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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データと、印刷用紙が設置される給紙位置を指定する給紙位置指定情報および片面
印刷か両面印刷かを指示する印刷面指示情報のうちの少なくとも一方とを含む印刷ジョブ
データを受け付ける印刷ジョブデータ受付部と、
　該印刷ジョブデータ受付部によって受け付けられた印刷ジョブデータに封書作成指示情
報が含まれるか否かを判別する封書作成ジョブ判別部と、
　該封書作成ジョブ判別部において前記印刷ジョブデータに前記封書作成指示情報が含ま
れていると判別された場合には、前記印刷ジョブデータに含まれる前記給紙位置指定情報
および前記印刷面指示情報のうちの少なくとも一方に基づいて、前記給紙位置における封
筒用の印刷用紙の設置方法を提示する設置方法提示部と、
　複数の前記給紙位置のそれぞれについて、片面印刷用の前記封筒用の印刷用紙が設置さ
れるものであるか、もしくは両面印刷用の前記封筒用の印刷用紙が設置されるものである
かを示す印刷面設定情報が予め設定された給紙位置情報設定部とを備え、
　前記設置方法提示部が、前記印刷ジョブデータに含まれる前記給紙位置指定情報が前記
複数の給紙位置のいずれかを自動的に選択する自動給紙位置選択情報である場合において
、前記印刷ジョブデータに含まれる前記印刷面指示情報と一致する前記印刷面設定情報を
有する前記給紙位置が前記複数の給紙位置の中に存在するか否かを判定し、前記印刷面指
示情報と一致する前記印刷面設定情報を有する前記給紙位置が存在しない場合には、前記
印刷面指示情報に基づいて、全ての前記給紙位置における前記封筒用の印刷用紙の設置方
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法を提示し、前記印刷ジョブデータに含まれる前記印刷面指示情報と一致する前記印刷面
設定情報を有する前記給紙位置が前記複数の給紙位置の中に存在する場合には、前記封筒
用の印刷用紙の設置方法を提示しないものであることを特徴とする用紙設置方法提示装置
。
【請求項２】
　コンピュータを、
　画像データと、印刷用紙が設置される給紙位置を指定する給紙位置指定情報および片面
印刷か両面印刷かを指示する印刷面指示情報のうちの少なくとも一方とを含む印刷ジョブ
データを受け付ける印刷ジョブデータ受付部と、
　該印刷ジョブデータ受付部によって受け付けられた印刷ジョブデータに封書作成指示情
報が含まれるか否かを判別する封書作成ジョブ判別部と、
　該封書作成ジョブ判別部において前記印刷ジョブデータに前記封書作成指示情報が含ま
れていると判別された場合には、前記印刷ジョブデータに含まれる前記給紙位置指定情報
および前記印刷面指示情報のうちの少なくとも一方に基づいて、前記給紙位置における封
筒用の印刷用紙の設置方法を提示する設置方法提示部と、
　複数の前記給紙位置のそれぞれについて、片面印刷用の前記封筒用の印刷用紙が設置さ
れるものであるか、もしくは両面印刷用の前記封筒用の印刷用紙が設置されるものである
かを示す印刷面設定情報が予め設定された給紙位置情報設定部として機能させ、
　前記設置方法提示部が、前記印刷ジョブデータに含まれる前記給紙位置指定情報が前記
複数の給紙位置のいずれかを自動的に選択する自動給紙位置選択情報である場合において
、前記印刷ジョブデータに含まれる前記印刷面指示情報と一致する前記印刷面設定情報を
有する前記給紙位置が前記複数の給紙位置の中に存在するか否かを判定し、前記印刷面指
示情報と一致する前記印刷面設定情報を有する前記給紙位置が存在しない場合には、前記
印刷面指示情報に基づいて、全ての前記給紙位置における前記封筒用の印刷用紙の設置方
法を提示し、前記印刷ジョブデータに含まれる前記印刷面指示情報と一致する前記印刷面
設定情報を有する前記給紙位置が前記複数の給紙位置の中に存在する場合には、前記封筒
用の印刷用紙の設置方法を提示しないものであることを特徴とする用紙設置方法提示プロ
グラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封書作成指示が含まれている印刷ジョブデータを処理する際、封筒用の印刷
用紙の設置方法を提示する用紙設置方法提示装置およびプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ダイレクトメールなどの封書の利用拡大にともなって、種々の封書作成装置が提
案されている。
【０００３】
　この封書作成装置は、具体的には、印刷装置から排出された印刷済みの封筒用の印刷用
紙と封入物の印刷用紙と受け入れ、その封筒用印刷用紙を３つ折りなどして折り曲げて封
筒を形成し、その封筒内に３つ折りなどされた封入物を封入した後に封緘を行うことによ
って封書を作成するものである。
【０００４】
　ここで、封書作成装置において所望の封筒を作成するためには、印刷装置から排出され
た封筒用印刷用紙を受け入れる際、封筒用印刷用紙に設けられたのり面の位置や、封筒用
印刷用紙の天方向や表面と裏面の方向などが予め設定された状態でなければならない。も
し、封書作成装置によって受け入れられた封筒用印刷用紙が予め設定された状態でない場
合には、封筒の折り処理が適切に行われなかったり、封緘処理におけるのり付けが適切に
行われなかったりして所望の封筒を作成することができない。
【０００５】
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　したがって、印刷装置から印刷済みの封筒用印刷用紙が排出される際に、上述した予め
設定された状態で排出されるように、印刷装置の給紙トレイなどに封筒用印刷用紙を適切
な向きで設置する必要がある。
【０００６】
　また、印刷装置には、給紙トレイだけでなくストレート給紙台が設けられる場合があり
、この給紙トレイとストレート給紙台とで印刷処理部への給紙方向が異なる場合には、そ
の給紙方向に応じて封筒用印刷用紙を適切に設置する必要がある。
【０００７】
　さらに、封筒用印刷用紙に対して施される印刷処理として片面印刷と両面印刷とがある
場合には、その封筒用印刷用紙の搬送経路が異なるために、給紙トレイなどに封筒用印刷
用紙を同じ向きに設置したとしても、片面印刷を施した封筒用印刷用紙が印刷装置から排
出される際の封筒用印刷用紙の向きと、両面印刷を施した封筒用印刷用紙が印刷装置から
排出される際の封筒用印刷用紙の向きとが異なる場合があるため、これらの事情も考慮し
て給紙トレイなどに封筒用印刷用紙を設置する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－９２８４１号公報
【特許文献２】特開２００４－２８４２５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、封書作成に慣れていないユーザにとっては、上述した給紙位置の種類や
、片面印刷か両面印刷かを考慮して封筒用印刷用紙を正しく設置することは非常に困難で
あり、間違えて設置しやすいという問題がある。
【００１０】
　また、従来の印刷装置には、封筒用印刷用紙が設置された向きを自動判別するなどの機
構は設けられていないため、もし封筒用印刷用紙が間違って設置された場合には、正しく
封緘されていない封書が作成されてしまい無駄である。また、上述したような自動判別を
行うためのセンサなどを設けるようにした場合にはコストアップにもなる。
【００１１】
　なお、特許文献１には、封筒のフラップの位置を検出することによって封筒が正しく設
置されているか否かを判別することが開示されているが、上述した封筒に形成される前の
封筒用印刷用紙の設置方法に関しては何も提案されていない。
【００１２】
　また、特許文献２には、異なる用紙サイズの印刷用紙を使用した印刷を行う際に、給紙
トレイなどに適切なサイズの印刷用紙が設置されているか確認メッセージを表示すること
が提案されているが、上述した封筒用印刷用紙の設置方法に関しては何も提案されていな
い。
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑み、封書作成になれていないユーザであっても給紙トレイなど
に適切に封筒用印刷用紙を設置することができる用紙設置方法提示装置およびプログラム
を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の用紙設置方法提示装置は、画像データと、印刷用紙が設置される給紙位置を指
定する給紙位置指定情報および片面印刷か両面印刷かを指示する印刷面指示情報のうちの
少なくとも一方とを含む印刷ジョブデータを受け付ける印刷ジョブデータ受付部と、印刷
ジョブデータ受付部によって受け付けられた印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含ま
れるか否かを判別する封書作成ジョブ判別部と、封書作成ジョブ判別部において印刷ジョ
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ブデータに封書作成指示情報が含まれていると判別された場合には、印刷ジョブデータに
含まれる給紙位置指定情報および印刷面指示情報のうちの少なくとも一方に基づいて、給
紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を提示する設置方法提示部とを備えたことを
特徴とする。
【００１５】
　また、上記本発明の用紙設置方法提示装置においては、設置方法提示部を、印刷ジョブ
データに含まれる給紙位置指定情報が、複数の給紙位置のいずれかを自動的に選択する自
動給紙位置選択情報である場合には、全ての給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方
法を提示するものとできる。
【００１６】
　また、設置方法提示部を、給紙位置指定情報が自動給紙位置選択情報である場合、印刷
処理の前においては、全ての給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を提示するも
のとし、印刷処理の開始後であって、使用中の給紙位置に設置された封筒用の印刷用紙が
無くなって給紙位置を自動的に切り替える場合においては、その切り替え先の給紙位置に
おける封筒用の印刷用紙の設置方法を提示するものとできる。
【００１７】
　また、複数の給紙位置のそれぞれついて、片面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置される
ものであるか、もしくは両面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置されるものであるかを示す
印刷面設定情報が予め設定された給紙位置情報設定部を設け、設置方法提示部を、印刷ジ
ョブデータに含まれる給紙位置指定情報が複数の給紙位置のいずれかを自動的に選択する
自動給紙位置選択情報である場合において、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報
と一致する印刷面設定情報を有する給紙位置が複数の給紙位置の中に存在するか否かを判
定し、上記印刷面指示情報と一致する印刷面設定情報を有する給紙位置が存在しない場合
には、印刷面指示情報に基づいて、全ての給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法
を提示し、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報と一致する印刷面設定情報を有す
る給紙位置が複数の給紙位置の中に存在する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提
示しないものとできる。
【００１８】
　また、複数の給紙位置のそれぞれついて、片面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置される
ものであるか、もしくは両面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置されるものであるかを示す
印刷面設定情報が予め設定された給紙位置情報設定部を設け、設置方法提示部を、印刷ジ
ョブデータに含まれる給紙位置指定情報が複数の給紙位置のうちのいずれか１つの給紙位
置を指定するものである場合において、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報と給
紙位置指定情報によって指定された給紙位置における印刷面設定情報とが一致するか否か
を判定し、上記印刷面指示情報と指定された給紙位置における印刷面設定情報とが一致し
ない場合には、印刷面指示情報に基づいて、指定された給紙位置における封筒用の印刷用
紙の設置方法を提示し、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報と指定された給紙位
置における印刷面設定情報とが一致する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提示し
ないものとできる。
【００１９】
　また、印刷ジョブデータを、片面印刷の印刷面指示情報と両面印刷の印刷面指示情報と
の両方を含むものとし、設置方法提示部を、片面印刷の場合の封筒用の印刷用紙の設置方
法と両面印刷の場合の封筒用の印刷用紙の設置方法との両方を表示するものとできる。
【００２０】
　本発明の用紙設置方法提示プログラムは、コンピュータを、画像データと、印刷用紙が
設置される給紙位置を指定する給紙位置指定情報および片面印刷か両面印刷かを指示する
印刷面指示情報のうちの少なくとも一方とを含む印刷ジョブデータを受け付ける印刷ジョ
ブデータ受付部と、印刷ジョブデータ受付部によって受け付けられた印刷ジョブデータに
封書作成指示情報が含まれているか否かを判別する封書作成ジョブ判別部と、封書作成ジ
ョブ判別部において印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれていると判別された場
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合には、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報および印刷面指示情報のうちの少
なくとも一方に基づいて、給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を提示する設置
方法提示部として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の用紙設置方法提示装置およびプログラムによれば、印刷ジョブデータに封書作
成指示情報が含まれるか否かを判別し、印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれて
いると判別された場合には、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報および印刷面
指示情報のうちの少なくとも一方に基づいて、給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置
方法を提示するようにしたので、封書作成になれていないユーザであっても給紙トレイな
どの給紙位置に適切に封筒用印刷用紙を設置することができる。
【００２２】
　また、封筒用印刷用紙が間違って設置され、正しく封緘されていない封書が作成されて
しまうのを防止することができるので、コストの高い封筒用印刷用紙が無駄になるのを防
止することができる。
【００２３】
　また、上記本発明の用紙設置方法提示装置およびプログラムにおいて、印刷ジョブデー
タに含まれる給紙位置指定情報が、複数の給紙位置のいずれかを自動的に選択する自動給
紙位置選択情報である場合には、全ての給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を
提示するようにした場合には、ユーザが、全ての給紙位置の封筒用印刷用紙の設置方法を
把握することができるので、どの給紙位置にも封筒用印刷用紙を適切に設置することがで
きる。
【００２４】
　また、給紙位置指定情報が自動給紙位置選択情報である場合、印刷処理の開始後であっ
て、使用中の給紙位置に設置された封筒用の印刷用紙が無くなって給紙位置を自動的に切
り替える場合においては、その切り替え先の給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方
法を提示するようにした場合には、給紙位置が自動的に切り替わる際にも、その切り替え
先の給紙位置に封筒用印刷用紙を適切に設置することができる。
【００２５】
　また、封筒用の印刷用紙の設置方法の提示を行うか否かの選択を受け付け、封筒用の印
刷用紙の設置方法の提示を行わないことが受け付けられた場合には、封筒用の印刷用紙の
設置方法の提示を行わないようにした場合には、封書作成に慣れたユーザにとって無駄に
封筒用印刷用紙の設置方法を提示して作業を中断することを回避することができ、生産性
の向上を図ることができる。
【００２６】
　また、複数の給紙位置のそれぞれついて、片面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置される
ものであるか、もしくは両面印刷用の封筒用の印刷用紙が設置されるものであるかを示す
印刷面設定情報を予め設定し、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報と一致する印
刷面設定情報を有する給紙位置が複数の給紙位置の中に存在するか否かを判定し、印刷ジ
ョブデータに含まれる印刷面指示情報と一致する印刷面設定情報を有する給紙位置が存在
する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提示することなく、その印刷面指示情報と
一致する印刷面設定情報を有する給紙位置から自動的に給紙を行うようにした場合には、
封筒用の印刷用紙の設置方法を知っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作
業を一時中断することを回避することができ、生産性の向上を図ることができる。また、
封筒用の印刷用紙が正しく設置された給紙位置から自動的に給紙することができる。
【００２７】
　一方、上記印刷面指示情報と一致する印刷面設定情報を有する給紙位置が存在しない場
合には、印刷面指示情報に基づいて、全ての給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方
法を提示するようにした場合には、たとえばユーザが封筒用印刷用紙の設置方法を知らな
かったり、所定の給紙位置に間違えた設置方法で封筒用印刷用紙を設置したり、もしくは
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ユーザが封筒用印刷用紙を所定の給紙位置に設置した後に、他のユーザがその給紙位置に
おける封筒用印刷用紙の設置方法を変更してしまった場合などにおいて、ユーザが封筒用
の印刷用紙を適切な設置方法に修正することができる。
【００２８】
　また、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が複数の給紙位置のうちのいずれ
か１つの給紙位置を指定するものである場合においても、印刷ジョブデータに含まれる印
刷面指示情報と給紙位置指定情報によって指定された給紙位置における印刷面設定情報と
が一致するか否かを判定し、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報と指定された給
紙位置における印刷面設定情報とが一致する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提
示することなく、その指定された給紙位置から自動的に給紙を行うようにした場合には、
封筒用の印刷用紙の設置方法を知っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作
業を一時中断することを回避することができ、生産性の向上を図ることができる。また、
封筒用の印刷用紙が正しく設置された給紙位置から自動的に給紙することができる。
【００２９】
　一方、上記印刷面指示情報と指定された給紙位置における印刷面設定情報とが一致しな
い場合には、印刷面指示情報に基づいて、指定された給紙位置における封筒用の印刷用紙
の設置方法を提示するようにした場合には、上記と同様に、たとえばユーザが封筒用印刷
用紙の設置方法を知らなかったり、指定した給紙位置に間違えた設置方法で封筒用印刷用
紙を設置したり、もしくはユーザが封筒用印刷用紙を指定した給紙位置に設置した後に、
他のユーザがその給紙位置における封筒用印刷用紙の設置方法を変更してしまった場合な
どにおいて、ユーザが封筒用の印刷用紙を適切な設置方法に修正することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の用紙設置方法提示装置の第１の実施形態を用いたプリンタシステムの概
略構成を示すブロック図
【図２】図１に示すプリンタシステムにおける印刷装置の外観図
【図３】封筒用印刷用紙を用いて封書を作成する方法を説明するための図
【図４】本発明の用紙設置方法提示装置の第１の実施形態を用いたプリンタシステムの作
用を説明するためのフローチャート
【図５】ストレート給紙台における封筒用印刷用紙の設置方法を示す確認画面の一例を示
す図
【図６】給紙トレイ１～給紙トレイ３における封筒用印刷用紙の設置方法を示す確認画面
の一例を示す図
【図７】ストレート給紙台における封筒用印刷用紙の設置方法と給紙トレイ１～給紙トレ
イ３における封筒用印刷用紙の設置方法との両方を示す確認画面の一例を示す図
【図８】本発明の用紙設置方法提示装置の第１の実施形態を用いたプリンタシステムのそ
の他の作用を説明するためのフローチャート
【図９】本発明の用紙設置方法提示装置の第２の実施形態を用いたプリンタシステムの概
略構成を示すブロック図
【図１０】給紙位置情報設定画面の一例を示す図
【図１１】本発明の用紙設置方法提示装置の第２の実施形態を用いたプリンタシステムの
作用を説明するためのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の用紙設置方法提示装置およびプログラムの第１の実施形
態を用いたプリンタシステムについて詳細に説明する。本実施形態のプリンタシステムは
、封筒用の印刷用紙に印刷処理を施した後、その印刷処理済の封筒用印刷用紙を用いて封
筒を作成し、その封筒内に手紙などの封入物を封入して封書を作成するものである。図１
は、本実施形態のプリンタシステム１の全体概略構成を示すブロック図である。
【００３２】
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　本実施形態のプリンタシステム１は、図１に示すように、コンピュータ１０と、コンピ
ュータ１０に有線または無線ＬＡＮなどのネットワークを介して接続された印刷装置２０
と、印刷装置２０において印刷処理の施された封筒用印刷用紙を用いて封筒を作成すると
ともに、その封筒内に封入物を封入して封書を作成する封書作成装置３０とを備えている
。また、コンピュータ１０には、ユーザによる所定の設定入力を受け付ける入力装置４０
と、所定の設定入力画面を表示するモニタ５０が接続されている。
【００３３】
　コンピュータ１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）および半導体メモリやハードディスクや
ＳＳＤ(Solid State Drive)等のストレージデバイスなどを備えている。
【００３４】
　画像データ生成部１１は、ハードディスクにメモ帳やＷｏｒｄ（登録商標）などのよう
な画像データを編集可能なプログラムがインストールされて構成されたものである。
【００３５】
　また、プリンタドライバ１２もハードディスクにインストールされて構成されたもので
る。そして、本実施形態のプリンタドライバ１２は、モニタ５０に印刷条件設定画面を表
示させるものであり、この印刷条件設定画面において、片面印刷か両面印刷かを指示する
印刷面指示情報や、印刷用紙の給紙位置を指定する給紙位置指定情報や、封書作成装置３
０において封書作成を行うことを指示する封書作成指示情報などといった種々の指示情報
を受け付けるものである。
【００３６】
　プリンタドライバ１２によって受け付けられる給紙位置指定情報としては、後述する印
刷装置２０における給紙トレイ１～給紙トレイ３およびストレート給紙台２６のいずれか
をユーザがマニュアルで指定する情報と、給紙トレイ１～給紙トレイ３およびストレート
給紙台のいずれかを予め設定された優先順位に基づいて印刷装置２０が自動で選択する自
動給紙位置選択情報とがある。
【００３７】
　また、この印刷条件設定画面においては、後述する封筒用印刷用紙の設置方法の表示を
行うか否かを指示する設置方法表示指示情報の設定入力も可能である。印刷条件設定画面
における種々の指示情報の設定入力は、ユーザによって入力装置４０を用いて行われる。
【００３８】
　なお、本実施形態においては、プリンタドライバ１２によって表示される印刷条件設定
画面において設置方法表示指示情報の設定入力を行うようにしたが、これに限らず、たと
えばプリンタシステム１の管理者の種々の設定入力を受け付けて保存する管理者設定部を
印刷装置２０に設け、この管理者設定部よって表示された管理者設定画面において設置方
法表示指示情報の設定入力を行うようにしてもよい。
【００３９】
　そして、プリンタドライバ１２は、画像データ生成部１１から出力された画像データと
、印刷条件設定画面において受け付けられた印刷面指示情報、給紙位置指定情報、封書作
成指示情報および設置方法表示指定情報などに基づいて、印刷装置２０において認識可能
なＰＤＬ（Page Description Language）データからなる印刷ジョブデータを生成して印
刷装置２０に出力するものである。
【００４０】
　印刷装置２０は、印刷ジョブデータ受付部２１と、封書作成ジョブ判別部２２と、設置
方法提示部２３と、印刷処理部２４と、制御部２５とを備えている。
【００４１】
　印刷装置２０にも、中央処理装置（ＣＰＵ）や半導体メモリやハードディスクなどが設
けられており、これらによって印刷ジョブデータ受付部２１、封書作成ジョブ判別部２２
、設置方法提示部２３および制御部２５が構成されている。印刷ジョブデータ受付部２１
、封書作成ジョブ判別部２２および設置方法提示部２３は、本実施形態の用紙設置方法提
示プログラムがハードディスクにインストールされることによって構成されたものであり
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、制御部２５によって本実施形態の用紙設置方法提示プログラムが起動されることによっ
て、上記各部が動作する。
【００４２】
　具体的には、印刷ジョブデータ受付部２１は、コンピュータ１０のプリンタドライバ１
２から出力された印刷ジョブデータを受け付けるものである。
【００４３】
　また、封書作成ジョブ判別部２２は、印刷ジョブデータ受付部２１によって受け付けら
れた印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれているか否かを判別するものである。
【００４４】
　設置方法提示部２３は、封書作成ジョブ判別部２２において印刷ジョブデータに封書作
成指示が含まれていると判別された場合に、その印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指
定情報および印刷面指示情報に基づいて、その給紙位置指定情報によって指定された給紙
位置における封筒用印刷用紙の設置方法を、後述するタッチパネル２３ａに表示するもの
である。なお、封筒用印刷用紙の設置方法の表示内容については、後で詳述する。
【００４５】
　印刷処理部２４は、コンピュータ１０のプリンタドライバ１２から出力された印刷ジョ
ブデータに基づいて、封筒用印刷用紙と封入物用印刷用紙とに印刷処理を施すものである
。印刷処理部２４としては、たとえば、孔版印刷処理やインクジェットプリント処理やレ
ーザープリント処理などを行うものを用いることができる。
【００４６】
　制御部２５は、印刷装置２０全体の動作の制御を行うものである。
【００４７】
　図２は、印刷装置２０の外観構成を示す図である。印刷装置２０は、図３に示すように
、封筒用印刷用紙と封入物用印刷とが設置される３つの給紙トレイ１～給紙トレイ３を備
えるとともに、この給紙トレイ１～給紙トレイ３よりも大きいサイズの印刷用紙が設置可
能なストレート給紙台２６を備えている。
【００４８】
　また、印刷装置２０には、タッチパネル２３ａが設けられており、このタッチパネル２
３ａにおいて、上述した設置方法提示部２３によって封筒用印刷用紙の設置方法が表示さ
れる。また、このタッチパネル２３ａは、ユーザによる所定の指示入力も受け付け可能な
ものである。
【００４９】
　封書作成装置３０は、印刷装置２０から排出された印刷済みの封筒用印刷用紙を用いて
封筒を作成するとともに、その封筒内に印刷済みの封入物用印刷用紙を３つ折りや４つ折
りなどして封入することによって封書を作成するものである。具体的には、本実施形態の
封書作成装置３０は、たとえば図３に示すような「のり面」が設けられた封筒用印刷用紙
を受け入れ、これを３つ折りして「のり面」で接着することによって封筒を作成するもの
である。そして、封書作成装置３０は、上述した封筒に対して、図３に示す矢印方向から
封入物を挿入することによって封書を作成するものである。なお、封書作成装置３０にお
いて封書を作成する方法としては、上記のように封筒用印刷用紙を封筒の形状にした後に
、３つ折り等に折られた封入物印刷用紙を封入する方法だけでなく、３つ折り等に折られ
た封入物用印刷用紙を、封筒用印刷用紙で外側からくるんだ後に「のり面」で接着するよ
うにしてもよい。
【００５０】
　次に、本実施形態のプリンタシステム１の作用について、図４に示すフローチャートを
参照しながら説明する。なお、本実施形態のプリンタシステム１は、封筒用印刷用紙の設
置方法の表示に特徴を有するものであるため、以下、その点を中心に説明する。
【００５１】
　まず、ユーザによって画像データ生成部１１が起動され、封筒用印刷用紙に印刷される
画像データと封入物用印刷用紙に印刷される画像データとが編集される。そして、ユーザ
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によって印刷指示が入力されると、プリンタドライバ１２が起動し、上述した印刷条件設
定画面がモニタ５０に表示され、この印刷条件設定画面において、印刷面指示情報、給紙
位置指示情報、封書作成指示情報および設置方法表示指定情報などがユーザによって設定
入力される。
【００５２】
　そして、印刷条件設定画面上において設定入力が終了すると、プリンタドライバ１２は
、画像データ生成部１１において生成された画像データと、印刷条件設定画面において設
定入力された種々の指示情報とに基づいて、印刷ジョブデータを生成して印刷装置２０に
出力する。
【００５３】
　コンピュータ１０のプリンタドライバ１２から出力された印刷ジョブデータは印刷ジョ
ブデータ受付部２１によって受け付けられ、その受け付けられた印刷ジョブデータは、封
書作成ジョブ判別部２２に入力される（Ｓ１０）。
【００５４】
　そして、封書作成ジョブ判別部２２は、入力された印刷ジョブデータに封書作成指示情
報が含まれているか否かを判別する（Ｓ１２）。
【００５５】
　設置方法提示部２３は、封書作成ジョブ判別部２２において印刷ジョブデータに封書作
成指示が含まれていると判別した場合には、次に、印刷ジョブデータに設置方法表示指示
情報が含まれているか否かを判別する（Ｓ１４）。そして、設置方法提示部２３は、印刷
ジョブデータに設置方法表示指示情報が含まれていた場合には（Ｓ１４，ＹＥＳ）、印刷
ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報および印刷面指示情報に基づいて、タッチパネ
ル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙の設置方
法が誤っていないかを確認させる（Ｓ１６）。すなわち、上述したように、封筒用印刷用
紙の設置方法は、給紙トレイ１～給紙トレイ３に設置した場合とストレート給紙台２６に
設置した場合とで異なるものであり、また、片面印刷を行う場合と両面印刷を行う場合と
でも異なるものであるため、ユーザが封筒用印刷用紙を誤った設置方法で設置しないよう
に、予めタッチパネル２３ａに封筒用印刷用紙の設置方法を表示して確認を促すようにす
る。
【００５６】
　具体的には、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が
ストレート給紙台を指定する情報であり、印刷面指示情報が片面印刷を指示する情報であ
る場合には、図５（ａ）に示すような封筒用印刷用紙の設置方法を確認画面内に表示する
。また、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報がストレート給紙台を指定する情
報であり、印刷面指示情報が両面印刷を指示する情報である場合には、図５（ｂ）に示す
ような封筒用印刷用紙の設置方法を確認画面内に表示する。
【００５７】
　また、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が給紙ト
レイ１～給紙トレイ３のいずれかを指定する情報であり、印刷面指示情報が片面印刷を指
示する情報である場合には、図６（ａ）に示すような封筒用印刷用紙の設置方法を確認画
面内に表示し、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が給紙トレイ１～給紙トレ
イ３のいずれかを指定する情報であり、印刷面指示情報が両面印刷を指示する情報である
場合には、図６（ｂ）に示すような封筒用印刷用紙の設置方法を確認画面内に表示する。
【００５８】
　また、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が自動給
紙位置選択情報であり、印刷面指示情報が片面印刷を指示する情報である場合には、図７
（ａ）に示すように、ストレート給紙台２６における片面印刷の場合の設置方法と給紙ト
レイ１～給紙トレイ３における片面印刷の場合の設置方法との両方、すなわち全ての給紙
位置における片面印刷の場合の設置方法を確認画面内に表示する。また、印刷ジョブデー
タに含まれる給紙位置指定情報が自動給紙位置選択情報であり、印刷面指示情報が両面印
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刷を指示する情報である場合には、図７（ｂ）に示すように、ストレート給紙台２６にお
ける両面印刷の場合の設置方法と給紙トレイ１～給紙トレイ３における両面印刷の場合の
設置方法との両方、すなわち全ての給紙位置における両面印刷の場合の設置方法を確認画
面内に表示する。
【００５９】
　そして、上述したようにしてタッチパネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法が
確認画面内に表示されると、ユーザのよって封筒用印刷用紙が正しく設置されているか否
かが確認され、正しく設置されているとユーザが判断した場合には、ユーザによって確認
画面における「実行」ボタンが押されることによって印刷開始指示が入力される（Ｓ１８
）。
【００６０】
　ユーザによって印刷開始指示が入力されると、印刷装置２０において、指定された給紙
位置から封筒用印刷用紙および封入物用印刷用紙の給紙が開始され（Ｓ２０）、印刷処理
部２４において印刷処理が開始される（Ｓ２２）。
【００６１】
　そして、印刷装置２０において印刷処理の施された封筒用印刷用紙と封入物用印刷用紙
とが封書作成装置３０に順次排出され、封書作成装置３０は、受け入れた封筒用印刷用紙
を用いて封筒を作成するとともに、その封筒内に封入物用印刷用紙を３つ折りや４つ折り
などして封入して封書を作成する。
【００６２】
　なお、印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれていない場合には（Ｓ１２，ＮＯ
）、上述したような封筒用印刷用紙の設置方法の表示は行われることなく、印刷ジョブデ
ータの内容に応じた給紙処理および印刷処理が行われる。また、印刷ジョブデータに設置
方法表示指示情報が含まれていない場合には（Ｓ１４，ＮＯ）、上述したような封筒用印
刷用紙の設置方法の表示は行われることなく、上述した給紙処理、印刷処理および封書作
成処理が行われる。
【００６３】
　上記第１の実施形態のプリンタシステム１によれば、印刷ジョブデータに封書作成指示
情報が含まれるか否かを判別し、印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれていると
判別された場合には、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報および印刷面指示情
報に基づいて、給紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を提示するようにしたので
、封書作成になれていないユーザであっても給紙トレイなどの給紙位置に適切に封筒用印
刷用紙を設置することができる。
【００６４】
　また、封筒用印刷用紙の設置方法の提示を行うか否かの選択を設置方法表示指示情報と
して受け付け、設置方法表示指示情報が設定されていない場合には、封筒用印刷用紙の設
置方法の提示を行わないようにしたので、封書作成に慣れたユーザにとって無駄に封筒用
印刷用紙の設置方法を提示して作業を中断することを回避することができ、生産性の向上
を図ることができる。
【００６５】
　なお、上記第１の実施形態のプリンタシステム１においては、印刷ジョブデータに含ま
れる給紙位置指定情報と印刷面指示情報との両方に基づいて、タッチパネル２３ａにおい
て封筒用印刷用紙の設置方法を表示するようにしたが、これに限らず、たとえば印刷装置
２０が、封筒用印刷用紙の設置方法が同じである給紙トレイ１～給紙トレイ３のみを備え
、給紙トレイ１～給紙トレイ３と封筒用印刷用紙の設置方法が異なる給紙位置を備えてい
ない場合には、印刷面指示情報のみに基づいて封筒用印刷用紙の設置方法を表示するよう
にしてもよい。また、逆に、たとえば印刷装置２０が、片面印刷のみを行うものであり、
両面印刷を行わないものである場合には、給紙位置指定情報のみに基づいて封筒用印刷用
紙の設置方法を表示するようにしてもよい。
【００６６】
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　ここで、上記実施形態の説明では、印刷処理の開始前において封筒用印刷用紙の設置方
法を表示する場合について説明したが、たとえば印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指
定情報が自動給紙位置選択情報である場合（「オート」ともいう）には、印刷処理の開始
後において、使用中の給紙位置に設置された封筒用印刷用紙が無くなって自動的に給紙位
置が切り替わる場合がある。このような場合、切り替え先の給紙位置に封筒用印刷用紙が
正しく設置されているとは限らないため、やはり封筒用印刷用紙の設置方法を表示した方
が好ましい。
【００６７】
　そこで、上記実施形態のプリンタシステム１においては、上述したように封筒用印刷用
紙が無くなった場合にも封筒用印刷用紙の設置方法を表示する。その場合の作用について
、図８に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００６８】
　まず、印刷処理の開始後に、使用中の給紙位置に設置された封筒用印刷用紙が無くなっ
た場合には、その検出信号が設置方法提示部２３によって取得される（Ｓ３０，ＹＥＳ）
。なお、本実施形態のプリンタシステム１は、各給紙位置における用紙無しを検出する検
出部を備えているが、その詳細については公知であるので説明を省略する。
【００６９】
　そして、設置方法提示部２３は、用紙無し検出信号が入力されると、印刷ジョブデータ
に含まれる給紙位置指定情報が自動給紙位置選択情報であるか否かを判別する（Ｓ３２）
。
【００７０】
　設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が自動給紙位置
選択情報（「オート」）であると判別した場合には（Ｓ３２，ＹＥＳ）、次に、印刷ジョ
ブデータに設置方法表示指示情報が含まれているか否かを判別する（Ｓ３４）。そして、
設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに設置方法表示指示情報が含まれていた場合に
は（Ｓ３４，ＹＥＳ）、切り替え後の給紙位置情報を取得し、その取得した給紙位置情報
と印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報とに基づいて、タッチパネル２３ａにおい
て封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙の設置方法が誤っていな
いかを確認させる（Ｓ３６）。具体的には、切り替え後の給紙位置情報と印刷面指示情報
とに応じて、図５（ａ）、図５（ｂ）、図６（ａ）および図６（ｂ）のいずれかの確認画
面がタッチパネル２３ａに表示される。
【００７１】
　そして、上述したようにしてタッチパネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法が
表示されると、ユーザのよって封筒用印刷用紙が、切り替え後の給紙位置に正しく設置さ
れているか否かが確認され、正しく設置されているとユーザが判断した場合には、ユーザ
によって確認画面における「実行」ボタンが押されることによって印刷処理が再開される
（Ｓ４０）。
【００７２】
　なお、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が自動給紙位置選択情報（「オー
ト」）ではないと判別された場合には（Ｓ３２，ＮＯ）、上述したような封筒用印刷用紙
の設置方法の表示は行われることなく、ユーザによって現在使用中の給紙位置に封筒用印
刷用紙が補充され（Ｓ４２）、その後、印刷処理が再開される（Ｓ４０）。また、印刷ジ
ョブデータに設置方法表示指示情報が含まれていない場合には（Ｓ３４，ＮＯ）、上述し
たような封筒用印刷用紙の設置方法の表示は行われることなく、現在使用中の給紙位置か
ら別の給紙位置に切り替えられた後、印刷処理が再開される（Ｓ４０）。
【００７３】
　上述したように印刷処理の開始後であって、使用中の給紙位置に設置された封筒用の印
刷用紙が無くなって給紙位置を自動的に切り替える場合においても、その切り替え先の給
紙位置における封筒用の印刷用紙の設置方法を提示するようにした場合には、給紙位置が
自動的に切り替わる際にも、その切り替え先の給紙位置に封筒用印刷用紙を適切に設置す
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ることができる。
【００７４】
　なお、上記第１の実施形態においては、印刷処理の開始前に封筒用印刷用紙の設置方法
の表示を行うか否かを指示する設置方法表示指示情報と、印刷処理の開始後であって、使
用中の給紙位置の封筒用印刷用紙が用紙無しになった場合に封筒用印刷用紙の設置方法の
表示を行うか否かを指示する設置方法表示指示情報とを同じものとしたが、別個に設定入
力可能としてもよい。
【００７５】
　また、上記第１の実施形態のプリンタシステム１においては、１つの印刷ジョブデータ
内に片面印刷の印刷面指示情報と両面印刷の印刷面指示情報との両方を混在させるように
してもよい。すなわち、印刷ジョブデータに含まれる複数の封書の通毎にそれぞれ異なる
印刷面指示情報を設定するようにしてもよい。
【００７６】
　このように１つの印刷ジョブデータ内に片面印刷と両面印刷の両方の印刷面指示情報が
混在する場合であって、印刷ジョブデータに含まれる通毎の給紙位置指定情報が自動給紙
位置選択情報の場合には、設置方法提示部２３は、全ての給紙位置について、片面印刷の
場合の封筒用印刷用紙の設置方法と両面印刷の場合の封筒用印刷用紙の設置方法との両方
を表示する。すなわち、図７（ａ）に示される設置方法と図７（ｂ）に示される設置方法
との両方を表示する。
【００７７】
　一方、印刷ジョブデータに含まれる通毎の給紙位置指定情報が、給紙トレイ１～給紙ト
レイ３および給紙台２６のいずれかを指定する情報の場合には、設置方法提示部２３は、
その通毎の給紙位置指定情報と印刷面指示情報に応じた封筒用印刷用紙の設置方法を表示
する。
【００７８】
　上述したように１つの印刷ジョブデータ内に片面印刷の印刷面指示情報と両面印刷の印
刷面指示情報との両方が混在する場合でも、これらに応じた封筒用印刷用紙の設置方法を
表示することによって、ユーザが封筒用印刷用紙の設置方法を間違えるのを確実に防止す
ることができる。
【００７９】
　次に、本発明の用紙設置方法提示装置およびプログラムの第２の実施形態を用いたプリ
ンタシステムについて説明する。第１の実施形態のプリンタシステム１においては、ユー
ザが封筒用印刷用紙の設置方法を知っているか否かとは無関係に、印刷処理の開始前や、
使用中の給紙位置に封筒用印刷用紙がなくなった場合に、封筒用印刷用紙の設置方法を表
示するようにしたが、第２の実施形態のプリンタシステム２は、ユーザが封筒用印刷用紙
の設置方法を知っており、正しく給紙位置に封筒用印刷用紙が設置されている場合には、
封筒用印刷用紙の設置方法の表示は行わずに、自動的にその給紙位置を選択して封筒用印
刷用紙の給紙を行うように構成されたものである。
【００８０】
　一方、第２の実施形態のプリンタシステム２は、ユーザが封筒用印刷用紙の設置方法を
知らなかったり、所定の給紙位置に間違えた設置方法で封筒用印刷用紙を設置したり、も
しくはユーザが封筒用印刷用紙を所定の給紙位置に設置した後に、他のユーザがその給紙
位置における封筒用印刷用紙の設置方法を変更してしまった場合などには、上記第１の実
施形態と同様に、封筒用印刷用紙の設置方法を表示するよう構成されたものである。
【００８１】
　具体的には、第２の実施形態のプリンタシステム２は、図９に示すように、第１の実施
形態のプリンタシステム１の印刷装置２０に対して、さらに給紙位置情報設定部２７を備
えている。
【００８２】
　そして、給紙位置情報設定部２７は、図１０（ａ）に示すような給紙位置情報設定画面
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をタッチパネル２３ａに表示させ、給紙トレイ１～給紙トレイ３およびストレート給紙台
２６の各給紙位置について、その各給紙位置に設置された印刷用紙の「用紙サイズ」、「
用紙種類」および「両面設定」の設定を受け付けるものである。
【００８３】
　ここで、上記「両面設定」とは、給紙位置に設置された印刷用紙が、片面印刷に適した
設置方法で設置されているか、両面印刷に適した設置方法で設置されているかの設定を行
う項目である。そして、ユーザが片面印刷に適した設置方法や両面印刷に適した設置方法
を知っている場合には、この項目には「片面」もしくは「両面」が設定され、ユーザが片
面印刷に適した設置方法や両面印刷に適した設置方法を知らない場合には、「指定しない
」が設定される。なお、封筒用印刷用紙ではない普通の両面印刷対応のＡ４用紙など、特
にその用紙に適した設置方法を設定する必要がない用紙の場合も「指定しない」に設定さ
れる。
【００８４】
　給紙位置情報設定部２７は、たとえば図１０（ａ）に示す「給紙トレイ１」の「両面設
定」の項目が選択された場合には、図１０（ｂ）に示すような「両面設定」の設定画面を
表示させ、「指定しない」、「片面」および「両面」のいずれかのユーザによる選択を受
け付けるものである。なお、各給紙位置のその他の項目についても、「両面設定」と同様
にして設定画面が表示され、その設定画面上においてユーザによって設定が行われる。
【００８５】
　次に、上述したようにして給紙位置情報設定部２７において設定された各給紙位置情報
を用いた第２の実施形態のプリンタシステム２の作用について、図１１に示すフローチャ
ートを参照しながら説明する。
【００８６】
　まず、給紙トレイ１～給紙トレイ３およびストレート給紙台２６のうちの２つの給紙位
置に封筒用印刷用紙と封入物用印刷用紙とがそれぞれ設置される。そして、印刷装置２０
のタッチパネル２３ａに表示された給紙位置情報設定画面において、封筒用印刷用紙と封
入物用印刷用紙が設置された給紙位置の情報がユーザによって設定される（Ｓ５０）。
【００８７】
　具体的には、たとえば給紙トレイ１に、封筒Ａのサイズの普通紙の封筒用印刷用紙を、
片面印刷に適した設置方法で設置した場合には、図１０（ａ）の給紙トレイ１の欄のよう
な設定が行われる。また、給紙トレイ２に、封筒Ａのサイズの普通紙の封筒用印刷用紙を
、両面印刷に適した設置方法で設置した場合には、図１０（ａ）の給紙トレイ２の欄のよ
うな設定が行われる。また、給紙トレイ３に、Ａ４サイズのＩＪマット紙の封入物用印刷
用紙を、そのマット面が印刷面となるような設置方法で設置した場合には、図１０（ａ）
の給紙トレイ３の欄のような設定が行われる。
【００８８】
　次に、上記第１の実施形態と同様に、ユーザによって印刷指示が入力されると、コンピ
ュータ１０の画像データ生成部１１において生成された画像データがプリンタドライバ１
２に入力され、プリンタドライバ１２によって印刷条件設定画面がモニタ５０に表示され
る。
【００８９】
　そして、この印刷条件設定画面において、上記第１の実施形態と同様に、印刷面指示情
報、給紙位置指示情報および封書作成指示情報などがユーザによって設定入力されるが、
このとき「Ａ４」や「封筒Ａ」などの用紙サイズの情報や、「普通紙」や「ＩＪマット用
紙」などの用紙種類の情報も設定入力される。なお、印刷面指示情報、給紙位置指示情報
、用紙サイズ情報および用紙種類情報は、封筒用印刷用紙と封入物用印刷用紙とのそれぞ
れについて設定されるものとする。
【００９０】
　そして、印刷条件設定画面上において設定入力が終了すると、プリンタドライバ１２は
、画像データ生成部１１において生成された画像データと、印刷条件設定画面において設



(14) JP 6053104 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

定入力された種々の情報とに基づいて、印刷ジョブデータを生成して印刷装置２０に出力
する。
【００９１】
　コンピュータ１０のプリンタドライバ１２から出力された印刷ジョブデータは印刷ジョ
ブデータ受付部２１によって受け付けられ、その受け付けられた印刷ジョブデータは、封
書作成ジョブ判別部２２に入力される（Ｓ５２）。
【００９２】
　そして、封書作成ジョブ判別部２２は、入力された印刷ジョブデータに封書作成指示情
報が含まれているか否かを判別する（Ｓ５４）。
【００９３】
　設置方法提示部２３は、封書作成ジョブ判別部２２において印刷ジョブデータに封書作
成指示が含まれていると判別した場合には、次に、印刷ジョブデータに含まれている封筒
用印刷用紙の給紙位置指定情報が、自動給紙位置選択情報（「オート」）であるか否かを
判別する（Ｓ５６）。
【００９４】
　次に、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれている封筒用印刷用紙の給紙
位置情報が自動給紙位置選択情報である場合には（Ｓ５６，ＹＥＳ）、印刷ジョブデータ
に含まれる封筒用印刷用紙の用紙サイズの情報、用紙種類の情報、および片面印刷か両面
印刷であるかを示す印刷面指示情報を確認するとともに、給紙位置情報設定部２７に設定
されている各給紙位置（給紙トレイ１～給紙トレイ３およびストレート給紙台２６）の設
定情報を確認し、印刷ジョブデータに含まれている封筒用印刷用紙の情報と一致する設定
情報の給紙位置が存在するか否かを判定する（Ｓ５８）。
【００９５】
　具体的には、たとえば印刷ジョブデータに含まれている用紙サイズの情報が「封筒Ａ」
であり、用紙種類の情報が「普通紙」であり、印刷面指示情報が「両面」である場合には
、これらの情報が設定されている給紙位置が存在するか否かを判定する。すなわち、これ
から印刷しようとしている封筒用印刷用紙が、正しく設置されている給紙位置が存在する
か否かを判定する。なお、本実施形態においては、印刷ジョブデータに含まれている用紙
サイズの情報、用紙種類の情報および印刷面指示情報と一致する設定情報の給紙位置が存
在するか否かを判定するようにしたが、用紙の種類情報については特に考慮せず、印刷ジ
ョブデータに含まれる用紙サイズの情報および印刷面指示情報と一致する設定情報の給紙
位置が存在するか否かを判定するようにしてもよい。
【００９６】
　そして、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の情報と
一致する設定情報の給紙位置が存在しない場合には（Ｓ５８，ＹＥＳ）、すなわち、たと
えばユーザが一旦「封筒Ａ」を設定して封筒用印刷用紙を設置したにも関わらず、その後
、他のユーザによって他の用紙サイズに変更されることによって「封筒Ａ」が設定された
給紙位置が存在しない場合や、「封筒Ａ」が設定された給紙位置が存在するが、その給紙
位置にユーザが両面印刷と片面印刷とを間違えて封筒用印刷用紙を設置し、その給紙位置
の「両面設定」の情報をユーザが間違えて設定してしまったことによって、その給紙位置
の設定情報と印刷ジョブデータに含まれる片面印刷の情報または両面印刷の情報とが一致
しない場合には、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報に基づいて、タッチパネル
２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙を正しく設
置するように促す（Ｓ６０）。このとき給紙位置情報が自動給紙位置選択情報であるので
、図７（ａ）または図７（ｂ）に示すような設置方法が表示される。
【００９７】
　なお、給紙位置に設定された「両面設定」の情報と、印刷ジョブデータに含まれる片面
印刷の情報または両面印刷の情報とが一致しない場合としては、給紙位置の「両面設定」
の項目が「指定しない」に設定されている場合も含まれる。すなわち、ユーザが封筒用印
刷用紙の設置方法を知らないために、「両面設定」の項目を「指定しない」に設定した場
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合も含まれる。
【００９８】
　そして、上述したようにしてタッチパネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法が
表示されると、ユーザは、表示された封筒用印刷用紙の設置方法に基づいて、所定の給紙
位置に封筒用印刷用紙を正しく設置するとともに、その給紙位置の設定情報を印刷ジョブ
データに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致するように変更する（Ｓ６２）。
【００９９】
　次いで、ユーザによって確認画面における「実行」ボタンが押されることによって印刷
開始指示が入力される（Ｓ６４）。
【０１００】
　ユーザによって印刷開始指示が入力されると、設置方法提示部２３が、再び印刷ジョブ
データに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙位置を検索し、その検
索した給紙位置の情報、すなわちユーザによって封筒用印刷用紙が正しく設置された給紙
位置の情報を取得し、その取得した給紙位置の情報を制御部２５に出力する。
【０１０１】
　そして、制御部２５は、入力された給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御すること
によって封筒用印刷用紙の給紙を開始し（Ｓ６６）、印刷処理部２４における封筒用印刷
用紙への印刷処理を開始する（Ｓ６８）。
【０１０２】
　一方、Ｓ５８において、設置方法提示部２３が、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印
刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙位置が存在すると判定した場合には（Ｓ５８，Ｎ
Ｏ）、その給紙位置の情報が制御部２５に出力される。そして、制御部２５は、入力され
た給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御することによって封筒用印刷用紙の給紙を開
始し（Ｓ６６）、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する（Ｓ６
８）。
【０１０３】
　このように印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給
紙位置が存在する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提示することなく、その給紙
位置から自動的に給紙を行うようにすることによって、封筒用の印刷用紙の設置方法を知
っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作業を一時中断することを回避する
ことができ、生産性の向上を図ることができる。
【０１０４】
　なお、上記説明では、封筒用印刷用紙の設置方法の表示および給紙位置の自動選択につ
いて説明したが、封入物用印刷用紙についても同類の処理を行うようにしてもよい。すな
わち、印刷ジョブデータに含まれる封入物用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙位
置が存在する場合には、その給紙位置の情報に基づいて制御部２５が封入物用印刷用紙の
給紙を行い、印刷ジョブデータに含まれる封入物用印刷用紙の情報と一致する設定情報の
給紙位置が存在しない場合には、封入物用印刷用紙が正しく設定されていないことをエラ
ーメッセージなどで表示するようにしてもよい。
【０１０５】
　そして、ユーザが、エラーメッセージに基づいて、所定の給紙位置に封入物用印刷用紙
を正しく設置するとともに、その給紙位置の設定情報を印刷ジョブデータに含まれる封入
物用印刷用紙の情報と一致するように変更し、制御部２５が、その変更後の給紙位置の情
報に基づいて給紙機構を制御することによって封入物用印刷用紙の給紙を開始するととも
に、印刷処理部２４における封入物用印刷用紙への印刷処理を開始するようにしてもよい
。
【０１０６】
　次に、Ｓ５６において、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の給紙位置指定情
報が、自動給紙位置選択情報（「オート」）でない場合、すなわち給紙トレイ１～給紙ト
レイ３およびストレート給紙台２６のいずれか１つを指定する情報である場合について説
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明する。
【０１０７】
　印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の給紙位置指定情報が、給紙トレイ１～給
紙トレイ３およびストレート給紙台２６のいずれか１つを指定する情報である場合には（
Ｓ５６，ＮＯ）、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の
用紙サイズの情報、用紙種類の情報、および片面印刷か両面印刷であるかを示す印刷面指
示情報を確認するとともに、給紙位置情報設定部２７に設定されている指定された給紙位
置の設定情報を確認し、その指定された給紙位置の設定情報と印刷ジョブデータに含まれ
る封筒用印刷用紙の情報とが一致するか否かを判定する（Ｓ７０）。なお、このとき上述
したように用紙の種類情報については特に考慮せず、印刷ジョブデータに含まれる用紙サ
イズの情報および印刷面指示情報と、指定された給紙位置の設定情報とが一致するか否か
を判定するようにしてもよい。
【０１０８】
　そして、設置方法提示部２３は、指定された給紙位置の設定情報と印刷ジョブデータに
含まれる封筒用印刷用紙の情報とが一致しない場合には（Ｓ７０，ＹＥＳ）、すなわち、
たとえば指定された給紙位置の用紙サイズの情報が、「Ａ３」や「Ａ４」などといった封
筒の用紙サイズの情報でない場合や、封筒の用紙サイズが設定されているが、その封筒の
用紙サイズが異なるサイズである場合や、指定された給紙位置の「両面設定」の情報が、
印刷ジョブデータに含まれる片面印刷の情報または両面印刷の情報とは一致しない場合に
は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報と印刷面指示情報に基づいて、タッチ
パネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙を正
しく設置するように促す（Ｓ６０）。なお、このとき図５（ａ）、図５（ｂ）、図６（ａ
）および図６（ｂ）のうちのいずれかの設置方法が表示される。
【０１０９】
　そして、タッチパネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法が表示されると、ユー
ザは、表示された封筒用印刷用紙の設置方法に基づいて、指定された給紙位置に封筒用印
刷用紙を正しく設置するとともに、その指定された給紙位置の設定情報を印刷ジョブデー
タに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致するように変更する（Ｓ６２）。
【０１１０】
　次いで、ユーザによって確認画面における「実行」ボタンが押されることによって印刷
開始指示が入力される（Ｓ６４）。
【０１１１】
　ユーザによって印刷開始指示が入力されると、設置方法提示部２３から制御部２５に指
定された給紙位置の情報が出力され、制御部２５は、入力された給紙位置の情報に基づい
て給紙機構を制御することによって封筒用印刷用紙の給紙を開始し（Ｓ６６）、印刷処理
部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する（Ｓ６８）。
【０１１２】
　なお、上記説明では、指定された給紙位置の設定情報を、ユーザが手動によって変更す
るようにしたが、これに限らず、印刷開始指示が入力された時点などをトリガとして、設
置方法提示部２３が、指定された給紙位置の設定情報を印刷ジョブデータに含まれる情報
に自動的に変更するようにしてもよい。これにより給紙位置の設定情報とその給紙位置に
実際に設置された封筒用印刷用紙の情報とを自動的に一致させることができる。
【０１１３】
　一方、Ｓ７０において、指定された給紙位置の設定情報と印刷ジョブデータに含まれる
封筒用印刷用紙の情報とが一致すると判定された場合には（Ｓ７０，ＮＯ）その指定され
た給紙位置の情報が制御部２５に出力される。そして、制御部２５は、入力された給紙位
置の情報に基づいて給紙機構を制御することによって封筒用印刷用紙の給紙を開始し（Ｓ
６６）、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する（Ｓ６８）。
【０１１４】
　このように印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の情報と指定された給紙位置の
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設定情報とが一致する場合には、封筒用の印刷用紙の設置方法を提示することなく、その
給紙位置から自動的に給紙を行うようにすることによって、封筒用の印刷用紙の設置方法
を知っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作業を一時中断することを回避
することができ、生産性の向上を図ることができる。
【０１１５】
　なお、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が給紙トレイ１～給紙トレイ３お
よびストレート給紙台２６のいずれか１つを指定する情報である場合においても、封入物
用印刷用紙について同様の処理を行うようにしてもよい。すなわち、印刷ジョブデータに
含まれる封入物用印刷用紙の情報と指定された給紙位置の設定情報とが一致する場合には
、その指定された給紙位置の情報に基づいて制御部２５が封入物用印刷用紙の給紙を行い
、印刷ジョブデータに含まれる封入物用印刷用紙の情報と指定された給紙位置の設定情報
とが一致しない場合には、封入物用印刷用紙が正しく設定されていないことをエラーメッ
セージなどで表示するようにしてもよい。
【０１１６】
　そして、ユーザが、エラーメッセージに基づいて、指定された給紙位置に封入物用印刷
用紙を正しく設置し、制御部２５が、指定された給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制
御することによって封入物用印刷用紙の給紙を開始するとともに、印刷処理部２４におけ
る封入物用印刷用紙への印刷処理を開始するようにしてもよい。
【０１１７】
　なお、印刷ジョブデータに封書作成指示情報が含まれていない場合には（Ｓ５４，ＮＯ
）、上述したような封筒用印刷用紙の設置方法の表示は行われることなく、印刷ジョブデ
ータの内容に応じた給紙処理および印刷処理が行われる。
【０１１８】
　また、上記第２の実施形態のプリンタシステム２の説明においては、印刷処理の開始前
における封筒用印刷用紙の設置方法の表示について説明したが、第１の実施形態のプリン
タシステム１と同様に、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の給紙位置情報が自
動給紙位置選択情報である場合において、使用中の給紙位置に設置された封筒用印刷用紙
が無くなって自動的に給紙位置が切り替わる際にも、上記説明と同様の処理を行うように
してもよい。
【０１１９】
　すなわち、使用中の給紙位置に設置された封筒用印刷用紙がなくなった際には、再び、
印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙位置が存在
するか否かを判定する。
【０１２０】
　そして、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙
位置が存在しない場合には、印刷ジョブデータに含まれる印刷面指示情報に基づいて、タ
ッチパネル２３ａにおいて封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙
を正しく設置するように促す。
【０１２１】
　そして、ユーザによって封筒用印刷用紙が正しく設置され、その設置された給紙位置の
設定情報が変更された後、印刷開始指示が入力された際には、設置方法提示部２３が、そ
の封筒用印刷用紙が正しく設置された給紙位置の情報を取得し、その取得した給紙位置の
情報を制御部２５に出力する。
【０１２２】
　そして、制御部２５は、入力された給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御すること
によって封筒用印刷用紙の給紙を開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印
刷処理を開始する。
【０１２３】
　一方、使用中の給紙位置に設置された封筒用印刷用紙がなくなった際、印刷ジョブデー
タに含まれる封筒用印刷用紙の情報と一致する設定情報の給紙位置がその他に存在した場
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合には、その給紙位置の情報が制御部２５に出力される。そして、制御部２５は、入力さ
れた給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御することによって封筒用印刷用紙の給紙を
開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する。
【０１２４】
　また、上記第２の実施形態のプリンタシステム２においても、上記第１の実施形態と同
様に、１つの印刷ジョブデータ内において、片面印刷の印刷面指示情報と両面印刷の印刷
面指示情報との両方を混在させるようにしてもよい。すなわち、印刷ジョブデータに含ま
れる複数の封書の通ごとにそれぞれ異なる印刷面指示情報を設定するようにしてもよい。
【０１２５】
　このように１つの印刷ジョブデータ内に片面印刷と両面印刷の両方の印刷面指示情報が
混在する場合であって、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が自動給紙位置選
択情報の場合には、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる封筒用印刷用紙
の情報と一致する設定情報の給紙位置が存在するか否かを判定するが、このとき、印刷ジ
ョブデータに含まれる印刷面指示情報については、片面印刷に設定された給紙位置が存在
するか否かを判定するとともに、両面印刷に設定された給紙位置が存在するか否かを判定
する。
【０１２６】
　そして、片面印刷に設定された給紙位置と両面印刷に設定された給紙位置との両方が存
在しない場合には、設置方法提示部２３は、全ての給紙位置について、片面印刷の場合の
封筒用印刷用紙の設置方法と両面印刷の場合の封筒用印刷用紙の設置方法との両方を表示
し、ユーザに封筒用印刷用紙を正しく設置するように促す。すなわち、図７（ａ）に示さ
れる設置方法と図７（ｂ）に示される設置方法との両方が表示される。
【０１２７】
　また、片面印刷に設定された給紙位置と両面印刷に設定された給紙位置のいずれか一方
が存在しない場合には、設置方法提示部２３は、全ての給紙位置について、その存在しな
い方の印刷面の場合の封筒用印刷用紙の設置方法を表示し、ユーザに封筒用印刷用紙を正
しく設置するように促す。すなわち、図７（ａ）または図７（ｂ）に示されるような設置
方法が表示される。
【０１２８】
　そして、ユーザによって封筒用印刷用紙が正しく設置され、その設置された給紙位置の
設定情報が変更された後、印刷開始指示が入力された際には、設置方法提示部２３は、封
筒用印刷用紙が正しく設置された給紙位置の情報を取得し、その取得した給紙位置の情報
を制御部２５に出力する。
【０１２９】
　そして、制御部２５は、入力された給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御すること
によって封筒用印刷用紙の給紙を開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印
刷処理を開始する。
【０１３０】
　一方、片面印刷に設定された給紙位置と両面印刷に設定された給紙位置との両方が存在
する場合には、設置方法提示部２３は、その給紙位置の情報を制御部２５に出力する。そ
して、制御部２５は、入力された通毎の給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御するこ
とによって封筒用印刷用紙の給紙を開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への
印刷処理を開始する。このとき１つの印刷ジョブデータの処理の途中で給紙位置が切り替
わることになるが、封筒用印刷用紙の設置方法の提示は行わないので、封筒用の印刷用紙
の設置方法を知っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作業を一時中断する
ことを回避することができ、生産性の向上を図ることができる。
【０１３１】
　また、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデータに含まれる給紙位置指定情報が自動給
紙位置選択情報ではなく、給紙トレイ１～給紙トレイ３および給紙台２６のいずれかを指
定する情報である場合には、すなわち、片面印刷に設定された通と両面印刷に設定された
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通とでそれぞれ給紙位置が指定されている場合には、その指定された給紙位置の印刷面設
定情報が印刷ジョブデータに含まれる通毎の印刷面指示情報と一致しているか否かを判定
する。
【０１３２】
　そして、印刷ジョブデータに含まれる通毎の印刷面指示情報とその通毎に指定された給
紙位置の印刷面設定情報とが一致していない場合には、設置方法提示部２３は、その一致
していない給紙位置について、片面印刷または両面印刷の封筒用印刷用紙の設置方法を表
示し、ユーザに封筒用印刷用紙を正しく設置するように促す。すなわち、図５（ａ）、図
５（ｂ）、図６（ａ）および図６（ｂ）のいずれかの設置方法が表示される。
【０１３３】
　そして、ユーザによって封筒用印刷用紙が正しく設置され、その設置された給紙位置の
設定情報が変更された後、印刷開始指示が入力された際には、設置方法提示部２３から制
御部２５に対して通毎に指定された給紙位置の情報が出力され、制御部２５は、入力され
た通毎の給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御することによって封筒用印刷用紙の給
紙を開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する。
【０１３４】
　一方、印刷ジョブデータに含まれる通毎の印刷面指示情報とその通毎に指定された給紙
位置の印刷面設定情報とが一致している場合には、設置方法提示部２３は、印刷ジョブデ
ータに含まれる通毎の給紙位置の情報を制御部２５に出力する。そして、制御部２５は、
入力された通毎の給紙位置の情報に基づいて給紙機構を制御することによって封筒用印刷
用紙の給紙を開始し、印刷処理部２４における封筒用印刷用紙への印刷処理を開始する。
このときも、上述したとおり１つの印刷ジョブデータの処理の途中で給紙位置が切り替わ
ることになるが、封筒用印刷用紙の設置方法の提示は行わないので、上記と同様に、封筒
用の印刷用紙の設置方法を知っているユーザにとって無駄に設置方法を表示させて作業を
一時中断することを回避することができ、生産性の向上を図ることができる。
【０１３５】
　また、上記実施形態のプリンタシステム１，２おいて、たとえばサイズ（Ａ４やレター
サイズ）や折り方（３つ折りや４つ折り）やのり面の位置などが異なる複数種類の封筒用
印刷用紙を使用する場合には、封筒用印刷用紙の設置方法をユーザに提示する際、その封
筒用印刷用紙の種類に応じて、表示する封筒用印刷用紙の画像を変更するようにしてもよ
い。
【符号の説明】
【０１３６】
１，２ プリンタシステム
１０　 コンピュータ
１１　 画像データ生成部
１２　 プリンタドライバ
２０　 印刷装置
２１　 印刷ジョブデータ受付部
２２　 封書作成ジョブ判別部
２３　 設置方法提示部
２３ａ タッチパネル
２４　 印刷処理部
２５　 制御部
２６　 ストレート給紙台
２７　 給紙位置情報設定部
３０　 封書作成装置
４０　 入力装置
５０　 モニタ
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