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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦横ソート機能を有する印刷装置であって、
　原稿を読み取るスキャナーと、
　用紙を供給する複数の給紙口と、
　フェイスダウン排紙口を含む複数の排紙口と、
　前記縦横ソート機能を有効にする旨のユーザー要求を取得する取得部と、
　ユーザーによって設定された印刷条件の設定値を記憶する記憶部と、
　前記縦横ソート機能を有効又は無効に設定する設定部と、を備え、
　前記取得部が前記ユーザー要求を取得したとき、前記設定部は、
　前記複数の給紙口に、横方向に供給される所定サイズの第１用紙と、縦方向に供給され
る前記所定サイズの第２用紙と、がセットされ、かつ、前記記憶部に記憶される前記印刷
条件の設定値に含まれる給紙口の設定値が自動選択に設定されている場合に、前記縦横ソ
ート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙及び前記第２用紙のいずれかがセットされていない場
合、前記縦横ソート機能を有効に設定ぜす、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記印刷条件の設定値
に含まれる前記給紙口の設定値が自動選択に設定されていない場合、前記給紙口の設定値
を自動選択に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記原稿のサイズが前
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記所定サイズであり、前記印刷条件の設定値に含まれる印刷倍率の設定値が等倍に設定さ
れている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、前記原稿のサイズが前記所定サイズ
であり、前記印刷倍率の設定値が等倍に設定されていない場合、前記印刷倍率の設定値を
等倍に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記原稿のサイズが前
記所定サイズでなく、前記印刷条件の設定値に含まれる印刷倍率の設定値が倍率自動に設
定されている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、前記原稿のサイズが前記所定サ
イズでなく、前記印刷倍率の設定値が倍率自動に設定されていない場合、前記印刷倍率の
設定値を倍率自動に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記印刷条件の設定値
に含まれる前記排紙口の設定値が前記フェイスダウン排紙口に設定されている場合、前記
縦横ソート機能を有効に設定し、前記排紙口の設定値が前記フェイスダウン排紙口に設定
されていない場合、前記排紙口の設定値を前記フェイスダウン排紙口に変更して、前記縦
横ソート機能を有効に設定する、
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記記憶部は、ユーザーへの報知情報を記憶し、
　前記設定部は、前記印刷条件の設定値を変更した場合に、その旨を前記報知情報として
前記記憶部に記憶する
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記設定部は、前記記憶部に記憶された前記報知情報を前記ユーザーへ報知する
　ことを特徴とする印刷装置。。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記縦横ソート機能が有効とされた印刷部数が奇数である第1の印刷ジョブと前記第1の
印刷ジョブの次に印刷が行われる第2の印刷ジョブの印刷が未実施の場合に、前記第２の
印刷ジョブの１部目の印刷には、前記第１の印刷ジョブの１部目の印刷に用いられた前記
給紙口と給紙方向が異なる前記給紙口が用いられるように設定が変更される
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記設定の変更は、前記第１の印刷ジョブと前記第２の印刷ジョブのユーザーが異なる
場合に行われる
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項において、
　更に、インクジェット方式のラインヘッドを備え、
　前記設定部は、前記ラインヘッドの端部のうち、少なくとも一方の端部のノズルからイ
ンクが吐出されない場合に、前記縦横ソート機能を有効に設定しない
　ことを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
　縦横ソート機能を有し、原稿を読み取るスキャナーと、用紙を供給する複数の給紙口と
、フェイスダウン排紙口を含む複数の排紙口と、ユーザーによって設定された印刷条件の
設定値を記憶する記憶部と、前記縦横ソート機能を有効にする旨のユーザー要求を取得す
る取得部と、を備える印刷装置の制御方法であって、
　前記取得部が前記ユーザー要求を取得したとき、
　前記複数の給紙口に、横方向に供給される所定サイズの第１用紙と、縦方向に供給され
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る前記所定サイズの第２用紙と、がセットされ、前記記憶部に記憶される前記印刷条件の
設定値に含まれる前記給紙口の設定値が自動選択に設定されている場合に、前記縦横ソー
ト機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙及び前記第２用紙のいずれかがセットされていない場
合、前記縦横ソート機能を有効に設定ぜす、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記印刷条件の設定値
に含まれる前記給紙口の設定値が自動選択に設定されていない場合、前記給紙口の設定値
を自動選択に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記原稿のサイズが前
記所定サイズであり、前記印刷条件の設定値に含まれる印刷倍率の設定値が等倍に設定さ
れている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、前記原稿のサイズが前記所定サイズ
であり、前記印刷倍率の設定値が等倍に設定されていない場合、前記印刷倍率の設定値を
等倍に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記原稿のサイズが前
記所定サイズでなく、前記印刷条件の設定値に含まれる印刷倍率の設定値が倍率自動に設
定されている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、前記原稿のサイズが前記所定サ
イズでなく、前記印刷倍率の設定値が倍率自動に設定されていない場合、前記印刷倍率の
設定値を倍率自動に変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定し、
　前記複数の給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされ、前記印刷条件の設定値
に含まれる前記排紙口の設定値が前記フェイスダウン排紙口に設定されている場合、前記
縦横ソート機能を有効に設定し、前記排紙口の設定値が前記フェイスダウン排紙口に設定
されていない場合、前記排紙口の設定値を前記フェイスダウン排紙口に変更して、前記縦
横ソート機能を有効に設定する、
　ことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦横ソート印刷におけるユーザー利便性を向上することができる印刷装置等
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オフィスやコンビニエンスストア等に設置されるプリンター複合機においては、
縦横ソート機能を搭載しているものが多く存在する。かかるプリンター複合機においては
、縦横ソート機能を有効にすると、縦横ソート機能を実行させるために必要な印刷設定条
件の成否をチェックしている。例えば、下記特許文献１においては、縦横ソート機能を有
効にした場合、横方向から用紙を給紙する用紙カセットと縦方向から用紙を給紙する用紙
カセットの両方がプリンターにセットされているか否かを確認後に縦横ソート印刷を実行
する方法について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２０５８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１で開示されている方法では、縦横ソート機能を有効にす
るために、横方向から用紙を給紙する用紙カセットと縦方向から用紙を給紙する用紙カセ
ットの両方がプリンターにセットされているか否かを確認しているが、このような従来装
置では、縦横ソート機能を適切に使用するための条件設定が不足している。そのため、実
際に印刷を実行すると、印刷ミスが発生する、ユーザーの所望する印刷結果が得られない
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等の事態が起こる虞があり、縦横ソート印刷におけるユーザー利便性が悪いという課題が
あった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、縦横ソート印刷におけるユーザー利便性を向上することがで
きる印刷装置、等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明の側面は、縦横ソート機能を有する印刷装置が、
用紙を供給する複数の給紙口と、ユーザー要求を取得する取得部と、前記縦横ソート機能
を有効又は無効に設定する設定部と、を備え、前記設定部は、前記取得部が前記縦横ソー
ト機能を有効にする旨の前記ユーザー要求を取得したとき、前記複数の給紙口に、横方向
に供給される所定サイズの第１用紙と、縦方向に供給される前記所定サイズの第２用紙と
、がセットされ、かつ、給紙口が自動選択されるように設定されている場合に、前記縦横
ソート機能を有効に設定する、ことである。
【０００７】
　これにより、縦横ソート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことができ、ユ
ーザーの所望する印刷結果で印刷を行うことができるため、縦横ソート機能のユーザー利
便性が向上する。
【０００８】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記設定部は、前記取得部が前記縦横
ソート機能を有効にする旨の前記ユーザー要求を取得したとき、前記給紙口に前記第１用
紙及び前記第２用紙のいずれかがセットされていない場合、前記縦横ソート機能を有効に
設定しない、ことを特徴とする。
【０００９】
　これにより、縦横ソート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことができる。
【００１０】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記給紙口に前記第１用紙と前記第２
用紙がセットされている場合に、前記設定部は、前記給紙口が自動選択されるように設定
されていない場合、前記給紙口が自動選択されるように設定を変更して、前記縦横ソート
機能を有効に設定する、ことを特徴とする。
【００１１】
　これにより、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミ
スを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【００１２】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記給紙口に前記第１用紙と前記第２
用紙がセットされている場合に、前記設定部は、原稿のサイズが前記所定サイズであり、
印刷倍率が等倍に設定されている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、原稿のサイ
ズが前記所定サイズであり、印刷倍率が等倍に設定されていない場合、前記印刷倍率が等
倍になるように設定を変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定する、ことを特徴とす
る。
【００１３】
　これにより、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミ
スを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【００１４】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記給紙口に前記第１用紙と前記第２
用紙がセットされている場合に、前記設定部は、原稿のサイズが前記所定サイズでなく、
印刷倍率が倍率自動に設定されている場合、前記縦横ソート機能を有効に設定し、原稿の
サイズが前記所定サイズでなく、印刷倍率が倍率自動に設定されていない場合、前記印刷
倍率が倍率自動になるように設定を変更して、前記縦横ソート機能を有効に設定する、こ
とを特徴とする。
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【００１５】
　これにより、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミ
スを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【００１６】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、更に、フェイスダウン排紙口を含む複
数の排紙口を備え、前記給紙口に前記第１用紙と前記第２用紙がセットされている場合に
、前記設定部は、前記排紙口が前記フェイスダウン排紙口に設定されている場合、前記縦
横ソート機能を有効に設定し、前記排紙口が前記フェイスダウン排紙口に設定されていな
い場合、前記排紙口が前記フェイスダウン排紙口になるように設定を変更して、前記縦横
ソート機能を有効に設定する、ことを特徴とする。
【００１７】
　これにより、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミ
スを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【００１８】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、更に、ユーザーへの報知情報を記憶す
る記憶部を備え、前記設定部は、前記設定を変更した場合に、その旨を前記報知情報とし
て前記記憶部に記憶する、ことを特徴とする。
【００１９】
　これにより、印刷装置で設定を変更した項目をユーザーへ報知することができる。
【００２０】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記設定部は、前記記憶部に記憶され
た前記報知情報を前記ユーザーへ報知する、ことを特徴とする。
【００２１】
　これにより、ユーザーは、印刷装置で設定が変更された項目を容易に把握することがで
きる。
【００２２】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記所定サイズは、第１サイズと第２
サイズを含み、前記給紙口に、前記第１サイズの前記第１用紙及び前記第２用紙と、前記
第２サイズの前記第１用紙及び前記第２用紙がセットされている場合に、原稿のサイズに
基づいて、前記縦横ソート機能を使用する際の前記用紙のサイズが、前記第１サイズ及び
前記第２サイズのいずれかに決定される、ことを特徴とする。
【００２３】
　これにより、縦横ソート印刷を行う際に、第１サイズ及び第２サイズの両方で縦横ソー
ト印刷が可能になるため、ユーザー利便性が向上する。
【００２４】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記縦横ソート機能が有効とされた複
数の印刷ジョブの印刷が未実施の場合に、印刷部数が奇数である第１の前記印刷ジョブの
次に印刷が行われる第２の前記印刷ジョブの１部目の印刷には、前記第１の印刷ジョブの
１部目の印刷に用いられた前記給紙口と給紙方向が異なる前記給紙口が用いられるように
設定が変更される、ことを特徴とする。
【００２５】
　これにより、第１の印刷ジョブの最終部と第２の印刷ジョブの区切りが分かり易くなる
。
【００２６】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記設定の変更は、前記第１の印刷ジ
ョブと前記第２の印刷ジョブのユーザーが異なる場合に行われる、ことを特徴とする。
【００２７】
　これにより、ユーザーが他のユーザーの印刷物を持ち去ることを防ぐことができる。
【００２８】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、更に、インクジェット方式のラインヘ
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ッドを備え、前記設定部は、前記ラインヘッドの端部のうち、少なくとも一方の端部のノ
ズルからインクが吐出されない場合に、前記縦横ソート機能を有効に設定しない、ことを
特徴とする。
【００２９】
　これにより、用紙の端部に印刷ミスが発生する等の印刷不良を防ぐことができる。
【００３０】
　上記目的を達成するために、本発明の別の側面は、縦横ソート機能を有し、用紙を供給
する複数の給紙口と、ユーザー要求を取得する取得部と、を備える印刷装置の制御方法に
おいて、前記取得部が前記縦横ソート機能を有効にする旨の前記ユーザー要求を取得した
とき、前記給紙口に、横方向に供給される所定サイズの第１用紙と、縦方向に供給される
前記所定サイズの第２用紙と、がセットされ、前記給紙口が自動選択されるように設定さ
れている場合に、前記縦横ソート機能を有効に設定する、ことである。
【００３１】
　上記目的を達成するために、本発明の更に別の側面は、縦横ソート機能を有する印刷装
置で処理される、印刷条件を含む印刷データを生成する情報処理装置であって、ユーザー
指示に基づいて前記印刷条件を決定する決定部と、前記縦横ソート機能の有効と無効を設
定する設定部と、を備え、前記設定部は、前記設定部が前記縦横ソート機能を有効にする
旨の前記ユーザー指示を取得したとき、前記設定部により、前記印刷条件に含まれる用紙
サイズの条件が予め定められた所定サイズに設定され、前記印刷条件に含まれる前記印刷
装置の給紙口選択の条件が自動選択に設定されている場合に、前記縦横ソート機能を有効
に設定する、ことである。
【００３２】
　当該側面により、ホスト装置から印刷命令を行う場合においても、縦横ソート機能を使
用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことができ、ユーザーの所望する印刷結果で印刷を
行うことができるため、縦横ソート機能のユーザー利便性が向上する。
【００３３】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記設定部は、前記設定部により設定
された前記用紙サイズが前記所定サイズでない場合に、前記用紙サイズの条件を前記所定
サイズに設定した後に、前記縦横ソート機能を有効に設定する、ことを特徴とする。
【００３４】
　これにより、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミ
スを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【００３５】
　更に、上記発明において、その好ましい態様は、前記設定部は、前記用紙サイズの条件
を前記所定サイズに設定した旨を報知情報として記憶し、所定のタイミングで当該報知情
報をユーザーに報知する、ことを特徴とする。
【００３６】
　これにより、ユーザーは、情報処理装置によって、設定が変更された項目を容易に把握
することができる。
【００３７】
　上記目的を達成するために、本発明の更に別の側面は、縦横ソート機能を有する印刷装
置で処理される、印刷条件を含む印刷データの情報処理方法であって、前記縦横ソート機
能を有効にする旨のユーザー指示を取得したときに、前記印刷条件に含まれる用紙サイズ
の条件が予め定められた所定サイズに設定され、前記印刷条件に含まれる前記印刷装置の
給紙口選択の条件が自動選択に設定されている場合には、前記印刷条件に含まれる前記縦
横ソート機能の条件を有効に設定する、ことである。
【００３８】
　上記目的を達成するために、本発明の更に別の側面は、縦横ソート機能を有する印刷装
置で処理される、印刷条件を含む印刷データの生成処理をコンピューターに実行させる情
報処理用プログラムであって、前記縦横ソート機能を有効にする旨のユーザー指示を取得
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したときに、前記印刷条件に含まれる用紙サイズの条件が予め定められた所定サイズに設
定され、前記印刷条件に含まれる前記印刷装置の給紙口選択の条件が自動選択に設定され
ている場合には、前記印刷条件に含まれる前記縦横ソート機能の条件を有効に設定する処
理を前記コンピューターに実行させる、ことである。
【００３９】
　本発明の更なる目的及び、特徴は、以下に説明する発明の実施の形態から明らかになる
。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明を適用した印刷装置の外観斜視図である。
【図２】本発明を適用したホストコンピューター１及びプリンター２の概略構成図である
。
【図３】プリンター２の切替部２１２が縦横ソート機能の設定を切り替える際の処理手順
を例示したフローチャートである。
【図４】ホストコンピューター１の切替部１３５が縦横ソート機能の設定を切り替える際
の処理手順を例示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。しかしながら、かかる実施の形
態が、本発明の技術的範囲を限定するものではない。なお、図において、同一又は類似の
ものには同一の参照番号又は参照記号を付して説明する。
【００４２】
　なお、本明細書中に記載の「プリンター複合機」とは、プリンター、スキャナー、ファ
クシミリなどの機能が１つにまとめられている機器（装置）を指す。また、「縦横ソート
機能」とは、一般的に「回転ソート」と呼ばれる機能であり、複数部の印刷を行う場合に
、１部ずつ交互に排出方向を９０度変える機能を意味する。例えば、プリンター複合機で
１つの用紙を３部コピーする場合、１部目が横向き、２部目が縦向き、３部目が横向きに
排出され、１部ずつ仕分けされた状態で用紙が排出される。なお、１部目は縦向きでも良
い。ただし、ラインヘッドによる印刷では、１部目が横向きである方が印刷のスループッ
トが高いため好ましい。
【００４３】
　図１は、本発明を適用した印刷装置の外観斜視図である。図１に示すプリンター２が本
発明を適用した印刷装置である。プリンター２は、一例として、オフィスやコンビニエン
スストア等で使用される、比較的大型のプリンター複合機である。
【００４４】
　プリンター２の使用方法として、例えばコピーを取る場合には、ユーザーは、原稿とな
る複数の用紙をＡＤＦ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）に設置
する。ユーザーによって操作部２３にて「コピー」を実行する操作がなされると、ＡＤＦ
は、設置された用紙を１枚ずつフィードし、スキャナー２９は、フィードされた原稿から
画像データを順次読み込む。そして、プリンター２は、給紙口（用紙カセット）２６から
給紙された用紙（供給された用紙）に、画像データを順次印刷していく。用紙への印刷（
コピー）が完了した際には、用紙をフェイスダウン排紙口２２や、フェイスアップ排紙口
２０等の排紙口に排紙する。
【００４５】
　また、オフィス等で使用される場合には、プリンター２は、ホストコンピューター１か
らの印刷要求に従い、具体的には、ホストコンピューター１から送信される印刷データを
受信して当該印刷データに従って印刷を実行する。
【００４６】
　かかるプリンター２は、縦横ソート印刷の機能を備える。プリンター２、及び、後述す
るホストコンピューター１のドライバー部１３は、縦横ソート機能を有効にする旨の要求
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を受け付けると、縦横ソート印刷を実行するために必要な各種設定を確認する。そして、
プリンター２及びドライバー部１３は、縦横ソート機能に必要な設定条件が成立していな
い場合には、必要な設定条件が成立するように各種設定を変更する。これにより、縦横ソ
ート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことができ、ユーザーの所望する印刷
結果で印刷を行うことができる。更に、縦横ソート印刷の際のユーザー利便性が向上する
。
【００４７】
　図２は、本発明を適用したホストコンピューター１、及び、プリンター２の概略構成図
である。
【００４８】
　ホストコンピューター１は、プリンター２のホスト装置であり、例えば、パーソナルコ
ンピューター等で構成でき、図示していないが、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、表示装置、通
信装置、操作装置等を備える。ホストコンピューター１は、機能構成としては、図２に示
すように、ドライバー部１３を備える。
【００４９】
　ドライバー部１３は、プリンター２用のドライバー機能を備える部分であり、図示して
いないアプリケーションからの要求に従い、印刷データを生成し、プリンター２へ送信す
る。また、プリンター２の印刷条件を設定する機能を備える。具体的には、ホストコンピ
ューター１のユーザーによる操作に従って、用紙サイズ、カラー／グレースケール、給紙
方向、印刷品質等の印刷条件を設定する。設定された印刷条件は、印刷対象の画像データ
と共にコマンド化され、印刷データとしてプリンター２へ送信される。また、ドライバー
部１３は、ホストコンピューター１の表示画面（例えば、モニター等）に、ユーザーによ
って印刷条件を設定する操作が可能なユーザーＩ／Ｆ（操作画面）を表示する。ドライバ
ー部１３は、図２に示すように、決定部１３１、切替部（第２の設定部）１３５、印刷デ
ータ生成部１３７を備える。
【００５０】
　なお、ドライバー部１３は、それが実行する処理を記述したプログラムと当該プログラ
ムによって処理を実行するＣＰＵ等で構成される。
【００５１】
　決定部１３１は、上述した印刷条件の設定を行う部分であり、上記ユーザーＩ／Ｆを介
して入力されたユーザー指示に基づいて、各印刷条件の設定値を決定し、記憶する。
【００５２】
　切替部１３５は、上述した決定部１３１から縦横ソート機能をオンにする要求を受信す
ると、プリンター２の各種の印刷条件を縦横ソート印刷の実行をするのに適した設定に切
り替える部分である。ユーザーによって「縦横ソート」が「オン」（有効）に設定された
場合、その内容は決定部１３１から切替部１３５へ渡され、切替部１３５によって「縦横
ソート」機能がオンに変更される。その際、切替部１３５は、その他の印刷条件（用紙サ
イズ、給紙口（用紙カセット）２６の選択設定、印刷倍率、排紙口の設定等）を変更する
。
【００５３】
　印刷データ生成部１３７は、プリンター２用のコマンドにより、上述した印刷データを
生成する（印刷データの生成処理を行う）。
【００５４】
　なお、決定部１３１、切替部１３５、及び、印刷データ生成部１３７は、ホストコンピ
ューター１のＨＤＤ等に記憶されるドライバープログラム、当該プログラムに従って処理
を実行するＣＰＵ、前記プログラムや処理されるデータがロードされるＲＡＭ等（いずれ
も図示せず）によって構成される。
【００５５】
　プリンター２は、一例として、オフィスやコンビニエンスストア等で使用される、比較
的大型のプリンター複合機である。プリンター２は上述した縦横ソート印刷を行う機能を
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備えている。図２に示すように、プリンター２は、機能構成として、制御部２１、操作部
２３、印刷機構部２５、給紙口（用紙カセット）２６（２６ａ、２６ｂ、２６ｃ）、スキ
ャナー２９、フェイスアップ排紙口２０、及び、フェイスダウン排紙口２２を備える。プ
リンター２は、一例として、ラインインクジェットプリンターである。
【００５６】
　制御部２１は、プリンター２の各部を制御する部分である。ホストコンピューター１か
らの印刷要求を受ける場合は、ホストコンピューター１から送信される印刷データに含ま
れるコマンドに従った処理を実行する。また、スキャナーとして機能する場合は、原稿台
に置かれた原稿の内容を画像データとして読み取る。コピー機として機能する場合は、原
稿台に置かれた原稿の内容を画像データとして読み取り、その画像データに従った印刷を
実行する。また、ファクシミリとして機能する場合には、送信対象となる用紙の内容を画
像データとして読み込み、それを指定された電話番号の送信先へ発信する。図２に示すよ
うに、制御部２１は、機能構成として、受付部（取得部）２１１、切替部（第１の設定部
）２１２、記憶部２１４、及び、印刷制御部２１３を備える。
【００５７】
　なお、制御部２１は、ハードウェア構成として、図示していないが、ＣＰＵ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、ＡＳＩＣ等を備える。
【００５８】
　受付部２１１は、後述する操作部２３に入力された情報を受信する（ユーザー要求を受
け付ける）部分である。例えば、ユーザーによってプリンター２に備えられた操作部２３
の液晶パネルが操作されることによって「コピー」の操作が実行された場合には、その際
に設定された各種の印刷条件を後述する記憶部２１４へ記憶し、切替部２１２に印刷条件
の内容を渡す。
【００５９】
　切替部２１２は、上述した受付部２１１から縦横ソート機能をオンにする要求を受信す
ると、プリンター２の各種の印刷条件を縦横ソート印刷の実行をするのに適した設定に切
り替える部分である。その際、切替部２１２は必要に応じて、縦横ソート以外の印刷条件
（用紙サイズ、給紙口（用紙カセット）２６の選択設定、印刷倍率、排紙口の設定等）を
変更する。
【００６０】
　記憶部２１４は、設定された印刷条件の値（設定値）を記憶するメモリーである。設定
値として、出荷時にはデフォルト値が記憶され、その後、操作部２３におけるユーザー操
作で変更される。なお、記憶部２１４は、ＮＶＲＡＭ等の不揮発生のメモリーで構成され
る。
【００６１】
　なお、受付部２１１、及び、切替部２１２は、プリンター２に搭載されたＲＯＭ（図示
せず）に記憶されるプログラム（ファームウェア）、当該プログラムに従って動作するＣ
ＰＵ等で構成することができる。
【００６２】
　印刷制御部２１３は、主にプリンター２の印刷制御を司る部分である。ホストコンピュ
ーター１から印刷要求を受けた場合、ホストコンピューター１から受信した印刷データの
コマンドを解釈し、当該コマンドに従って印刷対象を画素毎の画像データに展開する。そ
の後、印刷制御部２１３は、展開した画像データを印刷機構部２５へ渡して印刷を実行さ
せる。また、プリンター２がコピー機として機能する場合は、記憶部２１４に記憶された
印刷条件とスキャンされた原稿の内容に基づいて同様の画像データを生成し、それを印刷
機構部２５へ渡して印刷を実行させる。
【００６３】
　操作部２３は、プリンター２のユーザーＩ／Ｆを担う部分であり、ユーザーへ情報を表
示する表示パネル、ユーザーが入力操作を行う操作パネル等を備える。ユーザーがプリン
ター２で印刷設定の編集を行う場合には、当該操作部２３を用いる。表示パネルは、点灯
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、点滅を行うＬＥＤ、簡単な文字情報を表示できるＬＣＤ等を備え、操作パネルは、ボタ
ン、タッチパネル等を備える。当該操作部２３は、縦横ソート機能を実行する際に必要な
設定の変更が変わった場合、その旨を報知メッセージとして表示パネルに表示する。
【００６４】
　スキャナー２９は、そこにセットされた原稿の内容を読み取る部分であり、ＡＤＦを備
える。ＡＤＦはセットされた用紙を一枚ずつスキャンする位置までフィードする。
【００６５】
　フェイスダウン排紙口２２は、用紙の印刷面が下向きで排紙される排紙口である。
【００６６】
　フェイスアップ排紙口２０は、用紙の印刷面が上向きで排紙される排紙口である。
【００６７】
　給紙口（用紙カセット）２６は、用紙を供給する給紙手段があり、本プリンター２では
、複数（ここでは一例として３つ）の給紙口（２６ａ、２６ｂ、２６ｃ）を備える。各給
紙口２６ａ、給紙口２６ｂ、及び給紙口２６ｃには用紙が収納（セット）されたカセット
が挿入されて、それらから用紙が給紙される。本プリンター２においては、縦方向（用紙
の長手方向）に給紙される用紙（第１用紙）と横方向（用紙の短手方向）に給紙される用
紙（第２用紙）を収納（セット）できる給紙口（用紙カセット）２６が用意されている。
【００６８】
　印刷機構部２５は、印刷制御部２１３の指示に従って用紙に印刷処理を実行する部分で
ある。印刷機構部２５は、インクを用紙へ吐出する複数のノズルを備えた（図示せず）印
刷ヘッド（ここではラインヘッド）を有する。また、印刷機構部２５は、搬送ローラー、
その駆動装置、搬送路等（いずれも図示せず）を備え、それらの搬送機構により、用紙を
印刷位置まで搬送し、印刷後の用紙をフェイスダウン排紙口２２等へ排出する。
【００６９】
　以上のような構成を備えるプリンター２及びホストコンピューター１のドライバー部１
３は、縦横ソート印刷を有効にする際の処理に特徴があり、以下、その具体的な処理の内
容、処理の手順について説明する。
【００７０】
　この縦横ソート機能を有効にする処理は、プリンター２においてコピー機能を使用する
場合、ホストコンピューター１からの印刷要求を行う場合に実行され、まず、コピー機能
を使用する場合について説明する。
【００７１】
　図３は、プリンター２の切替部２１２が縦横ソート機能の設定を切り替える際の処理手
順を例示したフローチャートである。
【００７２】
　まず、ユーザーは、スキャナー２９にコピーを取りたい用紙（原稿）（例えば、「Ａ４
サイズ」）を置き（セットし）、操作部２３に表示されるユーザーＩ／Ｆ画面を操作して
、各印刷条件の設定を行う。具体的には、コピー色、給紙口（用紙カセット）、排紙口、
印刷部数、印刷倍率の各印刷条件について設定値を入力する。例えば、ここでは、ユーザ
ーは、コピー色は「カラーコピー」、印刷部数は「５部」、給紙口は「給紙口（用紙カセ
ット）２６ｂ」、印刷倍率は「等倍」、排紙口は「フェイスアップ」を選択したと想定す
る。その後、ユーザーは、縦横ソート機能を「オフ」（無効）から「オン」（有効）へ設
定し、「コピー開始」のボタンを押下し、コピー実行の操作をする。当該操作が行われる
と、受付部２１１は、ユーザーによって設定された各種の印刷条件（設定値）を受信する
。この受信により、受付部２１１は縦横ソート機能をオンへ変更する要求を受信する（図
３のステップＳ１）。そして、受付部２１１は、受信した設定値を記憶部２１４に記憶す
る。正確には、記憶部２１４に記憶されている設定を更新する。
【００７３】
　その後、受付部２１１から切替部２１２に、縦横ソート機能をオンへ変更する要求を受
信した旨が通知される。切替部２１２は、印刷条件が縦横ソート機能にふさわしい設定値
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になっているか否かの確認を開始する。
【００７４】
　まず、切替部２１２は、給紙口（用紙カセット）２６の状態の確認を行う（図３のステ
ップＳ３）。具体的には、切替部２１２は、プリンター２に備えられている給紙口（用紙
カセット）２６（２６ａ、２６ｂ、２６ｃ）の監視部（図示せず）に問い合わせ、所定サ
イズ（ここでは、一例として「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」とする）の用紙を縦方向で
給紙できる給紙口（用紙カセット）２６と横方向で給紙できる給紙口（用紙カセット）２
６の両方が備えられているか否かの確認を行う。換言すれば、給紙口（用紙カセット）２
６にＡ４／Ｌｅｔｔｅｒで縦方向に給紙される用紙と横方向に給紙される用紙の両方がセ
ットされているか否かを確認する。
【００７５】
　ここで、縦方向で所定サイズの用紙を給紙できる給紙口（用紙カセット）２６と、横方
向で所定サイズの用紙を給紙できる給紙口（用紙カセット）２６の両方向の給紙口（用紙
カセット）２６が備えられていない場合（図３のステップＳ３のＮｏ）、切替部２１２は
、縦横ソート機能を「オン」にできない旨の表示を操作部２３に行い、ユーザーへその旨
を報知する（図３のステップＳ４）。そして、縦横ソート機能をオフとする（オフのまま
とする）。
【００７６】
　ステップＳ３において、縦方向で用紙を給紙できる給紙口（用紙カセット）２６と、横
方向で所定サイズの用紙を給紙できる給紙口２６（用紙カセット）の両方向の給紙口（用
紙カセット）２６が備えられている場合（図３のステップＳ３のＹｅｓ）、処理はステッ
プＳ６へ進み、切替部２１２は、給紙口（用紙カセット）２６の選択設定（給紙口選択）
の設定値が「自動選択」になっているか否かの確認を行う（図３のステップＳ６）。具体
的には、切替部２１２は、記憶部２１４に記憶されている、給紙口（用紙カセット）２６
の設定値を確認する。
【００７７】
　ここで、給紙口（用紙カセット）２６の設定値は、上述した想定では「給紙口（用紙カ
セット）２６ｂ」であるため、すなわち「自動選択」になっていない（図３のステップＳ
６のＮｏ）。そこで、切替部２１２は、後述するステップＳ２４で表示する報知メッセー
ジ（給紙口（用紙カセット）２６の設定値を「自動選択」に変更した旨のメッセージ）の
内容を記憶部２１４へ記憶し（図３のステップＳ７）、給紙口（用紙カセット）２６の設
定値を「自動選択」へ変更する（図３のステップＳ９）。すなわち、切替部２１２は、記
憶部２１４の設定値を更新する。その後、処理はステップＳ１１に移行する。
【００７８】
　一方、給紙口（用紙カセット）２６の設定が「自動選択」に設定されている場合は（図
３のステップＳ６のＹｅｓ）、処理はステップＳ１１へ進む。
【００７９】
　ステップＳ１１では、切替部２１２は、原稿の用紙サイズが、所定サイズと同じ大きさ
であるか否かの確認を行う（図３のステップＳ１１）。具体的には、切替部２１２は、ス
キャナー２９にセットされた原稿の用紙サイズを確認する。
【００８０】
　ここで、上述の想定では、原稿サイズは「Ａ４」であり、所定サイズであるので（図３
のステップＳ１１のＹｅｓ）、処理はステップＳ１５へ進み、切替部２１２は、印刷倍率
が「等倍」となっているか否かの確認を行う（図３のステップＳ１５）。具体的には、切
替部２１２は、記憶部２１４に記憶されている現在の設定情報を確認する。印刷倍率が「
等倍」に設定されている場合は（図３のステップＳ１５のＹｅｓ）、処理はステップＳ２
１へ進む。
【００８１】
　ステップＳ１５において、印刷倍率が「等倍」に設定されていない場合（図３のステッ
プＳ１５のＮｏ）、処理はステップＳ１７へ進み、切替部２１２は、後述するステップＳ
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２４にて表示する報知メッセージ（印刷倍率を「等倍」に変更した旨のメッセージ）の内
容を記憶部２１４へ記憶し（図３のステップＳ１７）、印刷倍率を「等倍」へ変更する（
図３のステップＳ１９）。その後、処理は、ステップＳ２１へ移行する。
【００８２】
　一方、ステップＳ１１において、スキャンされた原稿の用紙サイズが所定サイズでない
場合（図３のステップＳ１１のＮｏ）、処理はステップＳ１３へ進み、切替部２１２は、
印刷倍率が「倍率自動」に設定されているかの否か確認を行う（図３のステップＳ１３）
。具体的には、切替部２１２は、記憶部２１４に記憶されている設定値を確認する。ステ
ップＳ１３において、印刷倍率が「倍率自動」に設定されている場合は（図３のステップ
Ｓ１３のＹｅｓ）、処理はステップＳ２１へ進む。印刷倍率が「倍率自動」に設定されて
いない場合は（図３のステップＳ１３のＮｏ）、処理はステップＳ１７へ進み、切替部２
１２は、後述するステップＳ２４にて表示する報知メッセージ（印刷倍率を「倍率自動」
に変更した旨のメッセージ）の内容を記憶部２１４へ記憶し（図３のステップＳ１７）、
印刷倍率を「倍率自動」へ変更する（図３のステップＳ１９）。その後、処理は、ステッ
プＳ２１へ移行する。
【００８３】
　ステップＳ２１では、切替部２１２は、用紙を排紙する排紙口が「フェイスダウン排紙
口２２」に設定されているか否かの確認を行う（図３のステップＳ２１）。具体的には、
切替部２１２は、記憶部２１４に記憶されている現在の排紙口の設定値を確認する。
【００８４】
　上述の想定では、排紙口は「フェイスアップ排紙口２０」が設定されているため（図３
のステップＳ２１のＮｏ）、処理はステップＳ２２へ進み、切替部２１２は、後述するス
テップＳ２４にて表示する報知メッセージ（排紙口の設定値を「フェイスダウン」に変更
した旨のメッセージ）に表示する内容を記憶部２１４へ記憶する（図３のステップＳ２２
）。その後、切替部２１２は、記憶部２１４に記憶されている排紙口の設定値をフェイス
ダウン排紙口２２へ変更する（図３のステップＳ２３）。その後、処理はステップＳ２４
へ移行する。
【００８５】
　一方、ステップＳ２１において、排紙口が「フェイスダウン排紙口２２」に設定されて
いる場合（図３のステップＳ２１のＹｅｓ）、処理はステップＳ２４へ進む。
【００８６】
　ステップＳ２４では、切替部２１２は、ステップＳ９、ステップＳ１９、及び、ステッ
プＳ２３において設定値が変更された印刷条件がある場合、ステップＳ７、ステップＳ１
７、及び、ステップＳ２２において記憶した報知メッセージをまとめてユーザーに報知す
る（図３のステップＳ２４）。具体的には、切替部２１２は、報知メッセージを操作部２
３の表示パネルに表示する。例えば、上述した想定では、ステップＳ９、及び、ステップ
Ｓ２３において設定内容が変更された項目があるので、切替部２１２は、一例として、「
給紙口（用紙カセット）を「自動選択」に変更しました。排紙口を「フェイスダウン」へ
変更しました。」と記載した報知メッセージを操作部２３へ表示する。また、上記の報知
メッセージを音声でユーザーへ報知しても良い。
【００８７】
　次に、縦横ソート印刷を行うために必要な設定が全て完了したため、切替部２１２は、
縦横ソート機能の設定値を「オン」へ変更する（図３のステップＳ２５）。すなわち、切
替部２１２は、記憶部２１４の縦横ソート機能の設定値をオンに更新する。
【００８８】
　その後、印刷制御部２１３は、上記の処理で確定した印刷条件と印刷データに基づいて
印刷機構部２５に印刷処理を実行させる。
【００８９】
　以上のようにして、プリンター２の切替部２１２は縦横ソート機能の設定を切り替える
（有効に設定する）。
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【００９０】
　次に、ホストコンピューター１から印刷要求を行う場合における縦横ソート機能の切り
替え処理について説明する。
【００９１】
　図４は、ホストコンピューター１の切替部１３５が縦横ソート機能の設定を切り替える
際の処理手順を例示したフローチャートである。
【００９２】
　まず、ユーザーは、ホストコンピューター１に搭載されているアプリケーション（図示
せず）から印刷実行の操作を行うための印刷条件の設定を行う。具体的には、まず、ドラ
イバー部１３の決定部１３１が、ホストコンピューター１の表示装置（モニター等）に印
刷条件の設定が可能なユーザーＩ／Ｆ画面を表示する。ここで、ユーザーは、ユーザーＩ
／Ｆ画面を介して、例えば用紙サイズは「Ａ４」、印刷のカラーは「カラー」、印刷部数
は「５部」、給紙口は「給紙口（用紙カセット）２６ｂ」、印刷倍率は「等倍」、排紙口
は「フェイスアップ」を選択したと想定する。その後、縦横ソート機能を「オン」（有効
）へ設定し、「印刷」のボタンを操作する。
【００９３】
　当該操作が行われると、決定部１３１は、ユーザーによって設定された各種の印刷条件
（設定値）を受信する。この受信により、決定部１３１は、縦横ソート機能をオフからオ
ンへ変更する要求を受信する（図４のステップＳ１１１）。そして、決定部１３１は、受
信した設定値を記憶する。
【００９４】
　その後、決定部１３１から切替部１３５に縦横ソート機能をオフからオンへ変更する要
求を受信した旨が通知される。切替部１３５は、印刷条件が縦横ソート機能にふさわしい
設定値になっているか否かの確認を開始する。
【００９５】
　まず、切替部１３５は、ユーザーに給紙口（用紙カセット）２６を準備させるメッセー
ジを表示する（図４のステップＳ１１３）。具体的には、切替部１３５は、プリンター２
に所定サイズ（ここでは、一例として「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」とする）の用紙を
、縦方向で給紙できる給紙口（用紙カセット）２６と横方向で給紙できる給紙口（用紙カ
セット）２６の両方が備えられているか否かを確認し、備えられていなければ、そのよう
な用紙カセットを挿入することを促すメッセージをユーザーＩ／Ｆ画面へ表示する。換言
すれば、給紙口（用紙カセット）２６に、「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」のサイズで、
縦方向に給紙される用紙と横方向に給紙される用紙の両方がセットされているか否かをユ
ーザーに確認させ、セットされていなければ、セットを促すメッセージをユーザーＩ／Ｆ
画面へ表示する。例えば、「プリンターに、縦方向に用紙を給紙できる用紙カセットと、
横方向に用紙を給紙できる用紙カセットの両方がセットされていますか？」等のメッセー
ジをユーザーＩ／Ｆ画面へ表示する。
【００９６】
　次に、切替部１３５は、決定部１３１により設定された印刷ジョブの中に含まれる用紙
サイズの設定が所定サイズとなっているか否かの確認を行う（図４のステップＳ１１５）
。
【００９７】
　ここで、上述の想定では、用紙サイズの設定値は所定サイズ（「Ａ４」）なので（図４
のステップＳ１１５のＹｅｓ）、処理はステップＳ１１９へ進む。
【００９８】
　一方、用紙サイズの設定値が所定サイズ（「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」）ではない
場合（図４のステップＳ１１５のＮｏ）、切替部１３５は、後述するステップＳ１３３で
表示する報知メッセージ（用紙サイズの設定値を「Ａ４」に変更した旨のメッセージ）の
内容を決定部１３１へ記憶し（図４のステップＳ１１６）、用紙サイズの設定値を「Ａ４
」へ変更する（図４のステップＳ１１７）。
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【００９９】
　その後、処理はステップＳ１１９へ移行する。ステップＳ１１９では、切替部１３５は
、給紙口（用紙カセット）２６の選択設定（給紙口選択）の条件の設定値が「自動選択」
になっているか否かの確認を行う（図４のステップＳ１１９）。具体的には、切替部１３
５は、印刷ジョブの中に含まれる給紙口（用紙カセット）２６の設定値を確認する。給紙
口（用紙カセット）２６の設定値は、上述した想定では「給紙口（用紙カセット）２６ｂ
」であり、「自動選択」になっていない（図４のステップＳ１１９のＮｏ）。そこで、切
替部１３５は、後述するステップＳ１３３で表示する報知メッセージ（給紙口（用紙カセ
ット）２６の設定値を「自動選択」に変更した旨のメッセージ）を決定部１３１へ記憶す
る（図４のステップＳ１２１）。その後、切替部１３５は、給紙口（用紙カセット）２６
の設定値を「自動選択」へ変更する（図４のステップＳ１２２）。その後、処理はステッ
プＳ１２３へ移行する。
【０１００】
　一方、給紙口（用紙カセット）２６の設定が「自動選択」に設定されている場合は（図
４のステップ１１９のＹｅｓ）、処理はステップＳ１２３へ進む。
【０１０１】
　ステップＳ１２３では、切替部１３５は、印刷対象のデジタルデータのサイズが、所定
サイズ（「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」）と同じ大きさであるか否かの確認を行う（図
４のステップＳ１２３）。具体的には、切替部１３５は、印刷ジョブの中に含まれる印刷
対象のデジタルデータのサイズを確認する。
【０１０２】
　ここで、印刷ジョブに含まれる印刷対象のデジタルデータのサイズが所定サイズ（「Ａ
４」）であれば（図４のステップＳ１２３のＹｅｓ）、処理はステップＳ１２４へ進み、
切替部１３５は、印刷倍率が「等倍」となっているか否かの確認を行う（図４のステップ
Ｓ１２４）。具体的には、切替部１３５は、決定部１３１によって設定され、印刷ジョブ
の中に含まれる印刷倍率の現在の設定値を確認する。上述の想定では、印刷倍率は「等倍
」に設定されているため（図４のステップＳ１２４のＹｅｓ）、処理はステップＳ１２９
へ進む。
【０１０３】
　一方、印刷倍率が「等倍」に設定されていない場合（図４のステップＳ１２４のＮｏ）
、処理はステップＳ１２６へ進み、切替部１３５は、後述するステップＳ１３３にて表示
する報知メッセージ（印刷倍率を「等倍」に変更した旨のメッセージ）の内容を決定部１
３１へ記憶し（図４のステップＳ１２６）、印刷倍率を「等倍」へ変更する（図４のステ
ップＳ１２７）。その後、処理はステップＳ１２９へ移行する。
【０１０４】
　一方、ステップＳ１２３において、印刷ジョブに含まれた印刷対象のデジタルデータの
サイズが所定サイズでない場合（図４のステップＳ１２３のＮｏ）、処理はステップＳ１
２５へ進み、切替部１３５は、印刷倍率が「倍率自動」に設定されているかの否か確認を
行う（図４のステップＳ１２５）。具体的には、切替部１３５は、決定部１３１によって
設定され、印刷ジョブに含まれている設定値を確認する。ステップＳ１２５において、印
刷倍率が「倍率自動」に設定されている場合は（図４のステップＳ１２５のＹｅｓ）、処
理はステップＳ１２９へ進む。
【０１０５】
　上述の想定では、印刷倍率は「等倍」であり、「倍率自動」に設定されていない（図４
のステップＳ１２５のＮｏ）ため、処理はステップＳ１２６に移り、切替部１３５は、後
述するステップＳ１３３にて表示する報知メッセージ（印刷倍率を「倍率自動」に変更し
た旨のメッセージ）の内容を記憶部２１４へ記憶し（図４のステップＳ１２６）、印刷倍
率を「倍率自動」へ変更する（図４のステップＳ１２７）。その後、処理はステップＳ１
２９へ進む。
【０１０６】
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　ステップＳ１２９では、切替部１３５は、用紙を排紙する排紙口が「フェイスダウン排
紙口２２」に設定されているか否かの確認を行う（図４のステップＳ１２９）。具体的に
は、切替部１３５は、決定部１３１により設定され、印刷ジョブに含まれている排紙口の
設定値を確認する。
【０１０７】
　上述の想定では、排紙口を「フェイスアップ排紙口２０」に設定されているため（図４
のステップＳ１２９のＮｏ）、処理はステップＳ１３０へ進む。切替部１３５は、後述す
るステップＳ１３３にて表示する報知メッセージ（排紙口の設定値を「フェイスダウン」
に変更した旨のメッセージ）に表示する内容を決定部１３１へ記憶する（図４のステップ
Ｓ１３０）。切替部１３５は、決定部１３１に記憶されている排紙口の設定をフェイスダ
ウン排紙口２２へ変更する（図４のステップＳ１３１）。その後、処理はステップＳ１３
３へ移行する。
【０１０８】
　一方、ステップＳ１２９において、排紙口が「フェイスダウン排紙口２２」に設定され
ている場合（図４のステップＳ１２９のＹｅｓ）、処理はステップＳ１３３へ進む。
【０１０９】
　ステップＳ１３３では、切替部１３５は、ステップＳ１１７、ステップＳ１２２、ステ
ップＳ１２７、及び、ステップＳ１３１において設定値が変更された印刷条件がある場合
、ステップＳ１１６、ステップＳ１２１、ステップＳ１２６、及び、ステップＳ１３０に
おいて記憶したメッセージをまとめてユーザーに報知する（図４のステップＳ１３３）。
具体的には、切替部１３５は、決定部１３１に記憶された報知メッセージをホストコンピ
ューター１のユーザーＩ／Ｆ画面に表示させ、例えば、上述した想定では、ステップＳ１
２２、及び、ステップＳ１３１において設定内容が変更された項目があるので、切替部１
３５は、一例として、「給紙口（用紙カセット）を「自動選択」に変更しました。排紙口
を「フェイスダウン」へ変更しました。」と記載した報知メッセージをユーザーＩ／Ｆ画
面へ表示させる。また、上記の報知メッセージを音声でユーザーへ報知しても良い。
【０１１０】
　次に、縦横ソート印刷を行うために必要な設定が全て完了したため、切替部１３５は、
縦横ソート機能の設定値を「オン」へ変更する（図４のステップＳ１３５）。すなわち、
切替部１３５は、決定部１３１の縦横ソート機能の設定値をオンに更新する。
【０１１１】
　その後、印刷データ生成部１３７は、決定部１３１に設定（記憶）された各印刷条件の
設定値と印刷対象画像を含む印刷データをプリンター２用のコマンドで生成し、当該印刷
データをプリンター２へ送信する。送信された印刷データはプリンター２の印刷制御部２
１３と印刷機構部２５により印刷処理がされて、印刷実行される。
【０１１２】
　以上のようにして、ホストコンピューター１の切替部１３５が縦横ソート機能の設定を
切り替える（有効に設定する）。
【０１１３】
　なお、本プリンター２においては、縦横ソート機能が有効とされた複数の印刷ジョブが
未実施の場合（スタックされている場合）、１番目の印刷ジョブ（第１の印刷ジョブ）の
印刷部数が奇数である場合、次に印刷される２番目の印刷ジョブ（第２の印刷ジョブ）は
、１番目の印刷ジョブと異なる給紙口（用紙カセット）２６を用いるようにしても良い。
すなわち、２番目の印刷ジョブは、１番目の印刷ジョブの最初に用いられた給紙口（用紙
カセット）２６と給紙方向が異なる給紙口（用紙カセット）２６が最初に用いられるよう
に設定が変更されるようにしても良い。
【０１１４】
　例えば、印刷ジョブの開始では横方向に給紙される給紙口（用紙カセット）２６から給
紙されるように定まっている場合において、１番目に実行予定の印刷ジョブが３部（奇数
）の印刷である場合、２番目に実行予定の印刷ジョブの開始は、縦方向に給紙する給紙口
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（用紙カセット）２６を使用するように変更する。これにより、１番目の印刷ジョブの印
刷物と２番目の印刷ジョブの印刷物の区別を明確にすることができる。
【０１１５】
　また、更に、上述した設定の変更は、１番目に実行予定の印刷ジョブと２番目に実行予
定の印刷ジョブのユーザーが異なる場合に行われるようにしても良い。ユーザーが同じ場
合は、印刷物の区別が不明瞭でも、悪影響が小さいからである。
【０１１６】
　また、所定サイズは、「Ａ４」（第１サイズ）と「Ｌｅｔｔｅｒ」（第２サイズ）を含
み、給紙口（用紙カセット）２６に、「Ａ４」及び「Ｌｅｔｔｅｒ」の両方の用紙におい
て、縦方向に給紙される用紙（第１用紙）、及び、横方向に給紙される用紙（第２用紙）
がセットされている場合に原稿のサイズに基づいて、縦横ソート機能を使用する際の用紙
サイズが決定されるようにしても良い。
【０１１７】
　また、印刷処理を実行する印刷機構部２５に備えられる印刷ヘッド（図示せず）におい
て、印刷ヘッドの端部にインク詰まり等が発生して正常にインクを吐出できない場合には
、ＬＥＦ（Ｌｏｎｇ　ｅｄｇｅ　ｆｅｅｄ）で印刷すると用紙の端部に印刷不良を起こし
てしまう虞があり、全ての印刷をＳＥＦ（Ｓｈｏｒｔ　ｅｄｇｅ　ｆｅｅｄ）で印刷する
ため、縦横ソート機能を有効に切り替えないようにしても良い。
【０１１８】
　以上説明した本プリンター２、及び、ホストコンピューター１に搭載されるドライバー
部１３は、縦横ソート機能を有効にする旨の要求を受け付けると、縦横ソート印刷を実行
するために必要な各種設定を確認する。プリンター２、及び、ドライバー部１３は、縦横
ソート機能に必要な設定条件が成立していない場合には、必要な設定条件が成立するよう
に各種設定を変更する。
【０１１９】
　これにより、縦横ソート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことができ、ユ
ーザーの所望する印刷結果で印刷を行うことができるため、縦横ソート機能のユーザー利
便性が向上する。
【０１２０】
　また、切替部２１２は、給紙口（用紙カセット）２６に縦方向に給紙される用紙、及び
、横方向に給紙される用紙のいずれかがセットされていない場合に、縦横ソート機能を有
効に切り替えないため、縦横ソート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミスを防ぐことが
できる。
【０１２１】
　また、切替部２１２は、給紙口（用紙カセット）２６が自動選択されるように設定され
ていない場合、給紙口（用紙カセット）２６が自動選択されるように設定を変更して、縦
横ソート機能を有効に切り替えるため、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に
正しく変更され、印刷ミスを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【０１２２】
　また、切替部２１２は、原稿のサイズが所定サイズであり、印刷倍率が等倍に設定され
ている場合、縦横ソート機能を有効に切り替え、原稿のサイズが所定サイズであり、印刷
倍率が等倍に設定されていない場合、印刷倍率が等倍になるように設定を変更して、縦横
ソート機能を有効に切り替えるため、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正
しく変更され、印刷ミスを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【０１２３】
　また、切替部２１２は、原稿のサイズが所定サイズでなく、印刷倍率が倍率自動に設定
されている場合は、縦横ソート機能を有効に切り替えるため、縦横ソート機能を使用する
ための設定が自動的に正しく変更され、印刷ミスを防止できると共に、ユーザーの操作負
担が軽減される。
【０１２４】



(17) JP 6922195 B2 2021.8.18

10

20

30

40

50

　また、原稿のサイズが所定サイズでなく、印刷倍率が倍率自動に設定されていない場合
は、印刷倍率が倍率自動になるように設定を変更してから、縦横ソート機能を有効に切り
替えるため、上記と同様の効果を得られる。
【０１２５】
　また、切替部２１２は、排紙口がフェイスダウン排紙口２２に設定されている場合、縦
横ソート機能を有効に切り替え、排紙口がフェイスダウン排紙口２２に設定されていない
場合、排紙口がフェイスダウン排紙口２２になるように設定を変更して、縦横ソート機能
を有効に切り替えるため、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更さ
れ、印刷ミスを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【０１２６】
　また、切替部２１２は、設定を変更した場合に、その旨を報知情報として記憶部２１４
に記憶するため、ユーザーは、プリンター２で設定が変更されたことをユーザーに報知す
ることができる。
【０１２７】
　また、切替部２１２は、記憶部２１４に記憶された報知情報をユーザーへ報知するため
、ユーザーはプリンター２で設定が変更された項目を容易に把握することができる。
【０１２８】
　また、所定サイズは、「Ａ４」と「Ｌｅｔｔｅｒ」を含み、給紙口（用紙カセット）２
６に、「Ａ４」及び「Ｌｅｔｔｅｒ」の両方の用紙において、縦方向に給紙される用紙と
横方向に給紙される用紙がセットされている場合には、「Ａ４」または「Ｌｅｔｔｅｒ」
のどちらかの用紙で適切な縦横ソート印刷が可能となり、ユーザー利便性が向上する。
【０１２９】
　縦横ソート機能が有効とされた複数の印刷ジョブが未実施の場合（スタックされている
場合）、１番目の印刷ジョブ（第１の印刷ジョブ）の印刷部数が奇数である場合、次に印
刷される２番目の印刷ジョブ（第２の印刷ジョブ）は、１番目の印刷ジョブと異なる給紙
口（用紙カセット）２６を用いるようにしても良い。すなわち、２番目の印刷ジョブは、
１番目の印刷ジョブの最初に用いられた給紙口（用紙カセット）２６と給紙方向が異なる
給紙口（用紙カセット）２６が最初に用いられるように設定が変更されるため、１番目の
印刷ジョブの最終部と２番目の印刷ジョブの印刷物の区切りが分かり易くなる。
【０１３０】
　また、上記２番目の印刷ジョブにおける設定の変更は、１番目に実行予定の印刷ジョブ
と２番目に実行予定の印刷ジョブのユーザーが異なる場合に行われるため、ユーザーが他
のユーザーの印刷物を持ち去ることを防ぐことができる。
【０１３１】
　また、ラインヘッドの端部からインクが吐出されない不具合が発生した場合、用紙が横
向きに搬送されると、用紙の印刷面のうち、ラインヘッドの端部の位置に搬送された印刷
面にはインクが吐出されないこととなる。従って、ラインヘッドの端部からインクが吐出
されない場合は、用紙は横方向に搬送されない方が良い。そのため、切替部１３５及び切
替部２１２は、ラインヘッドの端部からインクが吐出されない不具合が発生した場合、縦
横ソート機能を有効にしない方が好ましい。なお、切替部１３５及び切替部２１２は、ラ
インヘッドの端部のうち、少なくとも一方の端部からインクが吐出されない場合に、縦横
ソート機能を有効にしないという機能を有していても良い。
【０１３２】
　また、ホストコンピューター１に備えられるドライバー部１３が縦横ソート機能を有効
にする旨のユーザー指示を受信したとき、印刷条件に含まれる用紙サイズが予め定められ
た所定サイズに設定され、印刷条件に含まれる印刷装置の給紙口選択が自動選択に設定さ
れている場合に、縦横ソート機能を有効に切り替える。そのため、ホストコンピューター
１から印刷命令を行う場合においても、縦横ソート機能を使用した印刷を行う際の印刷ミ
スを防ぐことができ、ユーザーの所望する印刷結果で印刷を行うことができるため、縦横
ソート機能のユーザー利便性が向上する。
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【０１３３】
　また、ホストコンピューター１から印刷命令を行う場合、設定された用紙サイズが所定
サイズでない場合、用紙サイズの条件を所定サイズに設定した後に縦横ソート機能を有効
に切り替えるため、縦横ソート機能を使用するための設定が自動的に正しく変更され、印
刷ミスを防止できると共に、ユーザーの操作負担が軽減される。
【０１３４】
　また、ホストコンピューター１から印刷データを送信する際、用紙サイズの条件を所定
サイズに設定した旨を報知情報として記憶し、所定のタイミングで当該報知情報をユーザ
ーに報知するため、ユーザーは、ホストコンピューター１に搭載されるドライバー部１３
が表示するユーザーＩ／Ｆ画面によって、設定が変更されたことを容易に把握することが
できる。
【０１３５】
　なお、プリンター２は、印刷方式としてラインインクジェット方式を採用しているが、
レーザー方式等の他の印刷方式を搭載したプリンターとしても良い。
【０１３６】
　なお、本明細書において、切替部１３５、切替部２１２をそれぞれ、第１の設定部１３
５、第２の設定部２１２と称すこともある。また、本明細書において、受付部２１１を、
取得部２１１と称すこともある。
【０１３７】
　本発明の保護範囲は、上記の実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発
明とその均等物に及ぶものとする。
【符号の説明】
【０１３８】
　１…ホストコンピューター、２…プリンター、１３…ドライバー部、２０…フェイスア
ップ排紙口、２１…制御部、２２…フェイスダウン排紙口、２３…操作部、２５…印刷機
構部、２６ａ…給紙口（用紙カセット）、２６ｂ…給紙口（用紙カセット）、２６ｃ…給
紙口（用紙カセット）、２９…スキャナー、１３１…決定部、１３５…切替部、１３７…
印刷データ生成部、２１１…受付部、２１２…切替部、２１３…印刷制御部、２１４…記
憶部。
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              特開２００９－２３４７１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－０５８６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０９２６５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３２８７４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２５０１９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１５２６６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／４２
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０１－２／２１５
              Ｂ６５Ｈ　　３９／０６　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２
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