におい
て、例えば、図５に示すように、記録用紙３枚分の印刷を行う場合には、ページ情報記憶
手段２４２の現在（１枚目又は２枚目）の「ページ情報」を、次（現在が１枚目であれば
、２枚目を指し、現在が２枚目であれば、３枚目を指す。）の「ページ情報」へコピーし
、次（現在が１枚目であれば、２枚目を指し、現在が２枚目であれば、３枚目を指す。）
の「ページ情報」を現在の「ページ情報」へ書き換える。これにより、現在の「ページ情
報」が次ページの「ページ情報」に引き継がれる。その後、Ｓ２へ戻って処理を続行する
。尚、Ｓ３ではなく、Ｓ２へ戻って「ユーザ印刷開始マーク」をクリアするのは、１つの
「画像データ」に基づいて印刷を開始した後の状態であることを複合機１側に認識可能に
させるためである。
【００５９】
　ここで、「画像データ」は、例えば、図６に示すように、１枚目と２枚目は、用紙サイ
ズ指定（例えば、Ａ４サイズ）と給紙トレイ指定モード（例えば、自動指定）が同じであ
るが、３枚目は、用紙サイズ指定（例えば、Ｌｅｔｔｅｒサイズ）と給紙トレイ指定モー
ド（例えば、Ｔｒａｙ（第１トレイ６）指定）が異なることがある。この場合には、１枚
目については、上記手順で「ページ情報」（「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａ、「要求
用紙サイズ」：Ａ４サイズ、「給紙トレイモード」：自動指定）が作成される（図８のＳ
３：ＹＥＳ、Ｓ４、Ｓ５：ＹＥＳ、Ｓ６、Ｓ７：ＹＥＳ、Ｓ８、Ｓ９：ＹＥＳ、Ｓ１０、
Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１２、Ｓ１１：ＹＥＳ、Ｓ１３参照。）。２枚目については、１枚目の
「ページ情報」を引き継ぎつつ（図８のＳ１４参照。）、１つの「画像データ」に基づく
印刷開始後であるので「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａをクリアして（図８のＳ２参照
。）、「ページ情報」（「要求用紙サイズ」：Ａ４サイズ、「給紙トレイモード」：自動
指定）が作成される（図８のＳ３：ＹＥＳ、Ｓ４、Ｓ５：ＮＯ、Ｓ７：ＮＯ、Ｓ９：ＮＯ
、Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１２、Ｓ１１：ＹＥＳ、Ｓ１３参照。）。更に、３枚目については、
２枚目の「ページ情報」を引き継いだ後（図８のＳ１４参照。）、引き継いだ「ページ情
報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと「給紙トレイモード」２４２ｃを変更することによ
って（図８のＳ７：ＹＥＳ、Ｓ８、Ｓ９：ＹＥＳ、Ｓ１０参照。）、「ページ情報」（「
要求用紙サイズ」：Ｌｅｔｔｅｒサイズ、「給紙トレイモード」：Ｔｒａｙ１指定）が作
成される（図８のＳ３：ＹＥＳ、Ｓ４、Ｓ５：ＮＯ、Ｓ７：ＹＥＳ、Ｓ８、Ｓ９：ＹＥＳ
、Ｓ１０、Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１２、Ｓ１１：ＹＥＳ、Ｓ１３参照。）。
【００６０】
＜印刷処理＞
　図９及び図１０は、印刷処理プログラム２３２のフロー図である。図１１は、図１０に
示す印刷処理プログラム２３２を実行したとき（自動指定）における給紙状態と複合機の
動作との関係を示す一覧表である。
　複合機１は、電源が投入されたときに、印刷処理プログラム２３２を起動する。図９及
び図１０に示す印刷処理プログラム２３２は、図８に示す受信コマンド処理から渡された
「ページ情報」に従って「印刷イメージデータ」を記録用紙に印刷するものであるが、印
刷開始前又は印刷開始後に給紙エラーが生じたときに、警告を表示するように構成されて
いる。印刷処理プログラム２３２は、「給紙トレイモード」２４２ｃが自動指定であると
きに、第１トレイ６又は第２トレイ６０の少なくとも一方に記録用紙がある状態で、ユー
ザが希望する用紙サイズの記録用紙が第１トレイ６と第２トレイ６０にない給紙エラーを
生じると、印刷状況（印刷開始前か印刷開始後か）に応じて給紙エラーの内容を知らせる
警告表示を変える点に特徴がある（図１１参照。）。
【００６１】
　印刷処理プログラム２３２は、複合機１に電源が投入されると、先ず図９のＳ２１にお
いて、トレイ選択結果の履歴情報の初期化、及び、サイズ選択結果の履歴情報の初期化を
行う。そして、Ｓ２２において、受信コマンド処理から受信コマンド処理完了信号を受信
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し、「印刷イメージデータ」が印刷イメージデータ記憶手段２４３にあることを確認した
か否かを判断する。受信コマンド処理から受信コマンド処理完了信号を受信するまでは、
「印刷イメージデータ」が印刷イメージデータ記憶手段２４３にないと判断し（Ｓ２２：
ＮＯ）、「ページ情報」と「印刷イメージデータ」が整うまで待機する。一方、「印刷イ
メージデータ」が印刷イメージデータ記憶手段２４３にあると判断した場合には（Ｓ２２
：ＹＥＳ）、Ｓ２３において、「ページ情報」の「給紙トレイモード」２４２ｃは「固定
指定」と「自動指定」の何れかを判断する。「自動指定」と判断した場合については、図
９を参照して「固定指定」を説明した後に説明する。
【００６２】
＜固定指定＞
　図９に示すように、「ページ情報」の「給紙トレイモード」は「固定指定」であると判
断した場合には（Ｓ２３：固定指定）、Ｓ２４において、Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）指
定か、Ｔｒａｙ２（第２トレイ６０）指定かを判断する。
【００６３】
　Ｔｒａｙ１指定であると判断した場合には（Ｓ２４：Ｔｒａｙ１）、Ｓ２５において、
Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）には記録用紙があるか否かを判断する。複合機１は、第１ト
レイ６に収容される記録用紙の有無を、光学センサ７１が記録用紙の表面に反射した反射
光を受光したときに出力する信号に基づいて自動認識する。複合機１は、制御装置２１０
が、光学センサ７１が反射光を受光して出力する信号を入力した場合には、第１トレイ６
には記録用紙があると判断し（Ｓ２５：ＹＥＳ）、Ｓ２６において、第１トレイ６の用紙
サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じか否かを判断する。
【００６４】
　複合機１は、第１トレイ６の用紙サイズを、第１トレイ６に設けられたリミットスイッ
チ９ａ～９ｄのオン状態を検出することにより自動認識し、第１トレイ６の用紙サイズが
ページ情報記憶手段２４２の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じか否かに基づいて判断す
る。例えば、「要求用紙サイズ」２４２ｂが「Ａ４サイズ」であるときに、第１トレイ６
のリミットスイッチ９ａがオン状態であれば、第１トレイ６の用紙サイズが「Ａ４サイズ
」であって、「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じであると判断し、一方、第１トレイ６の
リミットスイッチ９ｂがオン状態であれば、第１トレイ６に用紙サイズが「Ｌｅｔｔｅｒ
サイズ」であって、「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断する。
【００６５】
　第１トレイ６の用紙サイズは、「ページ情報」の要求用紙サイズと同じであると判断し
た場合には（図９のＳ２６：ＹＥＳ）、Ｓ２７において、トレイ選択結果履歴情報記憶手
段２４４の「トレイ選択結果履歴情報」をＴｒａｙ１に書き換え、用紙サイズ選択結果履
歴情報記憶手段２４５の「用紙サイズ選択結果履歴情報」を「要求用紙サイズ」２４２ｂ
に書き換える。ここで、「トレイ選択結果履歴情報」と「用紙サイズ選択結果履歴情報」
を書き換えて更新するのは、１つの「画像データ」に基づいて複数の印刷処理を行う場合
には、一般的に、ある印刷処理において選択されるトレイ又は用紙サイズが、直前の印刷
処理で選択されたトレイ又は用紙サイズと同じであると考えられるので、後述するように
ユーザが給紙トレイの選択を「自動指定」に設定したときに、直前に選択されたトレイ又
は用紙サイズを利用してトレイや用紙サイズを選択できるようにするためである。そして
、Ｓ２８において、第１トレイ６から記録用紙をピックアップして印刷を行った後、Ｓ２
２へ戻り、次の「印刷イメージデータ」が整うまで待つ。
【００６６】
　一方、第１トレイ６の用紙サイズは、「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと
同じでないと判断した場合には（Ｓ２６：ＮＯ）、Ｓ２９において、第１トレイ６の用紙
サイズエラーを表示した後、Ｓ３１において、ユーザによるエラー解除待ちを行う。例え
ば、ユーザが指定する用紙サイズが「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」であり、第１トレイ６の用紙
サイズが「Ａ４サイズ」である場合には、ユーザが第１トレイ６に収容される「Ａ４サイ
ズ」の記録用紙を、「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」の記録用紙に交換すると、複合機１は、第１
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トレイ６のリミットスイッチ９ａがオン状態からオフ状態にされる一方、リミットスイッ
チ９ｂがオフ状態からオン状態にされ、第１トレイ６の用紙サイズが「Ａ４サイズ」から
「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」に変更されて用紙サイズエラーが解除されたことを認識する。す
ると、複合機１は、Ｓ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
尚、この用紙サイズエラーの解除方法は、後述する用紙サイズエラーの解除方法と同様で
あるので、以下では説明を適宜省略する。
【００６７】
　これに対して、Ｓ２５において、光学センサ７１が反射光を受光して出力する信号を、
制御装置２１０が入力しない場合には、第１トレイ６には記録用紙がないと判断し（Ｓ２
５：ＮＯ）、Ｓ３０において、Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）の記録用紙なしエラーを表示
する。そして、Ｓ３１において、ユーザによるエラー解除待ちを行う。例えば、第１トレ
イ６の用紙サイズが「Ａ４サイズ」である場合には、ユーザが第１トレイ６に「Ａ４サイ
ズ」の記録用紙を補充すると、複合機１は、制御装置２１０が、光学センサ７１が記録用
紙に反射した反射光を受光して記録用紙を検出したことを知らせる信号を、光学センサ７
１から入力して用紙なしエラーを解除したことを認識する。すると、複合機１は、Ｓ２３
へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。尚、この用紙なしエラーの
解除方法は、後述する用紙サイズエラーの解除方法と同様であるので、以下では説明を適
宜省略する。
【００６８】
　Ｓ２４において、Ｔｒａｙ２（第２トレイ６０）指定であると判断した場合には（Ｓ２
４：Ｔｒａｙ２）、Ｓ３２において、第２トレイ６０には記録用紙があるか否かを判断す
る。第２トレイ６０の用紙有無の検出は、第１トレイ６の用紙有無の検出と同様であるの
で、説明を省略する（以下同じ。）。第２トレイ６０には記録用紙があると判断した場合
には（Ｓ３２：ＹＥＳ）、Ｓ３３において、第２トレイ６０の用紙サイズは、「ページ情
報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じか否かを判断する。第２トレイ６０の用紙サイ
ズと「要求用紙サイズ」２４２ｂが同じか否かの判断は、第１トレイ６の用紙サイズと「
要求用紙サイズ」２４２ｂが同じか否かの判断と同様であるので、説明を省略する（以下
同じ。）。第２トレイ６０の用紙サイズは、「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２
ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ３３：ＹＥＳ）、Ｓ３４において、トレイ選択結
果履歴情報記憶手段２４４の「トレイ選択結果履歴情報」をＴｒａｙ２に書き換え、用紙
サイズ選択結果履歴情報記憶手段２４５の「用紙サイズ選択結果履歴情報」を「要求用紙
サイズ」２４２ｂに書き換える。尚、「トレイ選択結果履歴情報」と「用紙サイズ選択結
果履歴情報」を更新する理由や方法は、Ｓ２７の説明と同様であるので、説明を省略する
（以下同じ。）。そして、Ｓ３５において、第２トレイ６０から記録用紙をピックアップ
して印刷を行った後、Ｓ２２へ戻り、次の「印刷イメージデータ」が整うまで待つ。
【００６９】
　一方、Ｓ３３において、第２トレイ６０の用紙サイズは、「ページ情報」の「要求用紙
サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（Ｓ３３：ＮＯ）、Ｓ３６において、
第２トレイ６０の用紙サイズエラーを表示した後、Ｓ３８において、ユーザによるエラー
解除待ちを行う。ユーザによってエラーが解除されたら、Ｓ２３へ戻り、当該「印刷イメ
ージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００７０】
　これに対して、Ｓ３２において、第２トレイ６０には記録用紙がないと判断した場合に
は（Ｓ３２：ＮＯ）、Ｓ３７において、第２トレイ６０の用紙なしエラーを表示した後、
Ｓ３８において、ユーザによるエラー解除待ちを行う。ユーザによってエラーが解除され
たら、Ｓ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００７１】
　以上、固定指定の場合における給紙エラー表示についてまとめると、固定指定したトレ
イに記録用紙がない場合には、用紙なしエラーを複合機１の表示部１３３又はクライアン
トＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示し、固定指定したトレイの用
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紙サイズが、ユーザが指定した用紙サイズと同じでない場合には、用紙サイズエラーを複
合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一
方に表示する。
【００７２】
＜自動指定＞
　続いて、ページ情報の給紙トレイの選択モードが自動指定である場合（Ｓ２３：自動指
定）について図１０を参照して説明する。
　ここで、本実施形態においては、複合機１が記録用紙を給紙するトレイを自動的に選択
する「自動指定」の前提条件として、複合機１には、第１トレイ６が第２トレイ６０に優
先することが、設定されているとする。尚、優先順位はこれに限定されないことは言うま
でもない。
【００７３】
　図１０のＳ３９において、Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）に記録用紙があるか否かを判断
する。第１トレイ６に記録用紙があると判断した場合には（Ｓ３９：ＹＥＳ）、Ｓ４０に
おいて、第１トレイ６の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同
じであるか否かを判断する。第１トレイ６の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サ
イズ」２４２ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ４０：ＹＥＳ）、図９のＳ２７以降
の処理を行い、第１トレイ６の記録用紙に印刷を行う（図１１参照。）。尚、Ｓ２７以降
の処理については上述したので説明を割愛する。
【００７４】
　一方、図１０に示すように、第１トレイ６の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙
サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（Ｓ４０：ＮＯ）、Ｓ４１において、
第２トレイ６０に記録用紙があるか否かを判断する。第２トレイ６０に記録用紙があると
判断した場合には（Ｓ４１：ＹＥＳ）、Ｓ４２において、第２トレイ６０の用紙サイズは
「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じか否かを判断する。第２トレイ６０
の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じであると判断した場
合には（Ｓ４２：ＹＥＳ）、図９のＳ３４へ進み、第２トレイ６０の記録用紙に印刷を行
う（図１１参照。）。尚、Ｓ３４以降の処理については上述したので、説明を省略する。
【００７５】
　一方、図１０に示すように、第２トレイ６０の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用
紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（Ｓ４２：ＮＯ）、図９のＳ２９へ
進み、Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３、又
は、クライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示させる（図１
１参照。）。第１，第２トレイ６，６０に記録用紙があっても、それらの記録用紙が「要
求用紙サイズ」２４２ｂと同じでなければ、第１，第２トレイ６，６０の何れの記録用紙
を使って印刷を行っても、ユーザの希望に添った印刷を行うことはできないので、複合機
１は、第１トレイ６が第２トレイ６０に優先する前提条件に従って、第１トレイ６の用紙
サイズエラーを複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６
０の少なくとも一方を介してユーザに知らしめる。複合機１は、ユーザが、第１トレイ６
の記録用紙を「要求用紙サイズ」２４２ｂの記録用紙に交換したり、「印刷イメージデー
タ」を第１トレイ６の記録用紙に納まるように加工して印刷を続行する指示を入力するな
どの対応により給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻り、当該「印
刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００７６】
　これに対して、図１０に示すＳ４１において、第２トレイ６０に記録用紙がないと判断
した場合には（Ｓ４１：ＮＯ）、Ｓ４３において、「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マ
ーク」２４２ａはセットされているか否かを判断する。「ページ情報」に「ユーザ印刷開
始マーク」２５２ａはセットされていると判断した場合には（Ｓ４３：ＹＥＳ）、１つの
「画像データ」の印刷を開始する前であることを意味するので、図９のＳ２９へ進み、Ｔ
ｒａｙ１（第１トレイ６）の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３、又は、クラ
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イアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示させる（図１１参照。
）。第２トレイ６０に記録用紙がない状態で、第１トレイ６に収容される記録用紙の用紙
サイズが「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでない場合には（図１０のＳ３９：ＹＥＳ、
Ｓ４０：ＮＯ、Ｓ４１：ＮＯ参照。）、複合機１は、優先する第１トレイ６の記録用紙に
印刷を行っても、ユーザの希望に添った印刷にならない。印刷開始前においては（図１０
のＳ４３：ＹＥＳ参照。）、ユーザが、指定した用紙サイズの記録用紙に印刷することを
希望するのか、指定した用紙サイズと異なる用紙サイズの記録用紙に印刷してもよいと考
えているのか不明である。そのため、複合機１は、第１トレイ６の用紙サイズエラーを複
合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一
方を介してユーザに知らしめる。複合機１は、ユーザが、第１トレイ６の用紙サイズエラ
ー表示を見て、第１トレイ６の記録用紙を交換する対応や、指定した用紙サイズと異なる
用紙サイズの記録用紙に印刷を行う対応等をとって給紙エラーを解除したことを確認する
と（図９のＳ３１参照。）、図９のＳ２２へ戻り、次の「印刷イメージデータ」が整うの
を待つ。
【００７７】
　一方、図１０に示すように、「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａはセ
ットされていないと判断した場合には（Ｓ４３：ＮＯ）、１つの「画像データ」に基づく
印刷を開始した後であるので、Ｓ４４において、用紙サイズ選択結果履歴情報記憶手段２
４５の「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂ
と同じか否かを判断する。「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「要求用
紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（Ｓ４４：ＮＯ）、図９のＳ２９へ
進み、第１トレイ６の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３又はクライアントＰ
Ｃ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する（図１１参照。）。第２トレ
イ６０に記録用紙がなく、第１トレイ６に収容される記録用紙の用紙サイズが指定された
用紙サイズと異なる状態で（図１０のＳ３９：ＹＥＳ、Ｓ４０：ＮＯ、Ｓ４１：ＮＯ参照
。）、用紙サイズが「用紙サイズ選択結果履歴情報」と異なる場合は（図１０のＳ４４：
ＮＯ参照。）、ユーザが用紙サイズの変更を希望することを意味する。そのため、複合機
１は、第１トレイ６の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３又はクライアントＰ
Ｃ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示することにより、第１トレイ６の
記録用紙を別のサイズの記録用紙に交換する必要があることをユーザに知らせる。複合機
１は、ユーザが第１トレイ６の記録用紙を所望の用紙サイズの記録用紙に交換して給紙エ
ラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の
印刷処理をやり直す。
【００７８】
　一方、図１０に示すように、「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「要
求用紙サイズ」２４２ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ４４：ＮＯ）、ユーザは直
前の印刷処理と用紙サイズを変えることを希望していないので、Ｓ４５において、トレイ
選択結果履歴情報記憶手段２４４の「トレイ選択結果履歴情報」はＴｒａｙ１（第１トレ
イ６）かＴｒａｙ２（第２トレイ６０）かを判断する。複合機１には、第１トレイ６を第
２トレイ６０より優先させることが設定されているが、１つの「画像データ」に基づいて
印刷を開始した後は、選択するトレイが直前の印刷処理と同じトレイになることが多いと
考えられ、直前の印刷処理で選択したトレイを優先的に選択するのが妥当であるからであ
る。
【００７９】
　「トレイ選択結果履歴情報」がＴｒａｙ１であると判断した場合には（Ｓ４５：Ｔｒａ
ｙ１）、図９のＳ２９へ進み、第１トレイ６の用紙サイズエラーを複合機１の表示部１３
３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する（図１
１参照。）。当該印刷処理の直前の印刷処理で選択された第１トレイ６には、当該印刷処
理の直前の印刷処理で選択された用紙サイズの記録用紙が収容されていると考えられる。
ところが、Ｓ４５においては、第１トレイ６に収容されている記録用紙の用紙サイズが「
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要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断されている（図１０のＳ３９：ＹＥＳ、Ｓ
４０：ＮＯ、Ｓ４１：ＮＯ、Ｓ４３：ＮＯ、Ｓ４４：ＹＥＳ、Ｓ４５：Ｔｒａｙ１参照。
）。そこで、複合機１は、第１トレイ６の用紙サイズエラーを複合機１の表示部１３３又
はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示することにより
、第１トレイ６の記録用紙を希望する用紙サイズの記録用紙に交換することが必要である
ことをユーザに知らしめる。複合機１は、ユーザが、第１トレイ６の記録用紙を希望する
用紙サイズの記録用紙に交換して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３
へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８０】
　図１０のＳ４５に示すように、「トレイ選択結果履歴情報」がＴｒａｙ２であると判断
した場合には（Ｓ４５：Ｔｒａｙ２参照。）、図９のＳ３７に進み、第２トレイ６の用紙
なしエラーを複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０
の少なくとも一方に表示する（図１１参照。）。当該印刷処理の直前に選択された第２ト
レイ６０には、当該印刷処理の直前に選択された用紙サイズの記録用紙が収容されている
と考えられる。ところが、第２トレイ６０には記録用紙がない（図１０のＳ４１：ＮＯ参
照。）。そこで、複合機１は、第２トレイ６０の用紙なしエラーを複合機１の表示部１３
３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示することに
より、ユーザに第２トレイ６０に収容されていた記録用紙と同じ用紙サイズの記録用紙を
第２トレイ６に補充する必要があることを知らしめる。複合機１は、ユーザが、第２トレ
イ６０に記録用紙を補充して給紙エラー０を解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ
戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８１】
　これに対して、図１０のＳ３９において、Ｔｒａｙ１（第１トレイ６）に記録用紙がな
いと判断した場合には（Ｓ３９：ＮＯ）、Ｓ４６において、Ｔｒａｙ２（第２トレイ６０
）に記録用紙があるか否かを判断する。Ｔｒａｙ２に記録用紙がないと判断した場合には
（Ｓ４６：ＮＯ）、Ｓ４７において、「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２４２
ａはセットされているか否かを判断する。「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２
４２ａはセットされていると判断した場合には（Ｓ４７：ＹＥＳ）、１つの「画像データ
」に基づいて印刷を開始する前なので、図９のＳ３０へ進み、第１トレイ６の用紙なしエ
ラーを複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少な
くとも一方に表示する（図１１参照。）。第１，第２トレイ６，６０の何れにも記録用紙
がない場合には、記録用紙に印刷することができない。また、印刷開始前においては、ユ
ーザが、指定した用紙サイズの記録用紙に印刷する必要があると考えているか、指定した
用紙サイズでない記録用紙に印刷してもよいと考えているかは不明である。そこで、複合
機１は、第１トレイ６が第２トレイ６０に優先する前提条件に従って、第１トレイ６の用
紙なしエラーを複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６
０の少なくとも一方に表示することにより、第１トレイ６に記録用紙の補充する対応をユ
ーザに促す。複合機１は、ユーザが第１トレイ６に記録用紙の補充を行って給紙エラーを
解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処
理をやり直す。
【００８２】
　一方、図１０に示すように、「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａはセ
ットされていないと判断した場合には（Ｓ４７：ＮＯ）、Ｓ４８において、用紙サイズ選
択結果履歴情報記憶手段２４５の「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「
要求用紙サイズ」２４２ｂと同じか否かを判断する。「用紙サイズ選択結果履歴情報」は
「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（Ｓ４８
：ＮＯ）、図９のＳ３０へ進み、第１トレイ６の用紙なしエラーを、複合機１の表示部１
３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する（図
１１参照。）。第１トレイ６と第２トレイ６０に記録用紙がない場合に、用紙サイズが「
用紙サイズ選択結果履歴情報」と異なることは、ユーザが印刷途中で用紙サイズを変更す
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ることを希望していると考えられる。この場合、ユーザは、調節レバー６ａを調節して別
の用紙サイズの記録用紙を第１トレイ６に収容する対応をとると考えられる。そのため、
複合機１は、第１トレイ６が第２トレイ６０に優先する前提条件に従って、第１トレイ６
の用紙なしエラーを、複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレ
イ２６０の少なくとも一方に表示することにより、第１トレイ６に記録用紙を補充する対
応をとる必要があることをユーザに知らせる。複合機１は、ユーザが第１トレイ６に記録
用紙を補充する対応を行って給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻
り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８３】
　図１０に示すように、「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「要求用紙
サイズ」２４２ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ４８：ＹＥＳ）、ユーザは、直前
の印刷処理で選択した用紙サイズを変更することを希望していないので、Ｓ４９において
、トレイ選択結果履歴情報記憶手段２４４の「トレイ選択結果履歴情報」はＴｒａｙ１（
第１トレイ６）かＴｒａｙ２（第２トレイ６０）かを判断する。複合機１には、第１トレ
イ６を第２トレイ６０より優先させることが設定されているが、１つの「画像データ」に
基づいて印刷を開始した後は、ユーザが同じトレイを指定することが多いと考えられるの
で、直前の印刷処理が選択したトレイを優先的に選択するのが妥当であるからである。
【００８４】
　図１０に示すように、「トレイ選択結果履歴情報」はＴｒａｙ１であると判断した場合
には（Ｓ４９：Ｔｒａｙ１）、図９のＳ３０へ進み、第１トレイ６の用紙なしエラーを、
複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも
一方に表示する（図１１参照。）。当該印刷処理の直前に選択された第１トレイ６には、
当該印刷処理の直前に選択された用紙サイズの記録用紙が収容されていると考えられる。
ところが、第１トレイ６には指定した記録用紙の記録用紙がない（図１０のＳ３９：ＮＯ
、Ｓ４６：ＮＯ参照。）。そこで、複合機１は、第１トレイ６の用紙なしエラーを、複合
機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方
に表示することにより、第１トレイ６に収容されていた記録用紙と同じ用紙サイズの記録
用紙を第１トレイ６に補充する必要があることをユーザに知らしめる。複合機１は、ユー
ザが、第１トレイ６に記録用紙を補充して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９
のＳ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８５】
　図１０に示すように、「トレイ選択結果履歴情報」がＴｒａｙ２であると判断した場合
には（Ｓ４９：Ｔｒａｙ２）、図９のＳ３７に進み、第２トレイ６の用紙なしエラーを複
合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一
方に表示する（図１１参照。）。当該印刷処理の直前に選択された第２トレイ６０には、
当該印刷処理の直前に選択された用紙サイズの記録用紙が収容されていると考えられる。
ところが、直前に選択された第２トレイ６０には、記録用紙がない（図１０のＳ４６：Ｎ
Ｏ参照。）。そこで、複合機１は、、第２トレイ６０の用紙なしエラーを複合機１の表示
部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する
ことにより、ユーザに第２トレイ６０に収容されていた記録用紙と同じ用紙サイズの記録
用紙を第２トレイ６０に補充する必要があることを知らしめる。複合機１は、ユーザが、
第２トレイ６０に記録用紙を補充して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ
２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８６】
　これに対して、図１０に示すように、Ｓ４６において、第２トレイ６０に記録用紙があ
ると判断した場合には（Ｓ４６：ＹＥＳ）、Ｓ５０において、Ｔｒａｙ２（第２トレイ６
０）の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じであるか否かを
判断する。第２トレイ６０にの用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２
ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ５０：ＹＥＳ）、図９のＳ３４へ進み、第２トレ
イ６０から記録用紙をピックアップして印刷を行う（図１１参照。）。図９のＳ３４以降
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の処理については上述したので説明を割愛する。
【００８７】
　一方、第２トレイ６０の用紙サイズは「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと
同じでないと判断した場合には（Ｓ５０：ＮＯ）、Ｓ５１において、「ページ情報」に「
ユーザ印刷開始マーク」２４２ａはセットされているか否かを判断する。「ページ情報」
に「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａはセットされていると判断した場合には（Ｓ５１：
ＹＥＳ）、１つの「画像データ」に基づいて印刷を開始する前であるので、図９のＳ３６
へ進み、第２トレイ６０の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３、又は、クライ
アントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示させる（図１１参照。）
。第１トレイ６に記録用紙がない状態で、「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでない用紙
サイズの記録用紙が第２トレイ６０に収容されているときに、ユーザが、指定した用紙サ
イズの記録用紙に印刷する必要があると考えているか、指定した用紙サイズと異なる用紙
サイズの記録用紙を第２トレイ６０からピックアップして印刷を行ってもよいと考えてい
るかは不明である。そこで、複合機１は、第２トレイ６０の用紙サイズエラーを、複合機
１の表示部１３３、又は、クライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一
方に表示させることにより、第２トレイ６０にユーザが所望する用紙サイズの記録用紙が
収容されていないことをユーザに知らしめる。複合機１は、ユーザが、第２トレイ６に収
容されている用紙サイズと同じ用紙サイズの記録用紙を第２トレイ６に補充する対応や、
指定した用紙サイズと異なる用紙サイズの記録用紙を第２トレイ６からピックアップして
印刷を続行する指示を入力する対応などによって給紙エラーを解除したことを確認すると
、図９のＳ２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８８】
　一方、図１０に示すように、「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａはセ
ットされていないと判断した場合には（Ｓ５１：ＮＯ）、Ｓ５２において、用紙サイズ選
択結果履歴情報記憶手段２４５の「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「
要求用紙サイズ」２４２ｂと同じであるか否かを判断する。「用紙サイズ選択結果履歴情
報」は「ページ情報」の「要求用紙サイズ」２４２ｂと同じでないと判断した場合には（
Ｓ５２：ＮＯ）、図９のＳ３６へ進み、第２トレイ６０の用紙サイズエラーを、複合機１
の表示部１３３、又は、クライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方
に表示する（図１１参照。）。第１トレイ６に記録用紙がなく、第２トレイ６０に記録用
紙がある状態で（図１０のＳ３９：ＮＯ、Ｓ４６：ＹＥＳ参照。）、用紙サイズが「用紙
サイズ選択結果履歴情報」と異なることは（図１０のＳ５２：ＮＯ参照。）、ユーザが印
刷途中で用紙サイズの変更を希望することを意味する。この場合、ユーザは、第２トレイ
６０から記録用紙を取り出して、別の用紙サイズの記録用紙を第２トレイ６０に収容する
対応をとると考えられる。そのため、複合機１は、記録用紙を収容する第２トレイ６０を
優先的に選択し、第２トレイ６０の用紙サイズエラーを、複合機１の表示部１３３又はク
ライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する。複合機１は、
ユーザが第２トレイ６０の記録用紙を取り出して所望の用紙サイズの記録用紙に交換する
等して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻り、当該「印刷イメー
ジデータ」の印刷処理をやり直す。
【００８９】
　一方、図１０に示すように、「用紙サイズ選択結果履歴情報」は「ページ情報」の「要
求用紙サイズ」２４２ｂと同じであると判断した場合には（Ｓ５２：ＹＥＳ）、ユーザは
直前の印刷処理と用紙サイズを変えることを希望していないので、Ｓ５３において、トレ
イ選択結果履歴情報記憶手段２４４の「トレイ選択結果履歴情報」はＴｒａｙ１（第１ト
レイ６）かＴｒａｙ２（第２トレイ６０）かを判断する。複合機１には、第１トレイ６を
第２トレイ６０より優先させることが設定されているが、１つの「画像データ」に基づい
て印刷を開始した後は、選択するトレイが直前の印刷処理と同じトレイになることが多い
と考えられ、直線の印刷処理で選択したトレイを優先的に選択するのが妥当であるからで
ある。
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【００９０】
　図１０に示すように、「トレイ選択結果履歴情報」はＴｒａｙ１であると判断した場合
には（Ｓ５３：Ｔｒａｙ１）、図９のＳ３０へ進み、第１トレイ６の用紙なしエラーを複
合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一
方に表示する（図１１参照。）。当該印刷処理の直前に選択された第１トレイ６には、当
該印刷処理の直前に選択された用紙サイズの記録用紙が収容されていると考えられる。と
ころが、Ｓ５３においては、第１トレイ６に記録用紙がないと判断されている（図１０の
Ｓ３９：ＮＯ参照。）。そこで、複合機１は、第１トレイ６の用紙なしエラーを複合機１
の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表
示することにより、第１トレイ６に収容されていた記録用紙と同じ用紙サイズの記録用紙
を第１トレイ６に補充する必要であることをユーザに知らしめる。複合機１は、ユーザが
、第１トレイ６に記録用紙を補充して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ
２３へ戻り、当該「印刷イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００９１】
　図１０に示すように、「トレイ選択結果履歴情報」がＴｒａｙ２であると判断した場合
には、図９のＳ３６に進み、第２トレイ６の用紙サイズエラーを複合機１の表示部１３３
又はクライアントＰＣ２０１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示する（図１１
参照。）。当該印刷処理の直前に選択された第２トレイ６０には、当該印刷処理の直前に
選択された用紙サイズの記録用紙が収容されていると考えられる。ところが、図１０のＳ
５３においては、第１トレイ６に記録用紙がなく、第２トレイ６０に記録用紙があっても
、その記録用紙の用紙サイズが、ユーザが希望する用紙サイズでないと判断されている（
図１０のＳ３９：ＮＯ、Ｓ４６：ＹＥＳ、Ｓ５０：ＮＯ参照。）。そこで、複合機１は、
第２トレイ６０の用紙サイズエラーを複合機１の表示部１３３又はクライアントＰＣ２０
１のディスプレイ２６０の少なくとも一方に表示することにより、第２トレイ６０の記録
用紙を希望する用紙サイズの記録用紙に交換することが必要であることをユーザに知らし
める。複合機１は、ユーザが、第２トレイ６０の記録用紙を希望する用紙サイズの記録用
紙に交換して給紙エラーを解除したことを確認すると、図９のＳ２３へ戻り、当該「印刷
イメージデータ」の印刷処理をやり直す。
【００９２】
　以上、自動指定の場合における複合機１の動作についてまとめると、第１トレイ６又は
第２トレイ６０の何れかに指定された用紙サイズの記録用紙が収容されている場合には、
複合機１は、指定された用紙サイズを収容するトレイを選択して記録用紙をピックアップ
して印刷を行う。
　第１トレイ６と第２トレイ６０の何れにも記録用紙があるが、何れの記録用紙も指定さ
れた用紙サイズでない場合には、複合機１は、優先する第１トレイ６の用紙サイズエラー
を表示する。
　第１トレイ６と第２トレイ６０の何れにも記録用紙がない場合には、複合機１は、基本
的に優先するトレイ（本実施形態では第１トレイ６）を選択し、第１トレイ６の用紙なし
エラーを表示する。但し、この場合において、複合機１は、印刷途中であり、且つ、直前
の印刷処理で選択したトレイが優先するトレイでない場合には（本実施形態では第２トレ
イ６０）、第２トレイ６０の用紙なしエラーを表示する。
【００９３】
　第１トレイ６又は第２トレイ６０の何れか一方に記録用紙があるが、その記録用紙が指
定された用紙サイズでない場合において、１つの「画像データ」に基づく印刷開始前であ
れば、複合機１は、記録用紙があるトレイの用紙サイズエラーを表示する。
　第１トレイ６又は第２トレイ６０の何れか一方に記録用紙があるが、その記録用紙が指
定された用紙サイズでない場合において、１つの「画像データ」に基づく印刷開始後であ
れば、複合機１は、基本的に記録用紙があるトレイの用紙サイズエラーを表示する。但し
、第１トレイ６又は第２トレイ６０の何れか一方に記録用紙があるが、その記録用紙が指
定された用紙サイズでない場合において、１つの「画像データ」に基づく印刷開始後であ
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っても、直前の印刷処理と用紙サイズが変更されておらず、且つ、直前の印刷処理で選択
したトレイが記録用紙を収容しないトレイであれば、複合機１は、記録用紙を収容しない
トレイの用紙なしエラーを表示する。
【００９４】
＜複合機及び画像形成システムの効果＞
　上記構成を有する複合機１は、第１，第２トレイ６，６０の少なくとも１つに記録用紙
が有る状態で、「画像データ」の印刷に要求される用紙サイズに一致する記録用紙が第１
，第２トレイ６，６０に無い不具合を生じた場合に、その不具合が印刷前に生じたのであ
れば、「第１の出力」として「用紙サイズエラー」の表示を行い（図１０のＳ３９：ＹＥ
Ｓ、Ｓ４０：ＮＯ、Ｓ４１：ＮＯ、Ｓ４３：ＹＥＳ、図９のＳ２９、及び、Ｓ３９：ＮＯ
、Ｓ４６：ＹＥＳ、Ｓ５０：ＮＯ、Ｓ５１：ＹＥＳ、図９のＳ３６参照。）、その不具合
が印刷後に生じたのであれば、「第２の出力」である「用紙なしエラー」の表示を行う（
図１０のＳ３９：ＹＥＳ、Ｓ４０：ＮＯ、Ｓ４１：ＮＯ、Ｓ４３：ＮＯ、Ｓ４４：ＹＥＳ
、Ｓ４５：Ｔｒａｙ２、図９のＳ３７、及び、Ｓ３９：ＮＯ、Ｓ４６：ＹＥＳ、Ｓ５０：
ＮＯ、Ｓ５１：ＮＯ、Ｓ５２：ＹＥＳ、Ｓ５３：Ｔｒａｙ１、図９のＳ３０参照。）。よ
って、本実施形態の複合機１によれば、印刷に要求される用紙サイズに一致する記録用紙
が第１，第２トレイ６，６０に無くなったときに、印刷状況に合わせて内容の異なる出力
を行い、給紙エラーに対する対応をユーザに的確に促して使い勝手を良くすることができ
る。
【００９５】
　複合機１の使い勝手について具体的事例を挙げて、より詳しく説明する。
　例えば、複数のユーザが使用するファイルブックについて、綴じる記録用紙のサイズが
「Ａ４サイズ」に決められている場合には、ユーザは、トレイの選択を「自動設定」にし
た状態で、「Ａ４サイズ」の記録用紙を指定して「画像データ」を複合機１に入力する。
ここで、複合機１には、第１トレイ６の用紙サイズが「Ａ４サイズ」であり、第２トレイ
６０の用紙サイズが「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」であるとする。
【００９６】
　この場合に、例えば、第２トレイ６０に記録用紙があって、第１トレイ６に記録用紙が
ない状態で、第２トレイ６０の用紙サイズが、「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」であるという給紙
エラーを生じたとする。この給紙エラーが印刷開始前に生じた場合には、複合機１は、上
述した従来技術のように第２トレイ６０に収容される「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」の記録用紙
を使って直ちに印刷を行うのではなく、印刷を一旦中止して、第２トレイ６０の用紙サイ
ズエラーを表示部１３３又はディスプレイ２６０に表示する。ユーザは、表示内容を見て
、第２トレイ６０をケーシング３から取り出して用紙サイズを確認するまでもなく、第２
トレイ６０に収容される記録用紙の用紙サイズが「Ａ４サイズ」でないことを認識できる
。この場合、ユーザは、第２トレイ６から「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」の記録用紙に印刷を続
行する対応と、第２トレイ６０の記録用紙を「Ａ４サイズ」の記録用紙に交換してから印
刷を行う対応をとることが可能であるが、上記事例では、ファイルブックに綴じる記録用
紙が「Ａ４サイズ」に決められているため、ユーザは、後者の対応をとると考えられる。
複合機１は、第２トレイ６０の用紙交換によって用紙サイズエラーが解除されたことを確
認すると、印刷を再開する。
【００９７】
　これに対して、例えば、ユーザが第１トレイ６から「Ａ４サイズ」の記録用紙をピック
アップして印刷している途中で、第２トレイ６０に記録用紙があって、第１トレイ６に記
録用紙がない状態で、第２トレイ６０の用紙サイズが、「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」であると
いう給紙エラーを生じた場合には、複合機１は、上述した従来技術のように、「Ａ４サイ
ズ」に最も近似した「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」の記録用紙を収容する第２トレイ６０を選択
して印刷を勝手に続行するのではなく、印刷を一旦中止して、第１トレイ６の用紙なしエ
ラーを表示部１３３又はディスプレイ２６０に表示する。ユーザは、表示内容を見て、第
１トレイ６をケーシング３から取り出して用紙有無を確認するまでもなく、第１トレイ６
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に収容される「Ａ４サイズ」の記録用紙がなくなったことを認識できる。この場合、ユー
ザは、第１トレイ６に「Ａ４サイズ」の記録用紙を補充してから印刷を行う対応をとると
考えられる。複合機１は、第１トレイ６の用紙補充によって用紙サイズエラーが解除され
たことを確認すると、印刷を再開する。
【００９８】
　このように、例えば、第２トレイ６０に記録用紙があって、第１トレイ６に記録用紙が
ない状態で、第２トレイ６０の用紙サイズが、「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」であるという給紙
エラーを生じたときに、複合機１は、ユーザが指定した用紙サイズである「Ａ４サイズ」
を、第２トレイ６０にある「Ｌｅｔｔｅｒサイズ」にユーザの同意を得ずに勝手に変更し
て印刷を続行するのではなく、印刷の前後によって、「第２トレイ６の用紙サイズエラー
」と「第１トレイ６の用紙なしエラー」を切り換えて表示する。そのため、ユーザは、表
示内容に従って対応を適宜選択することが可能であり、当該印刷作業を無駄にしたり、同
じ印刷動作を繰り返す必要がない。
【００９９】
　また、本実施形態の複合機１によれば、「画像データ」に含まれる受信コマンド「ユー
ザ開始情報」に基づいて「ページ情報」に「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａを付加し、
「ユーザ印刷開始マーク」２４２ａの有無によって、１つの「画像データ」に基づいて印
刷を開始する前か、開始した後かを判断するので（図８のＳ５：ＹＥＳ、Ｓ６、図１０の
Ｓ４３、Ｓ５１参照。）、１つの「画像データ」を記録用紙に印刷するときに、「用紙サ
イズエラー」の表示と「用紙なしエラー」の表示を的確に切り替えることができる。
　また、「ユーザ開始情報」に基づいて「画像データ」を個別に識別することができ、例
えば、同じユーザが連続して入力した複数の「画像データ」を適切に処理することができ
る。
【０１００】
　ここで、印刷開始前に、第１，第２トレイ６，６０の何れかに記録用紙がある状態で、
「画像データ」の印刷を要求される用紙サイズの記録用紙がない給紙エラーを生じた場合
には、ユーザが、記録用紙を希望する用紙サイズの記録用紙に交換する対応や、用紙サイ
ズの相違を気にせずに印刷を続行する対応を取ることが考えられる。そのため、複合機１
は、印刷開始前においては、選択したトレイに収容される記録用紙の用紙サイズが「画像
データ」の印刷に要求される用紙サイズに一致していない旨の「Ｔｒａｙ１の用紙サイズ
エラー」を表示部１３３に表示する。一方、印刷開始後に、第１，第２トレイ６，６０の
何れかに記録用紙がある状態で、「画像データ」の印刷を要求される用紙サイズの記録用
紙がない給紙エラーを生じた場合には、一般的に１ジョブの中でトレイと用紙サイズを変
更することが少ないと考えられるので、ユーザは、記録用紙がなくなったトレイに、同じ
用紙サイズの記録用紙を補充する対応をとると考えられる。そのため、複合機１は、印刷
開始後においては、選択したトレイに記録用紙がない旨の指示を表示部１３３に表示する
。このように、本実施形態の複合機１によれば、給紙エラーの内容が同じでも、印刷の前
後によって用紙サイズエラーと用紙なしエラーを使い分け、給紙エラーに対する対応をユ
ーザに的確に促すことができる。
【０１０１】
　また、本実施形態の複合機１は、第１，第２トレイ６，６０に収容されている記録用紙
の用紙サイズをそれぞれ検出するリミットスイッチ９，９０を有するので、第１，第２ト
レイ６，６０に収容されている記録用紙の用紙サイズを自動認識することができ、ユーザ
が用紙サイズを設定する手間を省くことができる。
【０１０２】
　また、本実施形態の画像形成システム２００は、複合機１が、第１，第２トレイ６，６
０の少なくとも１つに記録用紙が有る状態で、「画像データ」の印刷に要求される用紙サ
イズに一致する記録用紙が第１，第２トレイ６，６０に無い不具合を生じた場合に、その
不具合が印刷開始前に生じたのであれば、クライアントＰＣ２０１Ａへ「第１の出力」で
ある「用紙サイズエラー」を含む「表示情報」をネットワーク２０２を介して送信し、ク
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ライアントＰＣ２０１Ａのディスプレイ２６０に「用紙サイズエラー」の表示を行わせる
一方、その不具合が印刷開始後に生じたのであれば、クライアントＰＣ２０１Ａへ「第２
の出力」である「用紙なしエラー」を含む「表示情報」をネットワーク２０２を介して送
信し、クライアントＰＣ２０１Ａのディスプレイ２６０に「用紙なしエラー」の表示を行
わせる。よって、本実施形態の画像形成システム２００によれば、印刷に要求される用紙
サイズに一致する記録用紙が第１，第２トレイ６，６０に無くなったときに、印刷状況に
合わせてエラー表示内容の異なる「表示情報」を複合機１からクライアントＰＣ２０１Ａ
へ送信し、クライアントＰＣ２０１のディスプレイ２０６に特定のトレイについて「用紙
サイズエラー」又は「用紙なしエラー」が生じたことを知らせる警告を表示させることに
より、複合機１から離れた場所にいるユーザに給紙エラーの内容を知らしめて給紙エラー
に対する対応を的確に促し、使い勝手を良くすることができる。
【０１０３】
　尚、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定される
ことなく、色々な応用が可能である。
【０１０４】
（１）例えば、上記実施形態では、リミットスイッチ９，９０を用いて第１，第２トレイ
６，６０に収容されている記録用紙の用紙サイズを自動認識したが、複合機１の操作部１
２１により第１，第２トレイ６，６０の用紙サイズを手動で設定するようにしてもよい。
【０１０５】
（２）例えば、上記実施形態では、用紙サイズエラーの出力と用紙なしエラーの出力を表
示部１３３を介して視覚的に行ったが、表示灯１３２を用いてエラーの出力を視覚的に行
ってもよいし、スピーカ１３４からブザー音や警告メッセージなどを発生して聴覚的に出
力するようにしてもよい。
【０１０６】
（３）例えば、上記実施形態では、受信コマンドに含まれる「ユーザ開始情報」に基づい
て「画像データ」を識別したが、受信コマンドの最後に設けられた「ユーザ終了情報」に
基づいて、或いは、「ユーザ開始情報」と「ユーザ終了情報」に基づいて「画像データ」
を識別するようにしてもよい。
【０１０７】
（４）例えば、上記実施形態では、記憶容量を確保するために、新しい設定をトレイ選択
結果履歴又は用紙サイズ選択結果履歴に追加するときに、直前のトレイ選択結果履歴情報
又は用紙サイズ選択結果履歴情報をトレイ選択結果履歴情報記憶手段２４５又は用紙サイ
ズ選択結果履歴情報記憶手段２４６から消去するようにしたが、一定量蓄積して記憶でき
るようにしてもよい。また、上記実施形態では、トレイ選択結果又は用紙サイズ選択結果
が直前のものと異なるか否かにかかわらず、印刷を行う毎にトレイ選択結果履歴情報又は
用紙サイズ選択結果履歴情報を書き換えるが、トレイ選択結果又は用紙サイズ選択結果が
直前のもとの異なる場合にのみトレイ選択結果履歴情報又は用紙サイズ履歴情報を書き換
え、トレイ選択結果又は用紙サイズ選択結果が直前のものと変更されない場合には、トレ
イ選択結果履歴情報又は用紙サイズ選択結果履歴情報を書き換えないようにしてもよい。
【０１０８】
（５）上記実施形態では、複合機１を画像形成装置として使用したが、プリンタ、コピー
機、ファクシミリ装置などを画像形成装置として使用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の実施の形態に係り、画像形成システムの概略構成図である。
【図２】図１に示す複合機の外観斜視図である。
【図３】図２に示す複合機の垂直断面図である。
【図４】図２に示す複合機の制御ブロック図である。
【図５】画像データの一例を示す図であって、（ａ）は画像データのイメージ図であって
、（ｂ）は（ａ）に示す画像データのデータ構造を示す図である。
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【図６】画像データのデータ構造の変形例を示す図である。
【図７】図１に示すクライアントＰＣの制御ブロック図である。
【図８】図２に示す複合機に格納されている受信コマンド処理プログラムのフロー図であ
る。
【図９】図２に示す複合機に格納されている印刷処理プログラムのフロー図である。
【図１０】図９に示す印刷処理プログラムのフロー図である。
【図１１】図１０に示す印刷処理プログラムを実行したとき（自動指定）における給紙状
態と複合機の動作との関係を示す一覧表である。
【符号の説明】
【０１１０】
１　複合機（画像形成装置）
５　画像形成部（画像形成手段）
６，６０　トレイ（給紙手段）
９，９０　リミットスイッチ（用紙サイズ検出手段）
７１，７２　光学センサ（用紙有無検出手段）
１３３　表示部（表示手段）
２００　画像形成システム
２０１　クライアントＰＣ（外部装置）
２０２　ネットワーク（通信手段）
２１９　ＬＡＮＩ／Ｆ（受信手段）
２３２　印刷処理プログラム（用紙サイズ判断手段、第１出力手段、第２出力手段、画像
形成時期判断手段）
２６０　ディスプレイ（表示手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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