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(57)【要約】
【課題】印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれ
ることを防止できる画像形成装置を提供する。
【解決手段】判断部５０５は、受信部（ネットワークＩ
／Ｆ部６０３）が受信した印刷データに対する印刷ジョ
ブが実行されることにより印刷物が排紙される排紙部１
０について、検知部１１が検知信号を出力しているか否
かを、受信部が印刷データを受信したときに判断する。
ジョブ制御部５０７は、検知部１１から検知信号が出力
されていると判断されたとき、受信部が受信した印刷デ
ータについて、印刷部１００に印刷ジョブを実行させず
に、記憶部（退避ボックス５０３）に記憶させる。操作
部４００は、記憶部に記憶されている印刷データで示さ
れる画像について、印刷する指示を入力する。ジョブ制
御部５０７は、操作部４００に上記入力がされたとき、
記憶部に記憶されている印刷データについて、印刷部１
００に印刷ジョブを実行させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを利用して送信されてきた、画像を示すデータを受信する受信部と、
　前記データで示される前記画像を印刷した印刷物を生成する印刷ジョブを実行する印刷
部と、
　前記印刷部で生成された前記印刷物が排紙され、排紙された前記印刷物を保持する排紙
部と、
　前記排紙部が前記印刷物を保持しているとき、検知信号を出力する検知部と、
　記憶部と、
　前記受信部が受信した前記データに対する前記印刷ジョブが実行されることにより前記
印刷物が排紙される前記排紙部について、前記検知部が前記検知信号を出力しているか否
かを、前記受信部が前記データを受信したときに判断する判断部と、
　前記判断部が、前記検知部から前記検知信号が出力されていると判断したとき、前記受
信部が受信した前記データについて、前記印刷部に前記印刷ジョブを実行させずに、前記
記憶部に記憶させるジョブ制御部と、
　前記記憶部に記憶されている前記データで示される前記画像について、印刷する指示を
入力する操作部と、を備え、
　前記ジョブ制御部は、前記操作部に前記入力がされたとき、前記記憶部に記憶されてい
る前記データについて、前記印刷部に前記印刷ジョブを実行させる画像形成装置。
【請求項２】
　複数の前記排紙部を備え、
　前記ジョブ制御部は、前記記憶部に記憶されている前記データの中から前記印刷ジョブ
の対象となる前記データを選択する第１の指示、及び、複数の前記排紙部の中から前記印
刷物が排紙される前記排紙部を選択する第２の指示が、前記操作部に入力されたか否かを
判断し、前記第１の指示及び前記第２の指示が入力されたと判断したとき、前記第１の指
示で選択された前記データについて、前記印刷部に印刷ジョブを実行させ、前記第２の指
示で選択された前記排紙部に前記印刷物を排紙させる請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　表示部と、
　前記受信部が受信した前記データが前記記憶部に記憶されたとき、前記データが前記記
憶部に記憶されていることを示すアイコンを含む第１の画面を前記表示部に表示させ、前
記アイコンがタッチされると、前記記憶部に記憶されている前記データを示す第１の情報
画像のリストと、複数の前記排紙部のそれぞれに対応する複数の第２の情報画像と、を含
む第２の画面を前記表示部に表示させる表示制御部と、を備え、
　前記ジョブ制御部は、前記第２の画面で、前記第１の情報画像が複数の前記第２の情報
画像のいずれかに対して、ドラッグアンドドロップがされたか否かを判断し、前記ドラッ
グアンドドロップがされたと判断したとき、前記ドラッグアンドドロップを前記第１の指
示及び前記第２の指示として受け付け、前記ドラッグアンドドロップがされた前記第１の
情報画像で示される前記データについて、前記印刷部に前記印刷ジョブを実行させ、前記
第１の情報画像がドロップされた前記第２の情報画像に対応する前記排紙部に前記印刷物
を排紙させる請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、複数の前記排紙部のそれぞれについて、前記印刷物が保持されてい
るか否かを示す情報を含む前記第２の画面を前記表示部に表示させ、
　前記ジョブ制御部は、前記印刷物を保持している前記排紙部、及び、前記印刷物を保持
していない前記排紙部のいずれの選択も前記第２の指示として受け付ける請求項３に記載
の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ネットワークを利用して送信されてきた、画像を示すデータを受信し、その
画像を印刷した印刷物を排紙する制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置の具体例として、ネットワークプリンターがある。ネットワークプリンタ
ーは、複数のユーザーによって共有されるプリンターである。各ユーザーの印刷物を仕分
けるために、複数のビンを備えるネットワークプリンターがある。ネットワークプリンタ
ーが印刷ジョブを実行することにより生成された印刷物は、ビンに排紙されて保持される
。
【０００３】
　ネットワークプリンターにおいて、印刷物が排紙されるビンが、ユーザー毎に予め設定
され、ビンが設定されていないユーザーの場合、ネットワークプリンターが、複数のビン
の中から使用可能なビンを割り当てる技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００４】
　また、複数のビンのそれぞれにオーバーフロー検知手段を設け、印刷物の量が許容量を
超えたビンについて、ネットワークプリンターは、そのビンに印刷物を排紙する印刷ジョ
ブを実行せずに、その印刷ジョブの対象となる画像データをメモリーに格納する技術が提
案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２２６１３２号公報
【特許文献２】特開２００２－３１６７６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ビンを他のユーザーと共有する場合、他のユーザーに間違って印刷物を持って行かれる
可能性がある。
【０００７】
　本発明は、印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれることを防止できる画像形成
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本発明に係る画像形成装置は、ネットワークを利用して送信されて
きた、画像を示すデータを受信する受信部と、前記データで示される前記画像を印刷した
印刷物を生成する印刷ジョブを実行する印刷部と、前記印刷部で生成された前記印刷物が
排紙され、排紙された前記印刷物を保持する排紙部と、前記排紙部が前記印刷物を保持し
ているとき、検知信号を出力する検知部と、記憶部と、前記受信部が受信した前記データ
に対する前記印刷ジョブが実行されることにより前記印刷物が排紙される前記排紙部につ
いて、前記検知部が前記検知信号を出力しているか否かを、前記受信部が前記データを受
信したときに判断する判断部と、前記判断部が、前記検知部から前記検知信号が出力され
ていると判断したとき、前記受信部が受信した前記データについて、前記印刷部に前記印
刷ジョブを実行させずに、前記記憶部に記憶させるジョブ制御部と、前記記憶部に記憶さ
れている前記データで示される前記画像について、印刷する指示を入力する操作部と、を
備え、前記ジョブ制御部は、前記操作部に前記入力がされたとき、前記記憶部に記憶され
ている前記データについて、前記印刷部に前記印刷ジョブを実行させる。
【０００９】
　本発明に係る画像形成装置によれば、印刷物が排紙される排紙部が、既に別の印刷物を
保持している場合、ジョブ制御部は、受信部が受信した画像を示すデータについて、印刷
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部に印刷ジョブを実行せずに、記憶部に記憶させる。ユーザーが操作部を操作して、印刷
する指示を入力したとき、ジョブ制御部は、記憶部に記憶されているデータについて、印
刷部に印刷ジョブを実行させる。このように、印刷物が排紙部に排紙されるとき、ユーザ
ーが画像形成装置のそばにいるので、印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれるこ
とを防止できる。なお、ここでのデータは、印刷データや画像データと称され、印刷の対
象となる画像を示すものである。
【００１０】
　上記構成は、複数の前記排紙部を備え、前記ジョブ制御部は、前記記憶部に記憶されて
いる前記データの中から前記印刷ジョブの対象となる前記データを選択する第１の指示、
及び、複数の前記排紙部の中から前記印刷物が排紙される前記排紙部を選択する第２の指
示が、前記操作部に入力されたか否かを判断し、前記第１の指示及び前記第２の指示が入
力されたと判断したとき、前記第１の指示で選択された前記データについて、前記印刷部
に印刷ジョブを実行させ、前記第２の指示で選択された前記排紙部に前記印刷物を排紙さ
せる。
【００１１】
　この構成によれば、印刷部が、記憶部に記憶されているデータで示される画像を印刷し
た印刷物を生成する場合、印刷物を排紙する排紙部を選択することができる。
【００１２】
　上記構成は、表示部と、前記受信部が受信した前記データが前記記憶部に記憶されたと
き、前記データが前記記憶部に記憶されていることを示すアイコンを含む第１の画面を前
記表示部に表示させ、前記アイコンがタッチされると、前記記憶部に記憶されている前記
データを示す第１の情報画像のリストと、複数の前記排紙部のそれぞれに対応する複数の
第２の情報画像と、を含む第２の画面を前記表示部に表示させる表示制御部と、を備え、
前記ジョブ制御部は、前記第２の画面で、前記第１の情報画像が複数の前記第２の情報画
像のいずれかに対して、ドラッグアンドドロップがされたか否かを判断し、前記ドラッグ
アンドドロップがされたと判断したとき、前記ドラッグアンドドロップを前記第１の指示
及び前記第２の指示として受け付け、前記ドラッグアンドドロップがされた前記第１の情
報画像で示される前記データについて、前記印刷部に前記印刷ジョブを実行させ、前記第
１の情報画像がドロップされた前記第２の情報画像に対応する前記排紙部に前記印刷物を
排紙させる。
【００１３】
　この構成によれば、記憶部に記憶されているデータについて、印刷部に印刷ジョブを実
行させる操作を、簡単かつ直感的にできる。
【００１４】
　上記構成において、前記表示制御部は、複数の前記排紙部のそれぞれについて、前記印
刷物が保持されているか否かを示す情報を含む前記第２の画面を前記表示部に表示させ、
前記ジョブ制御部は、前記印刷物を保持している前記排紙部、及び、前記印刷物を保持し
ていない前記排紙部のいずれの選択も前記第２の指示として受け付ける。
【００１５】
　この構成によれば、ユーザーが、記憶部に記憶されているデータで示される画像につい
て、印刷する指示を操作部に入力する際に、事情に応じた対応が可能である。例えば、印
刷物が保持されている排紙部に、印刷物を排紙したくないとき、印刷物を保持していない
排紙部を選択できる。
【００１６】
　一方、印刷物を保持していない排紙部を選択して印刷物を排紙させた場合、直後に、当
該排紙部に印刷物が排紙される別のユーザーからのデータが受信部で受信されたとき、そ
のデータについて印刷ジョブが実行されず、記憶部に記憶される。これは、別のユーザー
に手間をかけることになる。これを考慮して、ユーザーは、印刷物が保持されている排紙
部に印刷物を排紙する選択をすることができる。印刷物を保持している排紙部に印刷物を
排紙させても、ユーザーは、操作部を操作して、記憶部に記憶されているデータで示され
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る画像について印刷する指示をした直後なので、ユーザーは画像形成装置のそばにいる。
このため、印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれることはない。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ネットワークプリンターとして、画像形成装置が動作する場合、その動作を説明
するフローチャートである（前半）。
【図３】ネットワークプリンターとして、画像形成装置が動作する場合、その動作を説明
するフローチャートである（後半）。
【図４】退避ボックスに印刷データが記憶されていることを示すアイコンを含む画面を説
明する説明図である。
【図５】図４に示すアイコンが押下されたときに、図４に示す画面から切り換えられる画
面を説明する説明図である。
【図６】印刷物を排紙する排紙部を選択する動作を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明の一実施形
態に係る画像形成装置１の構成を示すブロック図である。画像形成装置１として、コピー
、プリンター、スキャナー及びファクシミリの機能を有するデジタル複合機を例に説明す
る。画像形成装置１は、画像を印刷する機能を有する装置であればよく、デジタル複合機
に限定されない。例えば、プリンターを画像形成装置１としてもよい。画像形成装置１は
、印刷部１００、原稿読取部２００、原稿給送部３００、操作部４００、制御部５００、
通信部６００、排紙部１０、及び、検知部１１を備える。
【００２０】
　原稿給送部３００は、原稿給送部３００に設けられた原稿載置部に１枚の原稿が置かれ
ている場合、その原稿を原稿読取部２００に送り、原稿載置部に複数枚の原稿が置かれて
いる場合、複数枚の原稿を連続的に原稿読取部２００に送る。
【００２１】
　原稿読取部２００は、原稿台に載置された原稿や、原稿給送部３００から給送された原
稿を読み取り、その原稿の画像データを出力する。
【００２２】
　印刷部１００は、印刷ジョブを実行する。印刷ジョブとは、画像を示すデータ（例えば
、原稿読取部２００から出力された画像データ、パソコン２０から送信されてきた印刷デ
ータ、ファクシミリ受信の画像データ）について、そのデータで示される画像を印刷した
印刷物を生成するジョブである。
【００２３】
　印刷部１００によって生成された印刷物は、排紙部１０に排紙され、排紙部１０で保持
される。排紙部１０は、排紙トレイ又はビンと称される。画像形成装置１は、３つの排紙
部１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃを備える。排紙部１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃを区別する必要がな
い場合、排紙部１０と記載する。排紙部１０の数が複数の場合で説明するが、一つでもよ
い。複数の排紙部１０は、メールボックスと称されることがある。
【００２４】
　検知部１１は、排紙部１０が印刷物を保持しているとき、検知信号を出力する。検知部
１１として、センサーやスイッチを用いることができる。検知部１１は、排紙部１０に対
応して設けられ、従って、画像形成装置１は、三つの検知部１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃを備
える。検知部１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃを区別する必要がない場合、検知部１１と記載する
。
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【００２５】
　操作部４００は、操作キー部４０１と表示部４０３を備える。表示部４０３は、タッチ
パネル機能を有しており、ソフトキーを含む画面が表示される。ユーザーは、画面を見な
がらソフトキーを操作することによって、コピー等の機能の実行に必要な設定等をする。
【００２６】
　操作キー部４０１には、ハードキーからなる操作キーが設けられている。操作キーは、
例えば、スタートキー、テンキー、リセットキー、コピー、プリンター、スキャナー及び
ファクシミリを切り換えるための機能切換キーである。
【００２７】
　制御部５００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、及び、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備える。ＣＰＵは、画像形成装置１を動作さ
せるために必要な制御を、画像形成装置１の上記構成要素（例えば、印刷部１００）に対
して実行する。ＲＯＭは、画像形成装置１の動作の制御に必要なソフトウェアを記憶して
いる。ＲＡＭは、ソフトウェアの実行時に発生するデータの一時的な記憶及びアプリケー
ションソフトの記憶等に利用される。
【００２８】
　制御部５００は、機能ブロックとして、表示制御部５０１、割当記憶部５０２、退避ボ
ックス５０３、判断部５０５、及び、ジョブ制御部５０７を備える。これらのブロックの
詳細は、後で説明する。
【００２９】
　通信部６００は、ファクシミリ通信部６０１及びネットワークＩ／Ｆ部６０３を備える
。ファクシミリ通信部６０１は、相手先ファクシミリとの電話回線の接続を制御するＮＣ
Ｕ（Network Control Unit）及びファクシミリ通信用の信号を変復調する変復調回路を備
える。ファクシミリ通信部６０１は、電話回線６０５に接続される。
【００３０】
　ネットワークＩ／Ｆ部６０３は、ＬＡＮ（Local Area Network）６０７に接続される。
ネットワークＩ／Ｆ部６０３は、ＬＡＮ６０７に接続されたパソコン２０（端末装置）と
の間で通信を実行するための通信インターフェイス回路である。図１には、ＬＡＮ６０７
に接続された複数のパソコン２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ，２０Ｄ，２０Ｅ，２０Ｆが示され
ている。これらのパソコンを区別する必要がない場合、パソコン２０と記載する。
【００３１】
　ネットワークＩ／Ｆ部６０３は、ＬＡＮ６０７を利用して、パソコンから送信されてき
た印刷データを受信する。このように、ネットワークＩ／Ｆ部６０３は、ネットワークを
利用して送信されてきた、画像を示すデータを受信する受信部として機能する。画像を示
すデータとして、印刷データを例にして説明するが、これに限らず、画像データと称され
るデータであってもよい。
【００３２】
　表示制御部５０１は、表示部４０３に画面を表示する制御をする。
【００３３】
　割当記憶部５０２には、割当情報が予め記憶されている。割当情報とは、複数のパソコ
ン２０のそれぞれに割り当てられた排紙部１０を示す情報である。割当情報として、例え
ば、パソコン２０Ａ，２０Ｂに排紙部１０Ａが割り当てられ、パソコン２０Ｃ，２０Ｄに
排紙部１０Ｂが割り当てられ、パソコン２０Ｅ，２０Ｆに排紙部１０Ｃが割り当てられて
いるとする。この場合、パソコン２０Ａから送信されてきた印刷データに対して、印刷部
１００が印刷ジョブを実行した場合、ジョブ制御部５０７は、排紙トレイ１０Ａに印刷物
を排紙する制御をする。画像形成装置１の管理者やサービスマンが操作部４００を操作す
ることにより、割当情報が割当記憶部５０２に記憶される。
【００３４】
　判断部５０５は、ネットワークＩ／Ｆ部６０３が受信した印刷データに対する印刷ジョ
ブが実行されることにより印刷物が排紙される排紙部１０について、検知部１１が検知信
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号を出力しているか否かを、ネットワークＩ／Ｆ部６０３が印刷データを受信したときに
判断する。
【００３５】
　ジョブ制御部５０７は、判断部５０５が、検知部１１から検知信号が出力されていると
判断したとき、ネットワークＩ／Ｆ部６０３が受信した印刷データについて、印刷部１０
０に印刷ジョブを実行させずに、退避ボックス５０３に記憶させる。退避ボックス５０３
は、記憶部の具体例である。画像形成装置１に備えられる不揮発性メモリーやハードディ
スクドライブが、退避ボックス５０３として用いられる。
【００３６】
　操作部４００に、退避ボックス５０３に記憶されている印刷データで示される画像につ
いて、印刷する指示が入力されると、ジョブ制御部５０７は、退避ボックス５０３に記憶
されている印刷データについて、印刷部１００に印刷ジョブを実行させる。
【００３７】
　画像形成装置１は、ＬＡＮ６０７によって、複数のパソコン２０と接続されているので
、ネットワークプリンターとして利用することができる。ネットワークプリンターとして
の画像形成装置１の動作を、図１～図３を参照して説明する。図２及び図３は、その動作
を説明するフローチャートである。画像を示すデータとして、印刷データを例にして説明
する。
【００３８】
　ジョブ制御部５０７は、ネットワークＩ／Ｆ部６０３によって印刷データが受信された
か否かを判断する（ステップＳ１）。ジョブ制御部５０７が、ネットワークＩ／Ｆ部６０
３によって印刷データが受信されていないと判断した場合（ステップＳ１でＮｏ）、ステ
ップＳ１の処理が繰り返される。
【００３９】
　ジョブ制御部５０７が、ネットワークＩ／Ｆ部６０３によって印刷データが受信された
と判断した場合（ステップＳ１でＹｅｓ）、３つの排紙部１０の中から印刷物が排紙され
る排紙部１０を特定する（ステップＳ２）。詳しく説明すると、印刷データには、その印
刷データを送信したパソコン２０を特定するパソコン情報が付加されている。ジョブ制御
部５０７は、割当記憶部５０２に記憶されている上述した割当情報を参照して、受信され
た印刷データに対して、印刷部１００が印刷ジョブを実行した場合に、印刷物が排紙され
る排紙部１０を特定する。
【００４０】
　判断部５０５は、ステップＳ２で特定された排紙部１０に対応する検知部１１が、検知
信号を出力しているか否かを判断する。すなわち、判断部５０５は、ステップＳ２で特定
された排紙部１０が印刷物を保持しているか否かを判断する（ステップＳ３）。
【００４１】
　判断部５０５が、排紙部１０で印刷物が保持されていないと判断したとき（ステップＳ
３でＮｏ）、ジョブ制御部５０７は、印刷部１００に印刷ジョブを実行する命令をする（
ステップＳ４）。印刷部１００は、ステップＳ１で受信された印刷データについて、印刷
ジョブを実行し、ステップＳ２で特定された排紙部１０に印刷物を排紙する（ステップＳ
５）。
【００４２】
　判断部５０５が、排紙部１０で印刷物が保持されている判断したとき（ステップＳ３で
Ｙｅｓ）、ジョブ制御部５０７は、印刷部１００に印刷ジョブを実行させる命令をせずに
、ステップＳ１で受信された印刷データを、退避ボックス５０３に記憶させる（ステップ
Ｓ６）。
【００４３】
　ステップＳ６の後、表示制御部５０１は、図４に示す画面３０Ａを表示部４０３に表示
させる（ステップＳ７）。画面３０Ａは、画像形成装置１の初期画面である。本実施形態
では、コピーモードの初期画面を画像形成装置１の初期画面にしている。
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【００４４】
　画面３０Ａは、ソフトキーとして、複数のキー３１及び複数のタブ３２を含む。これら
のキー３１及びタブ３２は、コピーを設定するために使用される。画面３０Ａは、第１の
画面として機能し、アイコン３３を含む。アイコン３３は、退避ボックス５０３に印刷デ
ータが記憶されていることを示す。このように、表示制御部５０１は、ネットワークＩ／
Ｆ部６０３が受信した印刷データが退避ボックス５０３に記憶されたとき、印刷データが
退避ボックス５０３に記憶されていることを示すアイコン３３を含む第１の画面を表示部
４０３に表示させる。
【００４５】
　制御部５００は、アイコン３３がタッチされたか否かを判断する（ステップＳ８）。制
御部５００が、アイコンがタッチされていないと判断したとき（ステップＳ８でＮｏ）、
ステップＳ８の処理が繰り返される。
【００４６】
　制御部５００が、アイコン３３がタッチされたと判断したとき（ステップＳ８でＹｅｓ
）、表示制御部５０１は、表示部４０３に表示する画面を、図４に示す画面３０Ａから図
５に示す画面３０Ｂに切り換える（ステップＳ９）。
【００４７】
　画面３０Ｂが画面３０Ａと異なる点は、以下の通りである。画面３０Ｂは、アイコン３
３を含まない。画面３０Ｂは、第２の画面として機能し、排紙部画像３７、第１の情報画
像３６を含むリスト３５、及び、第２の情報画像３４を含む。
【００４８】
　排紙部画像３７は、排紙部１０の外観を示す画像である。図１で説明したように、画像
形成装置１は、３つの排紙部１０を備えるので、画面３０Ｂは、３つの排紙部画像３７Ａ
，３７Ｂ，３７Ｃを含む。排紙部画像３７Ａは、排紙部１０Ａを示す画像である。排紙部
画像３７Ｂは、排紙部１０Ｂを示す画像である。排紙部画像３７Ｃは、排紙部１０Ｃを示
す画像である。排紙部画像３７Ａ，３７Ｂ，３７Ｃを区別する必要がない場合、排紙部画
像３７と記載する。
【００４９】
　リスト３５は、第１の情報画像３６を含む。第１の情報画像３６は、退避ボックス５０
３に記憶されている印刷データを示す画像である。画面３０Ｂは、退避ボックス５０３に
記憶されている印刷データの数に応じた数の第１の情報画像３６を含む。画面３０Ｂは、
３つの第１の情報画像３６Ａ，３６Ｂ，３６Ｃを含む。よって、退避ボックス５０３には
、３つの印刷データが記憶されている。第１の情報画像３６Ａ，３６Ｂ，３６Ｃを区別す
る必要がない場合、第１の情報画像３６と記載する。第１の情報画像３６には、印刷デー
タに付加されている情報（例えば、文書名、ユーザー名）が含まれる。
【００５０】
　第２の情報画像３４は、排紙部１０に対応する画像である。画面３０Ｂは、排紙部１０
の数に応じた数の第２の情報画像３４を含む。画像形成装置１は、３つの排紙部１０を備
えるので、画面３０Ｂは、３つの第２の情報画像３４Ａ，３４Ｂ，３４Ｃを含む。第２の
情報画像３４Ａは、排紙部１０Ａを選択するために使用される。第２の情報画像３４Ｂは
、排紙部１０Ｂを選択するために使用される。第２の情報画像３４Ｃは、排紙部１０Ｃを
選択するために使用される。第２の情報画像３４Ａ，３４Ｂ，３４Ｃを区別する必要がな
い場合、第２の情報画像３４と記載する。
【００５１】
　第２の情報画像３４は、対応する排紙部１０で印刷物が保持されているか否かを示す。
第２の情報画像３４において、「空」の文字は、排紙部１０で印刷物が保持されていない
ことを示し、「有」の文字は、排紙部１０で印刷物が保持されていることを示す。従って
、第２の情報画像３４Ａは、排紙部１０Ａで印刷物が保持されていないことを示す。第２
の情報画像３４Ｂは、排紙部１０Ｂで印刷物が保持されていることを示す。第２の情報画
像３４Ｃは、排紙部１０Ｃで印刷物が保持されていないことを示す。このように、表示制
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御部５０１は、複数の排紙部１０のそれぞれについて、印刷物が保持されているか否かを
示す情報を含む第２の画面を表示部４０３に表示させる。
【００５２】
　以上説明したように、表示制御部５０１は、アイコン３３（図４）がタッチされると、
図５に示すように、退避ボックス５０３に記憶されている印刷データを示す第１の情報画
像３６のリスト３５と、複数の排紙部１０のそれぞれに対応する複数の第２の情報画像３
４と、を含む画面３０Ｂ（第２の画面）を表示部４０３に表示させる。
【００５３】
　ジョブ制御部５０７は、画面３０Ｂでドラッグアンドドロップがされたか否かを判断す
る（ステップＳ１０）。ここでのドラッグアンドドロップとは、ユーザーが、印刷したい
印刷データに対応する第１の情報画像３６をドラッグして、印刷物を排紙したい排紙部１
０に対応する第２の情報画像３４上で、第１の情報画像３６をドロップすることである。
図６において、第１の情報画像３６Ａがドラッグされ、排紙部１０Ｂに対応する第２の情
報画像３４Ｂにドロップされている。
【００５４】
　ジョブ制御部５０７が、ドラッグアンドドロップがされていないと判断したとき（ステ
ップＳ１０でＮｏ）、ステップＳ１０の処理が繰り返される。
【００５５】
　ジョブ制御部５０７が、ドラッグアンドドロップがされたと判断したとき（ステップＳ
１０でＹｅｓ）、ジョブ制御部５０７は、ドラッグアンドドロップがされた第１の情報画
像３６に対応する印刷データに対して、印刷部１００に印刷ジョブを実行する命令をする
（ステップＳ１１）。
【００５６】
　印刷部１００は、ステップＳ１０でドラッグアンドドロップがされた第１の情報画像３
６に対応する印刷データについて、印刷ジョブを実行し、排紙部１０に印刷物を排紙する
（ステップＳ１２）。ここでは、第１の情報画像３６Ａに対応する印刷データについて、
印刷ジョブを実行し、排紙部１０Ｂに印刷物を排紙する。
【００５７】
　本実施形態の主な効果を説明する。本実施形態に係る画像形成装置１によれば、印刷物
が排紙される排紙部１０が、既に別の印刷物を保持している場合（ステップＳ３でＹｅｓ
）、ジョブ制御部５０７は、ネットワークＩ／Ｆ部６０３が受信した印刷データについて
、印刷部１００に印刷ジョブを実行せずに、退避ボックス５０３に記憶させる（ステップ
Ｓ６）。ユーザーが操作部４００を操作して、印刷する指示を入力したとき（ステップＳ
１０でＹｅｓ）、ジョブ制御部５０７は、退避ボックス５０３に記憶されている印刷デー
タについて、印刷部１００に印刷ジョブを実行させる（ステップＳ１１，Ｓ１２）。この
ように、印刷物が排紙部１０に排紙されるとき、ユーザーが画像形成装置１のそばにいる
ので、印刷物を他のユーザーに間違って持って行かれることを防止できる。
【００５８】
　また、本実施形態に係る画像形成装置１によれば、ジョブ制御部５０７は、退避ボック
ス５０３に記憶されている印刷データの中から印刷ジョブの対象となる印刷データを選択
する第１の指示、及び、複数の排紙部１０の中から印刷物が排紙される排紙部１０を選択
する第２の指示が、操作部４００に入力されたか否かを判断し（ステップＳ１０）、第１
の指示及び第２の指示が入力されたと判断したとき（ステップＳ１０でＹｅｓ、図６）、
第１の指示で選択された印刷データについて、印刷部１００に印刷ジョブを実行させ、第
２の指示で選択された排紙部１０に印刷物を排紙させる（ステップＳ１１，Ｓ１２）。従
って、印刷部１００が、退避ボックス５０３に記憶されている印刷データで示される画像
を印刷した印刷物を生成する場合、印刷物を排紙する排紙部１０を選択することができる
。
【００５９】
　さらに、本実施形態に係る画像形成装置１によれば、ジョブ制御部５０７は、図５に示
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す画面３０Ｂ（第２の画面）で、第１の情報画像３６が複数の第２の情報画像３４のいず
れかに対して、ドラッグアンドドロップがされたか否かを判断し（ステップＳ１０）、ド
ラッグアンドドロップがされたと判断したとき（ステップＳ１０でＹｅｓ、図６）、ドラ
ッグアンドドロップを第１の指示及び第２の指示として受け付け、ドラッグアンドドロッ
プがされた第１の情報画像３６Ａで示される印刷データについて、印刷部１００に印刷ジ
ョブを実行させ、第１の情報画像３６Ａがドロップされた第２の情報画像３４Ｂに対応す
る排紙部１０Ｂに印刷物を排紙させる（ステップＳ１１，Ｓ１２）。従って、退避ボック
ス５０３に記憶されている印刷データについて、印刷部１００に印刷ジョブを実行させる
操作を、簡単かつ直感的にできる。
【００６０】
　また、本実施形態によれば、図５に示すように、表示制御部５０１は、複数の排紙部１
０のそれぞれについて、印刷物が保持されているか否かを示す情報を含む画面３０Ｂ（第
２の画面）を表示部４０３に表示させる。ジョブ制御部５０７は、印刷物を保持している
排紙部１０Ｂ、及び、印刷物を保持していない排紙部１０Ａ，１０Ｃのいずれの選択も第
２の指示として受け付ける。
【００６１】
　従って、ユーザーが、退避ボックス５０３に記憶されている印刷データで示される画像
について、印刷する指示を操作部４００に入力する際に、事情に応じた対応が可能である
。例えば、印刷物が保持されている排紙部１０Ｂに、印刷物を排紙したくないとき、印刷
物を保持していない排紙部１０Ａ又は排紙部１０Ｃを選択できる。
【００６２】
　一方、印刷物を保持していない排紙部１０（排紙部１０Ａ又は排紙部１０Ｃ）を選択し
て印刷物を排紙させた場合、直後に、その排紙部１０に印刷物が排紙される別のユーザー
からのデータがネットワークＩ／Ｆ部６０３で受信されたとき、その印刷データについて
印刷ジョブが実行されず、退避ボックス５０３に記憶される。これは、別のユーザーに手
間をかけることになる。これを考慮して、ユーザーは、印刷物が保持されている排紙部１
０Ｂに印刷物を排紙する選択をすることができる。印刷物を保持している排紙部１０Ｂに
印刷物を排紙させても、ユーザーは、操作部４００を操作して、退避ボックス５０３に記
憶されている印刷データで示される画像について印刷する指示をした直後なので、ユーザ
ーは画像形成装置１のそばにいる。このため、印刷物を他のユーザーに間違って持って行
かれることはない。
【００６３】
　本実施形態において、ドラッグアンドドロップがされると（ステップＳ１０でＹｅｓ）
、印刷ジョブが実行される（ステップＳ１１，Ｓ１２）。しかしながら、ドラッグアンド
ドロップがされた後、操作部４００のスタートキーが押下されることにより、印刷ジョブ
が実行される態様でもよい。
【符号の説明】
【００６４】
１　画像形成装置
１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ　排紙部
１１，１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ　検知部
３０Ａ　画面（第１の画面の一例）
３０Ｂ　画面（第２の画面の一例）
３３　アイコン
３４，３４Ａ，３４Ｂ，３４Ｃ　第２の情報画像
３５　リスト
３６，３６Ａ，３６Ｂ，３６Ｃ　第１の情報画像
３７，３７Ａ，３７Ｂ，３７Ｃ　排紙部画像
１００　印刷部
４００　操作部
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４０４　表示部
５０１　表示制御部
５０３　退避ボックス（記憶部の一例）
５０５　判断部
５０７　ジョブ制御部
６０３　ネットワークＩ／Ｆ部（受信部の一例）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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