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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下段側トレイに収容された被記録媒体と、当該下段側トレイの上部において変位可能に
設けられた上段側トレイに収容された被記録媒体とに択一的に当接する給送部により給送
が行われる上下いずれかのトレイに固有の記録設定画面を、前記上段側トレイの状態を検
出するトレイ検出手段の検出情報に基づき表示させるユーザインタフェース情報管理機能
を備え、
　前記上段側トレイが、前記上段側トレイ及び前記下段側トレイのいずれからも被記録媒
体の給送が不可となる位置にある状態では、上下いずれのトレイをも選択しない非選択表
示とする、
ことを特徴とするプリンタドライバ。
【請求項２】
　被記録媒体に記録を行う記録機構部と、
　被記録媒体を収容する下段側トレイ、および当該下段側トレイの上部に変位可能に設け
られた、被記録媒体を収容する上段側トレイと、
　前記上段側トレイに収容された被記録媒体と、前記下段側トレイに収容された被記録媒
体とに択一的に当接し、当接した被記録媒体を前記記録機構部に向けて給送する給送部と
、
　記録条件を設定するためのユーザインタフェースの表示が可能なユーザインタフェース
表示部と、
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　前記上段側トレイの状態を検出するトレイ検出手段と、
　前記トレイ検出手段の検出情報に基づき、前記給送部により給送される上下いずれかの
トレイに固有の記録設定画面を表示する、前記ユーザインタフェース表示部の表示情報を
管理するユーザインタフェース情報管理手段を備えた制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記上段側トレイが、前記上段側トレイ及び前記下段側トレイのいずれ
からも被記録媒体の給送が不可となる位置にある状態では、上下いずれのトレイをも選択
しない非選択表示とする、
ことを特徴とする記録装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種記録設定を行うためのユーザインタフェースを提供するプリンタドライ
バに関する。また本発明は、ファクシミリやプリンター等に代表される記録装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーから設定の変更を受け付け、変更された設定に従って記録データを生成するプ
リンタドライバがある。このプリンタドライバは、記録装置に接続されたコンピューター
においてアプリケーションプログラムからの印刷指示により、前記記録データを生成する
。また、外部のコンピューターとの間で情報のやりとりを行うことなく、単独で記録画像
の読み込みを行い、また各種記録設定を受け付け、記録データを生成し、そして記録を実
行する所謂スタンドアロン型の記録装置においても、同様なドライバプログラムが実行さ
れる。
【０００３】
　ところで、装置構成として、装置本体に対して着脱可能な用紙カセットは従来から広く
用いられている。また、その中でも特許文献１や特許文献２に示されるように、一つの着
脱自在な用紙カセット（トレイ）において下段と上段に用紙収容部を備えた２段式構造の
ものが知られている。尚、記録装置において用紙を収容する用紙収容部の呼称としては「
カセット」、「トレイ」など種々のものがあるが、本明細書では装置本体に対して着脱可
能な一つのユニット体全体を「カセット」と言い、このカセット内に設けられた複数の用
紙収容部を「トレイ」と言うこととする。
【０００４】
　この様な２段式構造の用紙カセットを備えた記録装置に対するプリンタドライバは、上
下いずれのトレイから用紙の給紙を行うかを選択するトレイ選択項目を、記録条件を設定
するためのユーザインタフェース（ＵＩ）に表示させ、そしてユーザーにより設定された
トレイから用紙の給紙を行う様になっている。そして例えば、指定されたトレイの用紙が
無くなった場合には、その旨のエラー警告を行う様になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２７３５６５号公報
【特許文献２】特開２００７－９１４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の様な２段式構造の用紙カセットを備えた従来の記録装置については、プリンタド
ライバは、上下いずれのトレイから用紙の給紙を行うかを選択するトレイ選択項目につい
て、上段トレイの位置に関係なく上下いずれかのトレイに設定していたことから、ユーザ
ーがその都度利用したいトレイを選択する必要があり、優れたユーザビリティを提供して
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いたとは必ずしも言えなかった。
【０００７】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑み成されたものであり、その目的は、下段側トレイと
上段側トレイとを備えた複数段式の被記録媒体カセットを備えた記録装置について、特に
ユーザインタフェース面においてユーザビリティのより一層の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する為に、本発明の第１の態様に係るプリンタドライバは、記録条件を
設定するためのユーザインタフェースの表示に関するユーザインタフェース情報を管理す
るユーザインタフェース情報管理機能を備え、前記ユーザインタフェース情報管理機能が
、記録装置に設けられた、被記録媒体を収容する下段側トレイ、および当該下段側トレイ
の上部において給送可能位置と退避領域との間を変位可能に設けられた、被記録媒体を収
容する上段側トレイを備えて構成された被記録媒体カセットのうち、上下いずれのトレイ
から被記録媒体を給送するかを選択するトレイ選択項目の表示を、前記上段側トレイの状
態を検出するトレイ検出手段の検出情報に基づき、使用可能な上下いずれかのトレイに設
定することを特徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、プリンタドライバが備えるユーザインタフェース情報（以下、適宜「
ＵＩ情報」と略称する場合がある）管理機能は、被記録媒体カセットのうち上下いずれの
トレイから被記録媒体を給送するかを選択するトレイ選択項目の表示を、前記上段側トレ
イの状態を検出するトレイ検出手段の検出情報に基づき、使用可能な上下いずれかのトレ
イに設定するので、ユーザーが使用を予定するトレイをその都度設定する必要がなく、ユ
ーザビリティのより一層の向上を図ることができる。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記トレイ検出手段の検出情報に基づき
、前記上段側トレイが前記給送可能位置と前記退避領域との間の領域であって前記給送可
能位置寄りに位置する場合には、前記トレイ選択項目の表示を前記上段側トレイに設定し
、且つ前記上段側トレイから被記録媒体を給送する為の、予め定められた第１の処理を行
い、前記上段側トレイが前記給送可能位置と前記退避領域との間の領域であって前記退避
領域寄りに位置する場合には、前記トレイ選択項目の表示を前記下段側トレイに設定し、
且つ前記下段側トレイから被記録媒体を給送する為の、予め定められた第２の処理を行う
ことを特徴とする。
【００１１】
　本態様によれば、プリンタドライバは上段側トレイ検出手段の検出情報に基づき、上段
側トレイが中途半端な位置（例えば上段側トレイ及び下段側トレイのいずれからも給送が
不可能な位置）にあるときには、その位置に応じて、トレイ選択項目の表示を上下いずれ
かの最適なトレイに設定するとともに、設定したトレイから被記録媒体を給送する為の必
要な処理を行うので、ユーザビリティのより一層の向上を図ることができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、第２の態様において、前記第１の処理は、前記記録装置におい
て前記上段側トレイを変位させるモーターを駆動制御する制御部に対し、前記上段側トレ
イを前記給送可能位置へと変位させる指示を出す処理であり、前記第２の処理は、前記制
御部に対し、前記上段側トレイを前記退避領域へと変位させる指示を出す処理であること
を特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、プリンタドライバは、上段側トレイ検出手段の検出情報に基づき、上
段側トレイが上述の様に中途半端な位置にある場合には、その位置に応じて、当該上段側
トレイを最適な位置へと変位させる指示を出すので、ユーザビリティの更なる向上を図る
ことができる。
【００１４】
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　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、被記録媒体を給送す
る際の被記録媒体給送条件について、前記トレイ検出手段の検出情報に基づき、前記トレ
イ選択項目の表示を前記上段側トレイに設定する場合には当該上段側トレイ用に設定され
た被記録媒体給送条件を選択するよう前記記録装置へ指示し、前記トレイ選択項目の表示
を前記下段側トレイに設定する場合には当該下段側トレイ用に設定された被記録媒体給送
条件を選択するよう前記記録装置へ指示することを特徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、前記トレイ選択項目の表示のみならず、被記録媒体給送条件について
も上段側トレイの位置に応じた適切な条件が選択されるので、より適切な給送結果を得る
ことができる。
【００１６】
　本発明の第５の態様は、被記録媒体に記録を行う記録機構部と、被記録媒体を収容する
下段側トレイ、および当該下段側トレイの上部において給送可能位置と退避領域との間を
変位可能に設けられた、被記録媒体を収容する上段側トレイを備えて構成された被記録媒
体カセットと、前記上段側トレイの状態を検出するトレイ検出手段と、記録条件を設定す
るためのユーザインタフェースの表示が可能なユーザインタフェース表示部と、前記被記
録媒体カセットに設けられた上下トレイのうちいずれから被記録媒体を給送するかを選択
するトレイ選択項目の表示を、前記トレイ検出手段の検出情報に基づき、使用可能な上下
いずれかのトレイに設定する、前記ユーザインタフェース表示部の表示情報を管理するユ
ーザインタフェース情報管理手段を備えた制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本態様によれば、制御部が備えるＵＩ情報管理手段は、被記録媒体カセットに設けられ
た上下トレイのうちいずれから被記録媒体を給送するかを選択するトレイ選択項目の表示
を、前記トレイ検出手段の検出情報に基づき、使用可能な上下いずれかのトレイに設定す
るので、上記第１の態様と同様に、ユーザーが使用を予定するトレイをその都度設定する
必要がなく、ユーザビリティのより一層の向上を図ることができる。
【００１８】
　本発明の第６の態様は、第５の態様において、前記制御部は、前記トレイ検出手段の検
出情報に基づき、前記上段側トレイが前記給送可能位置と前記退避領域との間の領域であ
って前記給送可能位置寄りに位置する場合には、前記トレイ選択項目の表示を前記上段側
トレイに設定し、且つ前記上段側トレイから被記録媒体を給送する為の、予め定められた
第１の処理を行い、前記上段側トレイが前記給送可能位置と前記退避領域との間の領域で
あって前記退避領域寄りに位置する場合には、前記トレイ選択項目の表示を前記下段側ト
レイに設定し、且つ前記下段側トレイから被記録媒体を給送する為の、予め定められた第
２の処理を行うことを特徴とする。
【００１９】
　本態様によれば、制御部は上段側トレイ検出手段の検出情報に基づき、上段側トレイが
中途半端な位置（例えば上段側トレイ及び下段側トレイのいずれからも給送が不可能な位
置）にあるときには、その位置に応じて、トレイ選択項目の表示を上下いずれかの最適な
トレイに設定するとともに、設定したトレイから被記録媒体を給送する為の必要な処理を
行うので、ユーザビリティのより一層の向上を図ることができる。
【００２０】
　本発明の第７の態様は、第６の態様において、前記制御部により駆動制御されるモータ
ーにより前記上段側トレイを変位させる構成を備え、前記第１の処理は、前記モーターを
駆動制御して前記上段側トレイを前記給送可能位置へと変位させる処理であり、前記第２
の処理は、前記モーターを駆動制御して前記上段側トレイを前記退避領域へと変位させる
処理であることを特徴とする。
【００２１】
　本態様によれば、制御部は、上段側トレイ検出手段の検出情報に基づき、上段側トレイ
が上述の様に中途半端な位置にあるときには、その位置に応じて上段側トレイを給送可能
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位置或いは退避領域へと変位させるので、ユーザビリティのより一層の向上を図ることが
できる。
【００２２】
　本発明の第８の態様は、第５から第７の態様のいずれかにおいて、被記録媒体を給送す
る際の被記録媒体給送条件を、前記トレイ検出手段の検出情報に基づき、前記トレイ選択
項目の表示を前記上段側トレイに設定する場合には当該上段側トレイ用に設定された被記
録媒体給送条件を選択し、前記トレイ選択項目の表示を前記下段側トレイに設定する場合
には当該下段側トレイ用に設定された被記録媒体給送条件を選択することを特徴とする。
【００２３】
　本態様によれば、前記トレイ選択項目の表示のみならず、被記録媒体給送条件について
も上段側トレイの位置に応じた適切な条件が選択されるので、より適切な給送結果を得る
ことができる。
【００２４】
　本発明の第９の態様は、第８の態様において、前記上段側トレイ及び前記下段側トレイ
から被記録媒体を送り出す、前記制御部により駆動制御される給送ローラーを備え、前記
被記録媒体給送条件は、被記録媒体給送時における前記給送ローラーの総回転量が、前記
上段側トレイと前記下段側トレイとで異なることを特徴とする。
【００２５】
　例えば、上段側トレイの被記録媒体収容空間が、下段側トレイのそれよりも小さい場合
、下段側トレイから被記録媒体を送り出す際の給送ローラーの総回転量をそのまま上段側
トレイに適用すると、次位の用紙まで送り出してしまう虞がある。しかしながら上記の通
り、給送ローラーの総回転量が、前記上段側トレイと前記下段側トレイとで異なるので、
上述の様なダブルフィードの発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図２】本発明の一実施形態に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図３】本発明の一実施形態に係るプリンターの用紙カセットの平面図。
【図４】本発明の一実施形態に係るプリンターの用紙カセットの平面図。
【図５】本発明に係るプリンタドライバを有するインクジェットプリンターおよび外　　
部コンピューターを含むブロック図。
【図６】本発明に係るプリンタドライバによって提供されるユーザインタフェースの　　
一例を示す図。
【図７】本発明に係るプリンタドライバによって提供されるユーザインタフェースの　　
一例を示す図。
【図８】本発明の一実施形態に係るプリンターの用紙給送時に実行される処理のフロ　　
ーチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図１乃至図８を参照しつつ本発明の一実施形態について説明する。図１及び図２
は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリンター（以下「プリ
ンター」と言う）１の用紙搬送経路を示す側断面図であり、図１は上段側トレイ６０が給
送可能位置にある状態を、図２は上段側トレイ６０が退避領域にある状態を、それぞれ示
している。
【００２８】
　また、図３及び図４は用紙カセット１００の平面図であり、図３は上段側トレイ６０が
給送可能位置にある状態を、図４は上段側トレイ６０が退避領域にある状態を、それぞれ
示している。更に図５は本発明に係るプリンタドライバを有するプリンター１および外部
コンピューター７３を含むブロック図、図６及び図７は本発明に係るプリンタドライバに
よって提供されるユーザインタフェースの一例を示す図、図８は用紙給送時に実行される
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処理のフローチャートである。
【００２９】
　以下、図１乃至図４を参照しつつプリンター１のプリント（記録）機構部３（図５）の
構成について説明する。プリンター１のプリント機構部３は、装置底部に給送装置２を備
え、当該給送装置２から、「被記録媒体」の一例としての用紙（主として単票紙）を１枚
ずつ給送し、記録手段４において記録（インクジェット記録）を行い、装置前方側（図１
において左側）に設けられた図示しない排紙スタッカへ向けて排出される構成を備えてい
る。
【００３０】
　以下、用紙搬送経路上の構成要素について更に詳説する。　
　給送装置２は、用紙カセット１００と、ピックアップローラー１６と、ガイドローラー
２０と、分離手段２１と、を備えている。
【００３１】
　複数枚の用紙Ｐを積層状態でセット可能な用紙カセット１００は、給送装置２の装置本
体に対し、装置前方側から装着及び取り外し可能であり、下部に位置して用紙カセット１
００の基体を構成する下段側トレイ５０と、その上部に位置する、給送可能位置と退避位
置との間をスライド可能な上段側トレイ６０と、の２つの用紙収容部を備えている。
【００３２】
　下段側トレイ５０は、その底面５０ａに、用紙送り方向（即ち、用紙長さ方向）にスラ
イド可能なエッジガイド５１を備えており、このエッジガイド５１により後端エッジの位
置が規制されるようになっている。また、用紙送り方向と直交する方向（即ち、用紙幅方
向）にスライド可能なエッジガイド５２も設けられており、このエッジガイド５２により
、サイドエッジの位置が規制されるようになっている。
【００３３】
　また底面５０ａには、ピックアップローラー１６と用紙Ｐ１との接触位置に対応する場
所に高摩擦材５３（図４）が配置されており、この高摩擦材５３により、ピックアップロ
ーラー１６による用紙送り出し時に用紙束ごと下流側に送られないよう、当該用紙束が保
持される。
【００３４】
　一方、上段側トレイ６０についても下端側トレイ５０と同様に、その底面６０ａに、用
紙長さ方向にスライド可能なエッジガイド６１と、用紙幅方向にスライド可能なエッジガ
イド６２（図３）と、を備えている。またピックアップローラー１６と用紙Ｐ２との接触
位置に対応する場所に高摩擦材６３（図３）が配置されている。
【００３５】
　尚、図１及び図２においては、下段側トレイ５０に収容される用紙を符号Ｐ１で、上段
側トレイ６０に収容される用紙を符号Ｐ２で、それぞれ示している（以下特に区別する必
要がない場合は「用紙Ｐ」と言う）。
【００３６】
　図示しないモーターによって回転駆動されるピックアップローラー１６は、揺動軸１８
を中心に揺動する揺動部材１７に設けられており、上段側トレイ６０が装置後方側（図１
及び図２において左方向、図３及び図４において下方向：用紙カセット１００の引き抜き
方向側）にスライドした状態、即ち上段側トレイ６０が退避領域にあるときは、下段側ト
レイ５０に収容された用紙Ｐ１の最上位のものと接して回転することにより、当該最上位
の用紙Ｐ１を下段側トレイ５０から送り出す（図２）。
【００３７】
　また上段側トレイ６０が最も装置前方側（図１及び図２において右方向、図３及び図４
において上方向：用紙カセット１００の装着方向側）にスライドした突き当て位置にある
とき、即ち上段側トレイ６０の給送可能位置では、上段側トレイ６０に収容された用紙Ｐ
２の最上位のものと接して回転することにより、当該最上位の用紙Ｐ２を上段側トレイ６
０から送り出す（図１）。
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【００３８】
　この上段側トレイ６０が給送可能位置に位置決めされた状態では、下段側トレイ５０の
分離斜面５４が、上段側トレイ６０の前方側内壁よりも上段側トレイ６０に収容された用
紙先端側に突出するように構成されており、これにより分離斜面５４が上段側トレイ６０
から用紙が送り出される際の分離手段として利用されるようになっている。即ち、下段側
トレイ５０の分離斜面５４が、下段側トレイ５０と上段側トレイ６０の共通の分離手段と
して利用される様になっている。
【００３９】
　尚、図３は上段側トレイ６０が給送可能位置にある状態を示しており、図４は上段側ト
レイ６０が退避領域にある状態を示している。図３及び図４において符号Ｙ１～Ｙ４は、
上段側トレイ６０の先端位置を示しており、上段側トレイ６０の先端が位置Ｙ１にあると
き、上段側トレイ６０は給送可能位置にある。同様に、上段側トレイ６０の先端が位置Ｙ
３と位置Ｙ４との間にあるとき、上段側トレイ６０は退避領域（符号Ａ３で示す）にある
。以下では、図３及び図４に示す位置Ｙ１～Ｙ４、或いは領域Ａ１～Ａ４を用いて、上段
側トレイ６０の位置を説明することとする。尚、位置Ｙ２、及び領域Ａ１、Ａ２について
は後に説明する。
【００４０】
　下段側トレイ５０には、歯車５５が設けられており、この歯車５５が回転することによ
り、上段側トレイ６０が変位する様に構成されている。符号１１は、用紙カセット１００
の側ではなくプリンター１の装置本体側に設けられた歯車であり、用紙カセット１００が
プリンター１の装置本体に装着された際、この歯車１１に、下段側トレイ５０に設けられ
た歯車５５が噛合する様になっている。プリンター１の装置本体に設けられた歯車１１は
、図示しないモーターにより回転駆動される様になっており、これによって上段側トレイ
６０が駆動される。
【００４１】
　次に、図１及び図２に戻って分離斜面５４の下流側には自由回転可能なガイドローラー
２０が設けられ、このガイドローラー２０の下流側には、分離ローラー２２と駆動ローラ
ー２３とを備えて構成された分離手段２１が設けられている。分離ローラー２２は、外周
面が弾性材によって形成されるとともに駆動ローラー２３と圧接可能に設けられ、且つ、
トルクリミッタ機構により、所定の回転抵抗が与えられた状態に設けられている。従って
重送されようとする次位以降の用紙Ｐが、当該分離ローラー２２と駆動ローラー２３との
間で止められ、即ち重送が防止される様になっている。尚、駆動ローラー２３は図示しな
いモーターにより用紙Ｐを下流側へ送る方向に回転駆動される。
【００４２】
　分離手段２１の下流側には、図示しないモーターにより回転駆動される駆動ローラー２
６と、駆動ローラー２６との間で用紙Ｐをニップして従動回転するアシストローラー２７
と、を備えて構成された第１中間送り部２５が設けられており、この第１中間送り部２５
により、用紙Ｐが更に下流側へと送られる。尚、符号２９は、用紙Ｐが湾曲反転経路を通
過する際の（特に用紙後端が通過する際の）通紙負荷を軽減する従動ローラーを示してい
る。
【００４３】
　従動ローラー２９の下流側には図示しないモーターにより回転駆動される駆動ローラー
３２と、駆動ローラー３２との間で用紙Ｐをニップして従動回転するアシストローラー３
３と、を備えて構成された第２中間送り部３１が設けられており、この第２中間送り部３
１により、用紙Ｐが更に下流側へと送られる。
【００４４】
　第２中間送り部３１の下流側には、記録手段４が配置されている。記録手段４は、搬送
手段５と、記録ヘッド４２と、下部紙案内３９と、排出手段６と、を備えている。搬送手
段５は、モーターによって回転駆動される搬送駆動ローラー３５と、該搬送駆動ローラー
３５に圧接して従動回転するよう上部紙案内３７に軸支される搬送従動ローラー３６とを
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備えて構成されている。搬送手段５に到達した用紙Ｐは、搬送駆動ローラー３５と搬送従
動ローラー３６とによってニップされた状態で搬送駆動ローラー３５が回転することによ
り、下流側へと精密送りされる。
【００４５】
　続いて記録ヘッド４２はキャリッジ４０の底部に設けられ、当該キャリッジ４０は主走
査方向（図１の紙面表裏方向）に延びるキャリッジガイド軸４１にガイドされながら、図
示しない駆動モーターによって主走査方向に往復動する様に駆動される。尚、キャリッジ
４０はインクカートリッジを搭載しない所謂オフキャリッジタイプであり、インクカート
リッジ（図示せず）がキャリッジ４０から独立して設けられ、インク供給チューブ（図示
せず）を介してインクカートリッジから記録ヘッド４２へとインクが供給されるように構
成されている。
【００４６】
　記録ヘッド４２と対向する位置には下部紙案内３９が設けられ、当該下部紙案内３９に
よって、用紙Ｐと記録ヘッド４２との距離が規定されるようになっている。そして下部紙
案内３９の下流側には、記録の行われた用紙Ｐを排出する排出手段６が設けられている。
排出手段６は図示しないモーターによって回転駆動される排出駆動ローラー４４と、当該
排出駆動ローラー４４に接して従動回転する排出従動ローラー４５とを備えて構成され、
記録手段４によって記録の行われた用紙Ｐは、排出手段６により、装置前方側に設けられ
た図示を省略するスタッカへと排出される。
【００４７】
　以上がプリンター１のプリント機構部３の構成であり、以下、図５を参照しながら制御
部を含む構成について説明する。プリンター１は、上述したプリント機構部３を制御する
制御手段として、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の記憶手段やＣＰＵ等の演算処理手段などを備えて成
る制御部６５を備えており、記憶手段に保存されたプログラム（本発明に係るプリンタド
ライバを含む）を制御部６５で実行できる様になっている。
【００４８】
　プリンター１は、装置外面に、各種記録条件を設定する為のユーザインタフェースや印
刷すべき画像などの各種情報を表示する情報表示部（ＬＣＤパネルなどから成る）６６と
、電源ボタンや印刷実行ボタン、また各種記録条件を設定する為の操作ボタン等からなる
操作設定部６７と、画像データが格納された記憶媒体を装着する記憶媒体装着部６８と、
を備えており、これら装置外面のユーザインタフェース類と制御部６５が接続されている
。
【００４９】
　また、プリンター１は用紙カセット１００における上段側トレイ６０が、その変位可能
領域（図３、図４に示す位置Ｙ１と位置Ｙ４の間の領域）のいずれにあるかを検出する上
段側トレイ検出手段６９を備えており、この上段側トレイ検出手段６９による上段側トレ
イ６０の状態検出情報が、制御部６５に送られるようになっている。
【００５０】
　ここで上段側トレイ６０の状態検出情報とは、より具体的には、本実施形態では上段側
トレイ６０（の先端）が図３、図４における位置Ｙ１にあるか、或いは領域Ａ１にあるか
、或いは領域Ａ２にあるか、或いは領域Ａ３にあるか、を示す情報である。
【００５１】
　従って上段側トレイ検出手段６９は、必ずしも一つのセンサーで構成されるとは限らず
、複数のセンサーで構成しても良い。例えば、図３、図４の位置Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３の各位
置に検出センサーや検出スイッチなどの検出手段を配置すれば、各検出手段の検出結果の
組み合わせにより、上段側トレイ６０がその変位可能領域のいずれにあるかを検出するこ
とができる。或いは、リニアエンコーダーなどの位置検出手段により上段側トレイ６０の
位置を検出することもできる。
【００５２】
　また、プリント機構部３にはその他各種センサー類が設けられ、その各種センサー類か
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らの検出情報が制御部６５に送られる様になっているが、その詳細は省略する。また、プ
リント機構部３には、図３及び図４を参照しつつ説明した歯車１１を駆動するモーターも
含まれる。即ち、上段側トレイ６０は、制御部６５によって駆動制御される。
【００５３】
　次に、プリンタドライバ７０Ａは、ＵＩ情報管理手段としてのＵＩ情報編集部７１Ａと
、表示制御部７２Ａとを備えており、ＵＩ情報編集部７１ＡがＵＩ情報管理機能を提供す
る。ここでＵＩ情報は、情報表示部６６に表示すべきＵＩ情報、例えば、印刷条件設定項
目を示す情報や、当該項目に対応するＧＵＩウィジェットの種類、配置、大きさ、操作時
のアクションなどを定義した情報等である。
【００５４】
　ＵＩ情報編集部７１Ａは、ＵＩ情報を編集する機能を制御部６５に実現させるモジュー
ルであり、ユーザーに、印刷条件設定項目を取捨選択させたりする為のユーザインタフェ
ース情報を編集する。
【００５５】
　ＵＩ情報には、印刷条件設定項目（例えば画像選択、画質選択、印刷レイアウト選択、
印刷枚数選択、用紙サイズ選択、用紙種類選択、トレイ選択（後述）など）の識別子や、
当該識別子に対応するＧＵＩウィジェット（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップ
ダウンリストや、印刷条件設定項目を示すテキストなど）のレイアウト情報や初期値、当
該ＧＵＩウィジェットを操作したときのアクションを規定するプログラムモジュールへの
パス情報などが含まれている。ＵＩ情報は制御部６５が備える記憶手段に保存され、プリ
ンタドライバ７０Ａによって参照及び書き換えが可能である。
【００５６】
　表示制御部７２Ａは、ＵＩ情報編集部７１Ａで編集されたＵＩ情報に基づいて情報表示
部６６にＵＩを表示させるモジュールである。以上により、情報表示部６６に表示された
ＵＩを介してユーザーが設定した印刷条件に基づいて、プリンタドライバ６５は、印刷対
象の画像データを、プリント機構部３が印刷を実行するための印刷データに変換し、プリ
ント機構部３に送信する。
【００５７】
　尚プリンター１は、外部コンピューター７３との接続インタフェースも有しており、外
部コンピューター７３から送信される情報に従って印刷を実行可能となっている。この外
部コンピューター７３は、アプリケーションソフトと連携して動作するプリンタドライバ
７０Ｂを備えており、各種アプリケーションから印刷の実行が指示されると、プリンタド
ライバ７０Ｂは印刷条件などを設定するためのＵＩを表示装置（ディスプレイ）７４に表
示し、印刷条件の設定などのユーザーの指示を受け付ける。
【００５８】
　このプリンタドライバ７０Ｂは、ＵＩ情報編集部７１Ｂと表示制御部７２Ｂとを備えて
いるが、これらのプリンタドライバ７０Ｂ、ＵＩ情報編集部７１Ｂ、表示制御部７２Ｂの
基本的な機能は、上述したプリンタドライバ７０Ａ、ＵＩ情報編集部７１Ａ、表示制御部
７２Ａと同様であるので、以下ではその説明は省略する。但し、各プリンタドライバ７０
Ａ、７０Ｂは、それぞれに対応する表示手段（情報表示部６６、表示装置７４）に適した
ＵＩを、各表示手段に表示させる。
【００５９】
　尚、外部コンピューター７３で動作するプリンタドライバ７０Ｂは、プリンター１と外
部コンピューター７３との間のインタフェースを介して、プリンター１内部の情報（例え
ば、上段側トレイ検出手段６９による上段側トレイ６０の状態検出情報）を取得でき、こ
の様な点においてプリンタドライバ７０Ａと同様である。
【００６０】
　次いで、プリンタドライバ７０Ａ或いは７０Ｂの処理によるＵＩ表示例を、図６及び図
７を用いて説明する。尚、図６及び図７に示すＵＩ表示例は、プリンタドライバ７０Ａ、
７０Ｂのうちいずれか一方のものを特に示すものではないが、一例として、外部コンピュ
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ーター７３に接続された表示装置７４に表示されるものとして説明する。
【００６１】
　図６及び図７に示す印刷設定ウィンドウ１００は、例えば印刷実行時にプリンターのプ
ロパティを選択した際に表示されるウィンドウであり、各種印刷設定をユーザーに選択さ
せるためのウィンドウである。
【００６２】
　印刷設定ウィンドウ１００には、基本設定、ページ設定、ユーティリティ、の各タブが
設けられており、基本設定タブには、図示するように印刷種類、品質等を設定するプリン
ト設定グループ１０１や、給紙方法、用紙サイズを設定する給紙設定グループ１０２が表
示される。
【００６３】
　このうち、給紙設定グループ１０２に属する「給紙方法」のドロップダウンリスト１０
３が本発明に関連する部分であり、このドロップダウンリスト１０３は、図６に示すよう
に「上トレイ」と、図７に示すように「下トレイ」のいずれかをユーザーに選択させるも
のである。尚、「上トレイ」とは上段側トレイ６０を意味し、「下トレイ」とは下段側ト
レイ５０を意味するものである。
【００６４】
　ここで、このドロップダウンリスト１０３の表示は、上段側トレイ検出手段６９による
上段側トレイ６０の状態検出情報に応じて、以下の様にして設定される。プリンタドライ
バ７０ＢのＵＩ情報編集部７１Ｂは、上段側トレイ検出手段６９による上段側トレイ６０
の状態検出情報が、上段側トレイ６０が給送可能位置Ｙ１（図１、図３）にあることを示
すとき、ドロップダウンリスト１０３の表示を図６に示すように「上トレイ」に設定する
。
【００６５】
　また逆に、上段側トレイ検出手段６９による上段側トレイ６０の状態検出情報が、上段
側トレイ６０が退避領域Ａ３（図２、図４）にあること、即ち下段側トレイ５０から用紙
の給送が可能な状態にあることを示すとき、ドロップダウンリスト１０３の表示を図７に
示すように「下トレイ」に設定する。
【００６６】
　以上により、例えばユーザーが上段側トレイ６０を給送可能位置（図１、図３）にセッ
ティングしたにも関わらず、ドロップダウンリスト１０３の表示が「下トレイ」に表示さ
れることが防止され、即ちユーザーによる用紙セッティング状態に対応してドロップダウ
ンリスト１０３が表示されることとなり、ユーザビリティのより一層の向上を図ることが
できる。
【００６７】
　尚、上段側トレイ６０が中途半端な位置にあり、上段側トレイ６０及び下段側トレイ５
０のいずれからも給紙が不可能な状態、即ち上段側トレイ６０が給送可能位置Ｙ１から所
定量後退した位置にあるものの、ピックアップローラー１６が下段側トレイ５０に収容さ
れた用紙に当接可能な位置にまで後退していない状態（上段側トレイ６０が図３及び図４
の領域Ａ１或いはＡ２にあるとき）にある場合の、ドロップダウンリスト１０３の表示は
、例えば以下の様にすることができる。
【００６８】
　例えば、上段側トレイ６０が、図３及び図４に示す位置Ｙ１と領域Ａ３との間の中間地
点Ｙ２より位置Ｙ１寄りに在る場合（領域Ａ１にある場合）には、ユーザーが上段側トレ
イ６０からの給紙を予定していたと考えられる為、ドロップダウンリスト１０３の表示を
「上トレイ」に設定する。
【００６９】
　逆に、上段側トレイ６０が、位置Ｙ１と領域Ａ３との間の中間地点Ｙ２より領域Ａ３寄
りに在る場合（領域Ａ２にある場合）には、ユーザーが下段側トレイ５０からの給紙を予
定していたと考えられる為、ドロップダウンリスト１０３の表示を「下トレイ」に設定す



(11) JP 6004205 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

る。
【００７０】
　但し、上記いずれの場合でも、下段側トレイ５０及び上段側トレイ６０のいずれからも
用紙の給送はできないので、ドロップダウンリスト１０３の表示を「上トレイ」に設定し
た場合には、必要な第１の処理を行い、ドロップダウンリスト１０３の表示を「下トレイ
」に設定した場合には、必要な第２の処理を行う。
【００７１】
　上記第１の処理及び第２の処理としては、種々考えられるが、例えば第１の処理として
、上段側トレイ６０の動力源であるモーターを駆動制御して上段側トレイ６０を給送可能
位置にまで移動させる。同様に、第２の処理として、上段側トレイ６０の動力源であるモ
ーターを駆動制御して上段側トレイ６０を退避領域にまで移動させる。この様な処理によ
り、上段側トレイ６０が中途半端な位置にあっても、最終的にドロップダウンリスト１０
３の表示と、実際の上段側トレイ６０の状態とを一致させることができる。
【００７２】
　尚、上記の様に上段側トレイ６０の位置に応じた最適処理を行ったにも拘わらず、例え
ばドロップダウンリスト１０３の表示が「上トレイ」の状態から、ユーザーによって「下
トレイ」に切り換えられた場合には、モーターを駆動制御して上段側トレイ６０を退避領
域にまで移動させることもできるし、或いは上段側トレイ６０の位置が適切でない旨を示
すエラーメッセージを表示装置７４に表示させることもできる。またその逆の場合も、同
様である。
【００７３】
　但しこれは一例であり、例えば上記第１の処理の他の実施例として、ユーザーに上段側
トレイ６０の給送可能位置へのセットを促す表示を表示装置７４に表示させることもでき
る。同様に、上記第２の処理の他の実施例として、ユーザーに上段側トレイ６０の退避領
域へのセットを促す表示を表示装置７４に表示させることもできる。或いは、第１の及び
第２の処理として、単に「上トレイの位置を確認して下さい」などの警告メッセージを表
示装置７４に表示させることもできる。
【００７４】
　その他にも例えば、上段側トレイ６０が中途半端な位置にある場合には、予め定められ
た初期値に従うこともできるし（上トレイ、下トレイのいずれかを表示）、上トレイ、下
トレイのいずれかを表示するのではなく、一例として「－」などの非選択表示とすること
もできる。更に、この様に「－」などの非選択表示された状態から、ユーザーが「上トレ
イ」「下トレイ」のいずれかを選択した際、「上トレイを適正位置にセットしてください
」などの警告表示を出すこともできる。
【００７５】
　上述の様に、制御部６５は、上段側トレイ検出手段６９の検出情報に基づき、上段側ト
レイ６０が中途半端な位置（領域Ａ１、Ａ２）にあるときには、その位置に応じて適切な
処理を行うので、ユーザビリティのより一層の向上を図ることができる。
【００７６】
　次に、図８を参照しながら本実施形態に係るプリンター１の他の特徴について説明する
。図８は、用紙の給送開始時に実行される処理のフローチャートであり、プログラムとし
て制御部６５が備える記憶手段に格納され、実行可能となっている。用紙の給送が開始さ
れると、制御部６５は、上段側トレイ検出手段６９による上段側トレイ６０の状態検出情
報を再度取得する。
【００７７】
　その結果、上段側トレイ６０がドライバ設定通りに位置Ｙ１（給送可能位置）にある場
合には（ステップＳ１０１においてYes）、上段側トレイ給紙モード（上段側トレイ６０
からの給紙に適した条件に設定された給紙方法）に移行し、給紙を実行する（ステップＳ
１０５、Ｓ１０８）。尚、上段側トレイ６０が位置Ｙ１（給送可能位置）にあるが、ドラ
イバ設定が「下トレイ」になっている場合には、「トレイの位置を確認してください」等
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の警告メッセージを出しても良い。
【００７８】
　次に、上段側トレイ６０がドライバ設定通りに領域Ａ３（退避領域）にある場合、即ち
下段側トレイ５０から用紙給送が可能な場合には（ステップＳ１０２においてYes）、下
段側トレイ給紙モード（下段側トレイ５０からの給紙に適した条件に設定された給紙方法
）に移行し、給紙を実行する（ステップＳ１０７、Ｓ１０８）。尚、上段側トレイ６０が
領域Ａ３にあるが、ドライバ設定が「上トレイ」になっている場合には、「トレイの位置
を確認してください」等の警告メッセージを出しても良い。
【００７９】
　次に、上段側トレイ６０が位置Ｙ１、領域Ａ３、のいずれにも属さない場合（ステップ
Ｓ１０２においてNo）、上段側トレイ６０の領域によって処理を変える（ステップＳ１０
３）。具体的には、印刷実行指令が出される前のＵＩ表示の際に行ったのと同様に、上段
側トレイ６０が、位置Ｙ１と領域Ａ３との間の中間地点Ｙ２より位置Ｙ１寄りに在る場合
（領域Ａ１にある場合）には、ユーザーが上段側トレイ６０からの給紙を予定していたと
考えられる為、制御部６５はモーターを駆動して上段側トレイ６０を位置Ｙ１へ移動させ
る（ステップＳ１０４）。そしてその後、上段側トレイ給紙モードに移行し、給紙を実行
する（ステップＳ１０５、Ｓ１０８）。
【００８０】
　逆に上段側トレイ６０が、位置Ｙ１と領域Ａ３との間の中間地点Ｙ２より領域Ａ３寄り
に在る場合（領域Ａ２にある場合）には、ユーザーが下段側トレイ５０からの給紙を予定
していたと考えられる為、制御部６５はモーターを駆動して上段側トレイ６０を位置Ｙ４
、即ち退避領域へ移動させる（ステップＳ１０６）。そしてその後、下段側トレイ給紙モ
ードに移行し、給紙を実行する（ステップＳ１０７、Ｓ１０８）。
【００８１】
　尚、ステップＳ１０３に進んだ場合、即ち上段側トレイ６０が中途半端な位置にある場
合には、上段側トレイ６０を自動で変位させずに、「トレイの位置を確認してください」
等の警告メッセージを出し、以降の処理を中止しても良い。また、ステップＳ１０４実行
時に、ドライバ上のトレイ選択が「下トレイ」になっている場合には、上段側トレイ６０
を位置Ｙ１へ移動させる前に、念の為確認のメッセージを出しても良い。同様に、ステッ
プＳ１０６実行時に、ドライバ上のトレイ選択が「上トレイ」になっている場合には、上
段側トレイ６０を位置Ｙ４へ移動させる前に、念の為確認のメッセージを出しても良い。
【００８２】
　尚、ステップＳ１０５に示す上段側トレイ給紙モードと、ステップＳ１０７に示す下段
側トレイ給紙モードと、の間における違いの一つとして、給送ローラーとしてのピックア
ップローラー１６の総回転量が挙げられる。即ち、本実施形態では、上段側トレイ６０の
用紙収容空間が、下段側トレイ５０のそれよりも小さいので、下段側トレイ５０から用紙
を送り出す際のピックアップローラー１６の総回転量をそのまま上段側トレイ６０に適用
すると、次位の用紙まで送り出してしまう虞がある。
【００８３】
　従ってステップＳ１０５に示す上段側トレイ給紙モードでは、ピックアップローラー１
６の総回転量を、ステップＳ１０７に示す下段側トレイ給紙モードにおけるピックアップ
ローラー１６の総回転量より少なく設定している。これにより、上述のようなダブルフィ
ードの問題の発生を防止することができる。
【００８４】
　以上説明した実施例は一例であり、本発明が上記実施例に限定されるものではなく、そ
の他に種々の実施例が存在することは言うまでもない。例えば、上記実施例では、プリン
ター１及び外部コンピューター７３で動作する双方のプリンタドライバに本発明が適用さ
れているが、いずれか一方であっても構わない。
【符号の説明】
【００８５】
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１　インクジェットプリンター、２　給送装置、３　プリント機構部、４　記録手段、５
　搬送手段、６　排出手段、１０　用紙カセット、１６　ピックアップローラー、１７　
揺動部材、１８　揺動軸、２０　従動ローラー、２１　分離手段、２２　分離ローラー、
２３　駆動ローラー、２５　第１中間送り部、２６　駆動ローラー、２７　アシストロー
ラー、２９　従動ローラー、３１　第２中間送り部、３２　駆動ローラー、３３　アシス
トローラー、３５　搬送駆動ローラー、３６　搬送従動ローラー、３７　上部紙案内、３
９　下部紙案内、４０　キャリッジ、４１　キャリッジガイド軸、４２　記録ヘッド、４
４　排出駆動ローラー、４５　排出従動ローラー、５０　下段側トレイ、５０ａ　底面、
５１、５２　エッジガイド、５３　高摩擦材、５４　分離斜面、６０　上段側トレイ、６
０ａ　底面、６１、６２　エッジガイド、６３　高摩擦材、６５　制御部、６６　情報表
示部、６７　操作設定部、６８　記憶媒体装着部、６９　トレイ位置検出センサー、７０
Ａ、７０Ｂ　プリンタドライバ、７１Ａ、７１Ｂ　ＵＩ情報編集部、７２Ａ、７２Ｂ　表
示制御部、７３　外部コンピューター、７４　表示装置、Ｐ、Ｐ１、Ｐ２　記録用紙

【図１】 【図２】
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