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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信手段を介して印刷装置と接続され、読み取った画像データを印刷装置に直接送信す
ることにより印刷指示を行う画像読取装置において、
　前記印刷装置から、用紙の搬送方向が該印刷装置の正面に正対した状態で用紙を左右い
ずれかの方向に搬送する横搬送か前記正対状態で用紙を前後いずれかの方向に搬送する縦
搬送かを含む用紙搬送方向情報を前記通信手段を介して取得する用紙搬送方向情報取得手
段と、
　前記印刷装置から、前記印刷指示に係わる印刷で用いる用紙のサイズと該印刷装置の正
面に正対した状態で正面に設けられた用紙給紙トレイから送り込む当該用紙の向きが短辺
を先端にした向きか長辺を先端にした向きかを示す用紙の向きを含む用紙情報を前記通信
手段を介して取得する用紙情報取得手段と、
　前記用紙搬送方向情報取得手段で取得した用紙搬送方向情報および前記用紙情報取得手
段で取得した用紙情報に基づき、前記印刷装置における該印刷装置の正面に正対した状態
での前記用紙搬送方向に合致した用紙の向きを含む用紙状態情報を表示する表示手段と
　を具備する画像読取装置。
【請求項２】
　前記用紙搬送方向情報取得手段は、
　前記印刷装置との接続に際して少なくとも一回、該印刷装置から前記用紙搬送方向情報
を取得する
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　請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記用紙情報取得手段は、
　前記印刷装置の前記用紙給紙トレイの用紙が変更される毎に該印刷装置から前記用紙情
報を取得する
　請求項１または２記載の画像読取装置。
【請求項４】
　通信手段を介して印刷装置と接続され、読み取った画像データを印刷装置に直接送信す
ることにより印刷指示を行う画像読取装置における表示処理をコンピュータにより実行さ
せる表示処理プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記印刷装置から、用紙の搬送方向が該印刷装置の正面に正対した状態で用紙を左右い
ずれかの方向に搬送する横搬送か前記正対状態で用紙を前後いずれかの方向に搬送する縦
搬送かを含む用紙搬送方向情報を前記通信手段を介して取得する用紙搬送方向情報取得手
段、
　前記印刷装置から、前記印刷指示に係わる印刷で用いる用紙のサイズと該印刷装置の正
面に正対した状態で正面に設けられた用紙給紙トレイから送り込む当該用紙の向きが短辺
を先端にした向きか長辺を先端にした向きかを示す用紙の向きを含む用紙情報を前記通信
手段を介して取得する用紙情報取得手段、
　前記用紙搬送方向情報取得手段で取得した用紙搬送方向情報および前記用紙情報取得手
段で取得した用紙情報に基づき、前記印刷装置における該印刷装置の正面に正対した状態
での前記用紙搬送方向に合致した用紙の向きを含む用紙状態情報を表示する表示手段
　として機能させる表示処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置および表示処理プログラムに関し、特に、印刷装置の用紙の出
力状態に整合した出力イメージを提供できるようにした画像読取装置および表示処理プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プリンタで印字する用紙はプリンタに併設された給紙トレイや着脱可能な手差
しトレイなどに格納されており、この状態から用紙搬送ロールによって用紙が搬送される
ことにより印字が行われる。搬送される用紙は、用紙サイズや用紙紙質などによって異な
るトレイにわけて格納されており、特に、業務用などの比較的高機能なプリンタなどにお
いては、複数のトレイを併設しており用紙サイズや用紙の種類を切り替えて印刷出力する
ことが可能である。
【０００３】
　トレイに格納された用紙は、プリンタの形状や構成などによって用紙の給紙方向が異な
り、プリンタの前面（正対した状態）から見て左右いずれかの方向から用紙が給紙される
プリンタもあれば、前面または背面から給紙されるプリンタもある。
【０００４】
　さらに、プリンタの装置構成または配置によってプリンタごとに用紙の排紙方向が異な
る。これは、印刷時に用紙がフィードする（送り込む）向きを示す給紙方向に対して正方
向に排紙される場合もあれば、逆方向に排紙される場合もあることを示す。
【０００５】
　プリンタで発生した給紙／排紙に係るイベントを上位装置のホストコンピュータで確認
する場合には、給紙／排紙の状況や排紙された用紙の状態を示す程度に限定されている。
【０００６】
　このため、発生した給紙／排紙に係るイベントに対処するため、利用者がプリンタを直
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接操作する際の操作性に満足することができないという問題がある。
【０００７】
　プリントサーバなどのホストコンピュータから印刷用紙などの設定状況を選択したり表
示したりする従来技術として、特許文献１に開示されたものがある。
【０００８】
　さらに、この特許文献１に開示された従来技術においては、接続されたプリンタのトレ
イごとの情報を取得して記憶し、クライアントからのトレイ情報の表示要求に基づいて要
求元のクライアントに送信することで、プリンタサーバまでユーザが行かなくてもクライ
アント側の印刷指示元でトレイ番号やトレイに設置された用紙サイズや用紙の紙質などを
示すトレイ情報を得ることができる。
【０００９】
　また、一般的に知られた給紙／排紙に係る用紙情報としては、印刷出力後の用紙の向き
を示すＳＥＦ（Short Edge Feed：短辺フィード）やＬＥＦ（Long Edge Feed：長辺フィ
ード）といった情報を取得することができる。ＳＥＦは、用紙の短辺がリーディングエッ
ジ（先端部分）となり、ＬＥＦは、用紙の長辺がリーディングエッジとなる。
【特許文献１】特開平０９－１８５４７２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に示された従来技術においては、プリンタのトレイ情報を設
定できるプリンタサーバに管理者がわざわざ移動することなく、クライアント側でプリン
タのトレイ情報を取得することができるようにしているが、プリンタサーバでのトレイ情
報の設定は、あらかじめ定義されたトレイ情報設定画面を用いて行うため、プリンタの使
用環境に合った合理的な設定方法を提供するものではない。
【００１１】
　また、一般的に知られた給紙／排紙に係る用紙情報であるＳＥＦやＬＥＦといった情報
だけでは、プリンタの排紙口から排紙される用紙の先端部（リーディングエッジ）が短辺
または長辺かがわかるだけで、用紙がプリンタに正対した状態に対して縦方向に排紙され
るのか横方向に排紙されるのか上位装置であるホストコンピュータやプリントサーバでは
わからないため、表示される状態と実際に排紙される状態とが異なることがある。そのた
め、利用者の使い勝手が悪いという問題があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、プリンタの配置構成に合わせた設定環境を提供することにより利用
者の利便性を向上させた画像読取装置および表示処理プログラ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】
【００１３】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、通信手段を介して印刷装置と接続さ
れ、読み取った画像データを印刷装置に直接送信することにより印刷指示を行う画像読取
装置において、前記印刷装置から、用紙の搬送方向が該印刷装置の正面に正対した状態で
用紙を左右いずれかの方向に搬送する横搬送か前記正対状態で用紙を前後いずれかの方向
に搬送する縦搬送かを含む用紙搬送方向情報を前記通信手段を介して取得する用紙搬送方
向情報取得手段と、前記印刷装置から、前記印刷指示に係わる印刷で用いる用紙のサイズ
と該印刷装置の正面に正対した状態で正面に設けられた用紙給紙トレイから送り込む当該
用紙の向きが短辺を先端にした向きか長辺を先端にした向きかを示す用紙の向きを含む用
紙情報を前記通信手段を介して取得する用紙情報取得手段と、前記用紙搬送方向情報取得
手段で取得した用紙搬送方向情報および前記用紙情報取得手段で取得した用紙情報に基づ
き、前記印刷装置における該印刷装置の正面に正対した状態での前記用紙搬送方向に合致
した用紙の向きを含む用紙状態情報を表示する表示手段とを具備する。
【００１４】
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　また、請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、前記用紙搬送方向情
報取得手段は、前記印刷装置との接続に際して少なくとも一回、該印刷装置から前記用紙
搬送方向情報を取得する。
【００１５】
　また、請求項３記載の発明は、上記請求項１または２記載の発明において、前記用紙情
報取得手段は、前記印刷装置の前記用紙給紙トレイの用紙が変更される毎に該印刷装置か
ら前記用紙情報を取得する。
【００１６】
　また、請求項４記載の表示処理プログラムの発明は、通信手段を介して印刷装置と接続
され、読み取った画像データを印刷装置に直接送信することにより印刷指示を行う画像読
取装置における表示処理をコンピュータにより実行させる表示処理プログラムであって、
前記コンピュータを、前記印刷装置から、用紙の搬送方向が該印刷装置の正面に正対した
状態で用紙を左右いずれかの方向に搬送する横搬送か前記正対状態で用紙を前後いずれか
の方向に搬送する縦搬送かを含む用紙搬送方向情報を前記通信手段を介して取得する用紙
搬送方向情報取得手段、前記印刷装置から、前記印刷指示に係わる印刷で用いる用紙のサ
イズと該印刷装置の正面に正対した状態で正面に設けられた用紙給紙トレイから送り込む
当該用紙の向きが短辺を先端にした向きか長辺を先端にした向きかを示す用紙の向きを含
む用紙情報を前記通信手段を介して取得する用紙情報取得手段、前記用紙搬送方向情報取
得手段で取得した用紙搬送方向情報および前記用紙情報取得手段で取得した用紙情報に基
づき、前記印刷装置における該印刷装置の正面に正対した状態での前記用紙搬送方向に合
致した用紙の向きを含む用紙状態情報を表示する表示手段として機能させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、正対した状態で正面側から用紙を給紙し、給紙後の用紙が縦搬送（装
置に正対した状態で前後方向へ搬送）されるプリンタは勿論、給紙後の用紙が横搬送（装
置に正対した状態で左右方向へ搬送）されるプリンタを対象とする場合でも、ホストコン
ピュータで表示される用紙の向き情報とプリンタで表示される用紙の向き情報とに整合性
を持つこととなり、プリンタの利便性、操作性が向上するという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係わる画像読取装置および表示方法およびプログラムの一実施例を添付
図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　なお、本願発明における画像読取装置として以下の実施例では、スキャナを例にして説
明するが、スキャナに限定されることなく、印刷装置からの情報を利用者に示すことがで
きるプリントサーバなどの上位装置に適用可能である。
【実施例】
【００２１】
　図１は、この発明に係わる画像読取装置および表示方法およびプログラムを適用して構
成したシステム構成図である。
【００２２】
　図１において、このシステムは、スキャナ１００、ネットワークプリンタ（２００－Ａ
，２００－Ｂ，２００－Ｃ）（以下、「ネットワークプリンタ２００」と示す）、ＵＳＢ
プリンタ２００－Ｄを具備して構成される。
【００２３】
　スキャナ１００は、セントロニクスインターフェース、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）インターフェース、ネットワークインターフェースなどの複数の通信インターフェース
を有し、ネットワークプリンタ１０１とはイーサネット（登録商標）ケーブル１１０を介
して接続され、ＵＳＢプリンタ１０２とはＵＳＢケーブル１２０を介して接続されている
。
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【００２４】
　ネットワークプリンタ２００、ＵＳＢプリンタ２０１は、スキャナとの相互通信を行い
、スキャナから印刷要求を受け付けて印刷出力を行う。また、複数の給紙トレイを併設し
、各給紙トレイにはサイズの異なる用紙を補給することができ、さらに縦横自在に配置す
ることができる。
【００２５】
　用紙の配置からトレイごとにトレイ情報として用紙向き情報と用紙サイズ情報とを保持
する。用紙向き情報は、給紙トレイから排出される用紙の向きを示しており、「ＳＥＦ」
または「ＬＥＦ」のいずれかが示し、用紙サイズ情報は設置された用紙のサイズを示して
いる。
【００２６】
　用紙向き情報が「ＳＥＦ」の場合には、用紙の短辺をリーディングエッジ（先端部分）
として排紙され、用紙向き情報が「ＬＥＦ」の場合には、用紙の長辺をリーディングエッ
ジとして排紙される。
【００２７】
　さらに、排紙トレイの用紙搬送方向を示す用紙搬送方向情報を保持し、用紙搬送方向情
報は、プリンタの正面に正対した状態で用紙が搬送される方向の情報を示している。例え
ば、正対した状態で用紙が左右いずれかの方向へ搬送される場合には、用紙搬送方向情報
は「ヨコ搬送」であり、手前または奥のいずれかの方向へ搬送される場合には、用紙搬送
方向情報は「タテ搬送」である。
【００２８】
　スキャナ１００は、印刷文書の読み取り処理を行うことができ、接続された各プリンタ
と相互通信を行う。特に、プリンタに設定された設定情報や接続環境情報などを取得する
ことができる。
【００２９】
　この設定情報には、トレイごとのトレイ情報や用紙が排紙される排紙トレイの用紙搬送
方向情報が含まれ、トレイ情報として上記用紙向き情報と用紙サイズ情報を持つ。
【００３０】
　これらトレイ情報、用紙搬送方向情報に基づいてプリンタで排紙される用紙の向きを決
定し、操作者に対して表示する。
【００３１】
　これにより、プリンタで排紙される用紙の向きをスキャナの表示画面上で表示すること
ができる。
【００３２】
　図２は、スキャナの詳細な構成を示すブロック図である。
【００３３】
　図２には、通信インターフェース１０、制御部１１、読み取り部１２、記憶部１３、操
作パネル１４、表示部１５、入力部１６を具備して構成される。
【００３４】
　通信インターフェース１０は、複数の通信手段によってプリンタとの相互通信を行うこ
とができ、例えば、イーサネット（登録商標）ケーブルを用いてネットワーク接続し、さ
らにＵＳＢケーブルを用いてＰ２Ｐ接続を行う。
【００３５】
　制御部１１は、スキャナの主制御を示し、スキャナを構成する各構成部の制御を行う。
操作パネル１４の表示部１５にプリンタの出力イメージを表示するために、通信インター
フェース１０を介して接続された各プリンタから用紙向き情報と用紙サイズ情報とを含む
トレイ情報と用紙搬送方向情報の取得要求を行う。取得したトレイ情報と用紙搬送方向情
報を用いて、プリンタで排紙される用紙の向きを決定する。このとき、図７に示すスキャ
ナＵＩ表示規則テーブルにしたがって決定する。
【００３６】
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　例えば、トレイ情報として取得した用紙向き情報が「ＳＥＦ」であり、用紙サイズ情報
が「Ａ４」であり、用紙搬送方向情報が「タテ搬送」である場合には、プリンタで排紙さ
れる向きを「Ａ４縦向き」と決定する。また、用紙向き情報が「ＬＥＦ」であり、用紙サ
イズ情報が「Ａ４」であり、用紙搬送方向情報が「タテ搬送」である場合には、プリンタ
で排紙される向きを「Ａ４横向き」と決定する。
【００３７】
　さらに、トレイ情報として取得した用紙向き情報が「ＳＥＦ」であり、用紙サイズ情報
が「Ａ４」であり、用紙搬送方向情報が「ヨコ搬送」である場合には、プリンタで排紙さ
れる向きを「Ａ４横向き」と決定し、トレイ情報として取得した用紙向き情報が「ＬＥＦ
」であり、用紙サイズ情報が「Ａ４」であり、用紙搬送方向情報が「ヨコ搬送」である場
合には、プリンタで排紙される向きを「Ａ４縦向き」と決定する。
【００３８】
　このように決定した用紙の向きを操作パネル１４の表示部１５に転送して表示させる。
【００３９】
　また、制御部１１は、読み取り部１２により行われる印刷文書の読み取りの読み取り制
御をも行う。
【００４０】
　なお、取得したトレイ情報と用紙搬送方向情報は、プリンタごとに記憶管理するような
構成にしてもよい。
【００４１】
　読み取り部１２は、制御部１１により読み取り制御が行われて読み取り指示を受信する
ことで印刷文書の読み取りを行う。
【００４２】
　記憶部１３は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）などに
よって構成され、読み取り制御を行うなどのスキャナでの動作に必要なプログラムやプロ
グラムで用いる各種パラメータを記憶する。さらに、読み取った画像データを保存する。
【００４３】
　操作パネル１４は、表示部１５、入力部１６を具備して構成され、スキャナに動作指示
を行うユーザインターフェースである。
【００４４】
　表示部１５は、制御部１１によりプリンタの用紙の向きが決定され、決定内容に従って
用紙の向きを表示する。このときの表示例を図８に示す。
【００４５】
　入力部１６は、十字キーやボタンなどを示し、スキャナに対して読み取り条件の設定や
読み取り指示を行う。
【００４６】
　このような構成により、プリンタとの接続時、そのプリンタからトレイの用紙向き情報
と用紙サイズ情報を含むトレイ情報と用紙搬送方向情報を取得することで、スキャナＵＩ
表示規則テーブルにしたがった用紙の出力イメージをスキャナに表示することができる。
【００４７】
　図３は、操作者がプリンタに正対した状態における操作者とプリンタを真上から見た図
である。
【００４８】
　図３において、図３（ａ）と図３（ｂ）は、複数の給紙トレイを持つ同一プリンタであ
ってそれぞれ異なるトレイから用紙を給紙した場合の例である。
【００４９】
　図３（ａ）は、用紙搬送装置２０、ディスプレイ２１、給紙トレイＡ２２を具備して構
成しており、給紙トレイＡ２２にＡ４サイズの用紙を横長縦短の状態で設置すると、プリ
ンタが持つトレイ情報の用紙向き情報は「ＳＥＦ」であり、用紙サイズ情報は「Ａ４」と
なる。



(7) JP 4687178 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

【００５０】
　図３（ｂ）は、用紙搬送装置２０、ディスプレイ２１、給紙トレイＢ２３を具備して構
成しており、給紙トレイＢ２３にＡ４サイズの用紙を縦長横短の状態で設置すると、プリ
ンタが持つトレイ情報の用紙向き情報は「ＬＥＦ」であり、用紙サイズ情報は「Ａ４」と
なる。
【００５１】
　トレイ情報の用紙向き情報は、トレイからの排出される用紙の向きを示した情報であり
、用紙向き情報が「ＳＥＦ」の場合には用紙の短辺をリーディングエッジとして排紙され
ることを示し、用紙向き情報が「ＬＥＦ」の場合には用紙の長辺をリーディングエッジと
して排紙されることを示している。
【００５２】
　すなわち、これらの用紙向き情報は排紙トレイから排紙される用紙向き情報に等しいた
め、操作パネルなどが設けられた面を正面とした場合（プリンタに対して正対した場合）
の物理的な用紙搬送方向が決まることにより排紙トレイで排紙される用紙の状態（横向き
、縦向き）が判別できる。このときの用紙搬送方向は、プリンタごとに予め保持している
場合と操作パネルなどを用いてプリンタの設置状況に応じて利用者が設定する場合がある
。
【００５３】
　例えば、図３（ａ）に示す例の場合、プリンタの用紙搬送方向は正対した状態で図示す
るＡ方向への横方向であることが決められているため、用紙向き情報から横長縦短の状態
で排紙されると判別でき、プリンタの表示ディスプレイ２１には「Ａ４ヨコ」と排紙状態
が示される。
【００５４】
　また、図３（ｂ）の場合にも同様、プリンタの用紙搬送方向は正対した状態で図示する
Ａ方向への横方向であることが決められているため、用紙向き情報から縦長横短の状態で
排紙されると判別でき、プリンタの表示ディスプレイ２１には「Ａ４タテ」と排紙状態が
示される。
【００５５】
　以上のことから、図３（ａ）の場合には、スキャナに用紙搬送方向情報として「ヨコ搬
送」であることを通知し、加えて用紙向き情報として「ＳＥＦ」であることを通知する。
図３（ｂ）の場合には、スキャナに用紙搬送方向情報として「ヨコ搬送」であることを通
知し、加えて用紙向き情報として「ＬＥＦ」であることを通知する。また、排紙される用
紙サイズである用紙サイズ情報をも通知する。図３（ａ）、図３（ｂ）のいずれの場合に
も用紙サイズ情報として「Ａ４」を通知する。図３（ａ）の場合のスキャナの表示例を図
８（ａ）に示し、図３（ｂ）の場合のスキャナの表示例を図８（ｂ）に示す。
【００５６】
　図４は、操作者がプリンタに正対した状態における操作者とプリンタを真上から見た他
の図である。
【００５７】
　図４において、図４（ａ）と図４（ｂ）は、複数の給紙トレイを持つ同一プリンタであ
ってそれぞれ異なるトレイから用紙を給紙した場合の例を示している。
【００５８】
　図４（ａ）は、用紙搬送装置３０、ディスプレイ３１、給紙トレイＣ３２を具備して構
成しており、給紙トレイＣ３２にＡ４サイズの用紙を横長縦短の状態で設置すると、プリ
ンタが持つトレイ情報の用紙向き情報は「ＬＥＦ」であり、用紙サイズ情報は「Ａ４」と
なる。
【００５９】
　図４（ｂ）は、用紙搬送装置３０、ディスプレイ３１、給紙トレイＤ３３を具備して構
成しており、給紙トレイＤ３３にＡ４サイズの用紙を縦長横短の状態で設置すると、プリ
ンタが持つトレイ情報の用紙向き情報は「ＳＥＦ」であり、用紙サイズ情報は「Ａ４」と
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なる。
【００６０】
　図３にも示すように用紙搬送方向は、予め保持している場合と利用者により設定する場
合があり、図４（ａ）、図４（ｂ）に示す例では、「手前から奥への縦方向」と設定され
る。
【００６１】
　例えば、図４（ａ）に示す例では、用紙搬送方向が図示するＢ方向への「縦方向」であ
って用紙向き情報が「ＬＥＦ」であるため、排紙は横長縦短の状態で行われ、図４（ａ）
のプリンタのディスプレイ３１には「Ａ４ヨコ」と示される。
【００６２】
　また、図４（ｂ）に示す例では、用紙搬送方向が図示するＢ方向への「縦方向」であっ
て用紙向き情報が「ＳＥＦ」であるため、排紙は縦長横短の状態で行われ、図４（ｂ）の
プリンタのディスプレイ３１には「Ａ４タテ」と示される。
【００６３】
　以上のことから、図４（ａ）の場合には、スキャナに用紙搬送方向情報として「タテ搬
送」であることを通知し、加えて用紙向き情報として「ＬＥＦ」であることを通知する。
図４（ｂ）の場合には、スキャナに用紙搬送方向情報として「タテ搬送」であることを通
知し、加えて用紙向き情報として「ＳＥＦ」であることを通知する。また、排紙される用
紙サイズである用紙サイズ情報をも通知する。図４（ａ）、図４（ｂ）のいずれの場合に
も用紙サイズ情報として「Ａ４」を通知する。図４（ａ）の場合のスキャナの表示例を図
８（ｃ）に示し、図４（ｄ）の場合のスキャナの表示例を図８（ｂ）に示す。
【００６４】
　図５は、スキャナとプリンタ間での用紙情報取得までのシーケンスを示すシーケンス図
である。
【００６５】
　図５において、スキャナにプリンタが接続された場合やスキャナの電源が投入された場
合に処理が開始され、接続されたプリンタの正面に正対した状態における用紙搬送情報の
取得要求を作成し（Ｓ５０１）、プリンタに取得要求する（Ｓ５０２）。用紙搬送情報の
取得要求を受けたプリンタは、用紙の搬送方向情報を取得し（Ｓ５０３）、取得要求に対
する応答として用紙搬送方向情報を返信する（Ｓ５０４）。用紙搬送方向情報は、プリン
タに正対した状態での用紙搬送方向であり、「タテ搬送」または「ヨコ搬送」であるかの
いずれかを返信する。
【００６６】
　続いて、プリンタに接続されたトレイのトレイ情報に含まれる用紙サイズ情報と用紙向
き情報の取得要求を作成し（Ｓ５０５）、プリンタに対して取得要求する（Ｓ５０６）。
取得要求を受けたプリンタでは、トレイ情報を取得して用紙サイズ情報と用紙向き情報を
取り出し（Ｓ５０７）、取得要求に対する応答としてスキャナに返信する（Ｓ５０８）。
このトレイ情報の取得要求作成の処理（Ｓ５０５）から取得要求に対する応答（Ｓ５０８
）までの処理をプリンタに設置されたトレイの数だけ繰り返し行う。
【００６７】
　上記シーケンスにより、スキャナでは、プリンタの用紙搬送方向情報とプリンタに設置
されたトレイごとの用紙サイズ情報、用紙向き情報を取得することができるようになる。
【００６８】
　図６は、スキャナにプリンタの用紙情報を表示する処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【００６９】
　図６において、スキャナとプリンタの接続が行われると処理が開始され、プリンタの操
作者がディスプレイなどの操作パネルが設けられたプリンタの正面に正対した状態におけ
る用紙の搬送方向情報をスキャナからプリンタに対して要求し（Ｓ６０１）、プリンタか
ら用紙搬送方向情報を取得する（Ｓ６０２）。さらに、プリンタに設置されたトレイごと
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の用紙サイズ情報と用紙向き情報の取得要求を行い（Ｓ６０３）、プリンタからトレイご
との用紙サイズ情報と用紙向き情報とを取得する（Ｓ６０４）。
【００７０】
　取得したプリンタの用紙搬送方向情報とプリンタに併設されたトレイごとの用紙サイズ
情報、用紙向き情報に基づき、図７に示すスキャナＵＩ表示規則テーブルを参照して表示
する用紙情報を決定する（Ｓ６０５）。
【００７１】
　スキャナの操作パネルでプリンタの用紙情報を表示させると、決定した用紙情報をスキ
ャナのディスプレイに表示する（Ｓ６０６）。
【００７２】
　これにより、スキャナでプリンタの排紙状態に整合した出力イメージを表示することが
できるようになる。
【００７３】
　図７は、スキャナのディスプレイに表示する用紙情報を定義したスキャナＵＩ表示規則
テーブルを示す図である。
【００７４】
　図７では、項目として、プリンタ正対時の用紙搬送方向７０１、プリンタから受信した
用紙向き情報７０２があり、用紙向き情報が「ＳＥＦ」の場合７０３と「ＬＥＦ」の場合
７０４が設けられている。
【００７５】
　例えば、用紙搬送方向情報が「ヨコ搬送」であって用紙向き情報７０２が「ＳＥＦ」の
場合７０３には、排紙される用紙の向きを示す用紙情報が「よこ」７１であることを示し
、用紙向き情報７０２が「ＬＥＦ」の場合７０４には、排紙される用紙の向きを示す用紙
情報が「たて」７２であることを示している。
【００７６】
　また、用紙搬送方向情報が「タテ搬送」であって用紙向き情報７０２が「ＳＥＦ」の場
合７０３には、排紙される用紙の向きを示す用紙情報が「たて」７３であることを示し、
用紙向き情報７０２が「ＬＥＦ」の場合７０４には、排紙される用紙の向きを示す用紙情
報が「よこ」７４であることを示している。
【００７７】
　これによって、スキャナのディスプレイには、プリンタの用紙搬送方向情報と用紙向き
情報に基づき、排紙される用紙の向きをプリンタでの排紙状態に矛盾無く表示することが
できる。
【００７８】
　図８は、スキャナのディスプレイに表示される画面の表示例を示す図である。
【００７９】
　図８において、図８（ａ）は、図３（ａ）に示すプリンタから受信した用紙搬送方向情
報と用紙向き情報から排紙された用紙の向きを示した表示例であり、図８（ｂ）は、図３
（ｂ）に示すプリンタから受信した用紙搬送方向情報と用紙向き情報から排紙された用紙
の向きを示した表示例であり、図８（ｃ）は、図４（ａ）に示すプリンタから受信した用
紙搬送方向情報と用紙向き情報から排紙された用紙の向きを示した表示例であり、図８（
ｄ）は、図４（ｂ）に示すプリンタから受信した用紙搬送方向情報と用紙向き情報から排
紙された用紙の向きを示した表示例である。
【００８０】
　このとき、用紙の向きとともに用紙サイズをも表示する。
【００８１】
　これにより、スキャナでプリンタから排紙される用紙の向きを正確に認識することがで
き、実際の排紙方向と整合した出力イメージを表示することができるようになる。
【００８２】
　以上に示す構成によって、実際に搬送される用紙の向きとスキャナに表示される用紙の
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【００８３】
　従って、本発明を適用することにより、排紙状態と整合をもった出力イメージが表示さ
れることにより利用者の操作性が向上するという効果を期待できる。
【００８４】
　なお、上記フローチャートに示す処理は、コンピュータにより実行可能な画像形成プロ
グラムによっても実現できる。
【００８５】
　本発明は、上記し、且つ図面に示す実施例に限定することなく、その要旨を変更しない
範囲内で適宜変形して実施できるものである。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、プリンタの給紙、排紙に係る用紙情報を表示する上位装置に適用可能であり
、特に、複数のプリンタが接続された使用環境で各プリンタの用紙情報に基づく用紙の状
態を示した画面を表示するのに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】この発明に係わる画像読取装置および表示方法およびプログラムを適用して構成
したシステム構成図。
【図２】スキャナの詳細な構成を示すブロック図。
【図３】操作者がプリンタに正対した状態における操作者とプリンタを真上から見た図。
【図４】操作者がプリンタに正対した状態における操作者とプリンタを真上から見た他の
図。
【図５】スキャナとプリンタ間での用紙情報取得までのシーケンスを示すシーケンス図。
【図６】スキャナにプリンタの用紙情報を表示する処理の流れを示すフローチャート。
【図７】スキャナのディスプレイに表示する用紙情報を定義したスキャナＵＩ表示規則テ
ーブルを示す図。
【図８】スキャナのディスプレイに表示される画面の表示例を示す図。
【符号の説明】
【００８８】
　　１０　　　　通信インターフェース
　　１１　　　　制御部
　　１２　　　　読み取り部
　　１３　　　　記憶部
　　１４　　　　操作パネル
　　１５　　　　表示部
　　１６　　　　入力部
　　１００　　　スキャナ
　　１０１－Ａ　ネットワークプリンタＡ
　　１０１－Ｂ　ネットワークプリンタＢ
　　１０１－Ｃ　ネットワークプリンタＣ
　　１０２　　　ＵＳＢプリンタ
　　１１０　　　イーサネット（登録商標）ケーブル
　　１２０　　　ＵＳＢケーブル
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