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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種オプション装置を搭載可能な機器と、表示部を備える機器設定装置とが接続されて
構成され、
　前記機器設定装置は、
　前記機器の各種機能の説明を含む取扱説明書、前記機器の前記オプション装置の搭載状
況、及び、個々の前記機能についての設定指示情報を記憶すると共に、前記取扱説明書に
おける前記機能の説明の記載箇所を前記機能毎に記憶する記憶手段と、
　前記表示部に、前記説明を表示する際に、前記機器が搭載している機能について表示す
る場合と搭載していない機能について表示する場合とで、表示態様を異ならしめて表示し
、前記機器が搭載している機能について表示する場合は、当該機能の設定の指示を受け付
ける設定指示受付部を併せて表示する表示制御手段と、
　前記設定指示受付部で設定の指示を受け付けた場合、当該機能についての前記設定指示
情報を前記機器に送信する送信手段と、を有し、
　前記機器は、
　前記設定指示情報を受信する受信手段と、
　前記受信した前記設定指示情報に基づき、当該機能の設定を自機に行う設定手段と、を
有し、
　機器が操作中に前記設定指示情報を受信した場合、操作部の表示パネルに設定指示情報
を受信したことを表示し、操作部が設定実行の指示を受けたときに前記設定指示情報の設
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定を自機に行うことを特徴とする機器設定システム。
【請求項２】
　前記取扱説明書はさらに、前記オプション装置に関連する内容を含み、
　前記記憶手段は、前記取扱説明書における前記オプション装置に関連する内容の記載箇
所を前記オプション装置毎に記憶し、
　前記表示制御手段は、前記オプション装置に関連する内容を表示する際に、前記機器が
搭載しているオプション装置に関して表示する場合とそれ以外とで、表示態様を異ならし
めて表示することを特徴とする請求項１に記載の機器設定システム。
【請求項３】
　前記送信手段は、前記設定指示情報を一旦記憶し、前記機器に複数の前記設定指示情報
をまとめて送信することを特徴とする請求項１または２に記載の機器設定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オプション装置を搭載可能な機器と機器設定装置とが接続されて構成される
機器設定システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、製品としての機器には取扱説明書が紙の形態で同梱されており、機器を購入した
ユーザは、機器を設置するときや操作方法が分からないときに、取扱説明書を実際に手に
し、その内容の確認を行っている。しかし、機器に設けられた機能が多くなるほど取扱説
明書は分厚くなりかさばってしまう。機器の操作の際に取扱説明書を置くスペースがない
場合などでは、ユーザは重い取扱説明書を片手で持ち、ページをめくりながら片手で機器
を操作しなければならず、視線の移動も要求されるためユーザに負担がかかっていた。ま
た、機器によっては、分厚い取扱説明書が複数冊存在する場合もあり、取扱説明書の保管
場所の確保も難しくなる。
【０００３】
　取扱説明書が電子ファイルの形態でＣＤとして製品と同梱されている場合、取扱説明書
の保管場所の確保は容易である。また、この場合、ユーザは、例えば、パーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ：Personal Computer）に取扱説明書の電子ファイルを読み込ませ、その表
示画面に購入した製品の取扱説明書を表示させて、機器の操作方法を確認している。しか
し、この方法でも実際に機器に対して操作を行う場合、予め表示画面の内容を紙出力させ
たりする必要があり、ユーザに負担がかかっていた。
【０００４】
　特許文献１には、取扱説明書が分厚くなりかさばってしまうことを解決することを課題
の１つとし、操作対象の機器に接続することにより、表示部に操作内容の説明と共に表示
された操作アイコンを、ユーザが触れることにより、それに続く操作を実行するための操
作ガイドを表示するヘルプ表示装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１１５４６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　さらに、複合機等の機器は、高機能化に伴い、搭載可能なオプション装置（例えば、両
面搬送装置や後処理装置等）が多種多様になっており、その取扱説明書には、実際には搭
載していないオプション装置に関する内容についてまでも含まれていることが多い。
【０００６】
　本発明は、機器を設定する際に、当該機器へのオプション装置の搭載状況に応じた形態
で表示される取扱説明を参照しながら、表示されているとおりの内容の設定を確実に実行
することができる機器設定システ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】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、各種オプション装置を搭載可
能な機器と、表示部を備える機器設定装置とが接続されて構成され、前記機器設定装置が
、前記機器の各種機能の説明を含む取扱説明書、前記機器の前記オプション装置の搭載状
況、及び、個々の前記機能についての設定指示情報を記憶すると共に、前記取扱説明書に
おける前記機能の説明の記載箇所を前記機能毎に記憶する記憶手段と、前記表示部に、前
記説明を表示する際に、前記機器が搭載している機能について表示する場合と搭載してい
ない機能について表示する場合とで、表示態様を異ならしめて表示し、前記機器が搭載し
ている機能について表示する場合は、当該機能の設定の指示を受け付ける設定指示受付部
を併せて表示する表示制御手段と、前記設定指示受付部で設定の指示を受け付けた場合、
当該機能についての前記設定指示情報を前記機器に送信する送信手段と、を有し、前記機
器は、前記設定指示情報を受信する受信手段と、前記受信した前記設定指示情報に基づき
、当該機能の設定を自機に行う設定手段と、を有し、機器が操作中に前記設定指示情報を
受信した場合、操作部の表示パネルに設定指示情報を受信したことを表示し、操作部が設
定実行の指示を受けたときに前記設定指示情報の設定を自機に行う機器設定システムを特
徴とする。
【０００８】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記取扱説明書がさらに、前記オプショ
ン装置に関連する内容を含み、前記記憶手段が、前記取扱説明書における前記オプション
装置に関連する内容の記載箇所を前記オプション装置毎に記憶し、前記表示制御手段が、
前記オプション装置に関連する内容を表示する際に、前記機器が搭載しているオプション
装置に関して表示する場合とそれ以外とで、表示態様を異ならしめて表示することを特徴
としたものである。
【０００９】
　第３の技術手段は、第１または第２の技術手段において、前記送信手段が、前記設定指
示情報を一旦記憶し、前記機器に複数の前記設定指示情報をまとめて送信することを特徴
としたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、機器の機能の設定操作を、当該機器へのオプション装置の搭載状況に
応じた形態で表示された取扱説明を参照しながら、確実に実行することができる。また、
オプション装置の搭載状況に応じた形態で取扱説明を表示するので、ユーザが、搭載して
いない機能についても使用可能であると判断し、誤入力の設定を行うことを防止すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る機器設定システムの一例の概略構成図である。本発
明の機器設定システムは、各種オプション装置を搭載可能な機器と、その機器の設定を行
う装置（機器設定装置）とが接続されて構成される。図の例の機器設定システムでは、機
器設定装置としてのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１と、上記機器としてのデジタル複
合機（ＭＦＰ：Multi-Function Peripheral）２が、ＬＡＮ（Local Area Network）等の
ネットワークＮにより接続されている。
【００１２】
　ＰＣ１は、各種演算処理を実行しＰＣ１全体の機能を制御するＣＰＵ１０、各種情報を
表示する液晶ディスプレイ等の表示部１１、ユーザからの操作を受け付ける操作入力部１
２、上記演算処理に伴う一時的な情報等を記憶するＲＡＭやその他の情報（例えば、プロ
グラム）を記憶するハードディスク等からなる記憶部１３、ＭＦＰ２とネットワークＮ等
を介して通信するための通信Ｉ／Ｆ１４を備える。
【００１３】
　ＭＦＰ２は、演算を行うＣＰＵ及び演算に伴う一時的な情報を記憶するＲＡＭ等からな
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るマイコン２０、各種情報をユーザに提示する液晶パネル等の表示パネル２１、ユーザか
らの操作を受け付ける操作パネル２２、ＭＦＰ２を制御するための制御プログラム等の各
種情報を記憶する記憶部２３、記録用紙に記録された原稿画像を読み取る画像読取部２４
、記録用紙上に画像データを形成する画像形成部２５、ＰＣ１とネットワークＮ等を介し
て通信するための通信Ｉ／Ｆ２６を備えている。ＭＦＰ２は、上述の各部により、例えば
、複写機やネットワークスキャナ装置等として動作することができる。
【００１４】
　さらに、ＭＦＰ２は、オプション装置として、記録用紙の両面に画像形成できるように
画像形成部２５に記録用紙を搬送する画像形成用両面搬送部２７、原稿の両面の読み取り
ができるように画像読取部２４に原稿を搬送する画像読取用両面搬送部２８、画像形成済
みの記録用紙にステープルしたりパンチ穴を開ける後処理部２９やセキュリティ機能（Ｈ
Ｄに記憶されたデータの暗号化、データの消去）及び／または画像読取部２４で読み取っ
たデータの文字認識機能等を実行可能な画像編集処理部３０を搭載可能である。これらオ
プション装置の搭載状況は、記憶部２３が記憶管理することができる。
【００１５】
　以上のような構成を有する機器設定システムは、以下の点に特徴がある。すなわち、Ｐ
Ｃが、一群の説明からなるＭＦＰ２の取扱説明書を、ＭＦＰ２のオプション機器の搭載状
況に応じて、最適な形態で表示することができること、及び、ユーザが、表示された取扱
説明を参照しながら、表示されているとおりの内容の設定を確実にリモートで実施するこ
とができること、に特徴がある。これを可能とするために、ＰＣ１及びＭＦＰ２は、上述
の各部を用いて、以下のように動作する。
【００１６】
　ＰＣ１において、本発明の「記憶手段」である記憶部１３は、取扱説明書の情報を記憶
している。この取扱説明書の情報は、従来の電子ファイル（ＰＤＦファイル）として提供
されるものと同じであり、取扱説明書には、少なくとも機能の設定操作方法の説明が含ま
れ、その他に、機能説明、不具合の対処方法等が含まれる。また、記憶部１３は、取扱説
明書の表示すべきページ番号をオプション装置毎に示した装置別ページ番号情報を記憶し
ている。さらに、記憶部１３は、ＭＦＰ２のオプション装置の搭載状況（搭載状況情報）
を、ＭＦＰ２の記憶部２３から取得するなどして、記憶している。
【００１７】
　ＰＣ１では、ＭＦＰ２のリモート設定の要求や、ＭＦＰ２の取扱説明書の表示要求を受
け付けている場合、ＣＰＵ１０が、上述の取扱説明書の情報、搭載状況情報及び装置別ペ
ージ番号情報に基づいて、オプション装置の搭載の有無に依存しない内容及び搭載されて
いるオプション装置に関する内容に関しては、通常表示する（あるいは後述の設定指示受
付部を併せて表示する）よう制御し、取扱説明書のそれ以外の内容については、通常表示
しないよう制御する。
【００１８】
　例えば、オプション装置の画像形成用両面搬送部２７を搭載している場合は、当該搬送
部２７に関する内容である両面コピー方法の説明については、図２の画面１００のように
、従来の取扱説明書の表示と同じような形態で表示する。また、上記搬送部２７を搭載し
ていない場合は、例えば、図３の画面２００のように、通常表示を行わずにマスク表示す
る。このように、搭載オプション装置に応じて、取扱説明書の表示形態を異ならせること
により、ユーザは、一見するだけで、現在表示画面に表示されている内容に基づいた操作
が実行できないこと等を知ることができる。
【００１９】
　ＣＰＵ１０は、この表示を可能とするために、搭載状況情報及び装置別ページ番号情報
に基づいて、マスク表示するページ番号の情報（マスク情報）を作成（取得）し、記憶部
１３に記憶させている。ＣＰＵ１０は、取扱説明書の情報等に基づいた表示制御を行って
おり、この際、現在表示しているページの番号を取得している。そのため、ＣＰＵ１０は
、このページ番号とマスク情報に基づき、取扱説明書の表示画面をマスク表示させるか否
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かをページ毎に判定することができる。
【００２０】
　また、ＰＣ１は、ＭＦＰ２のリモート設定の要求があった場合、ＣＰＵ１０が表示制御
を行い、表示部１１に、図４の画面３００に示すように、ＭＦＰ２の機能の説明や機能の
設定方法を表示するとき、設定指示受付部としての「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１を含む設定指
示受付関連画像Ｉｍを表示する。また、ＰＣ１では、設定指示受付関連画像Ｉｍとしての
「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１と共に、表示中の機能を設定するか否かを問い合わせるメッセー
ジＭ１（「この機能を有効に設定しますか？」）と「ＮＯ」ボタンＢＴ２も表示するよう
にしている。
【００２１】
　ＰＣ１では、画面３００の表示を可能にするために、記憶部１３は、設定指示受付関連
画像を表示するための関連画像用情報を記憶している。関連画像用情報には、取扱説明書
において機能の設定方法が記載されているページ番号（すなわち、設定指示受付関連画像
を表示するページ番号）が記載されている。関連画像用情報は、例えば、リモート設定用
アプリケーションに含まれる。
　ＰＣ１では、この関連画像用情報と、マスク情報と、現在表示しているページの番号と
に基づき、上述のように設定指示受付関連画像Ｉｍ（すなわち、設定指示受付部）を表示
できるようになっている。
　以上のようにして、ＰＣ１では、ＣＰＵ１０が本発明の「表示制御手段」として機能す
る。
【００２２】
　本機器設定システムを利用するユーザは、画面３００の内容を参照して、表示中の機能
について確認し、ＭＦＰ２において当該機能を有効にすることを希望する場合、「ＹＥＳ
」ボタンＢＴ１を押下する。ＰＣ１のＣＰＵ１０は、操作入力部１２により、この押下動
作を検知して、表示中の機能の設定指示をユーザから受け付ける。
【００２３】
　記憶部１３は、設定される機能毎に当該機能の設定を指示する設定指示情報を記憶して
おり、ＣＰＵ１０は、上記設定指示を受け付けた後に、画面３００に表示中の機能の設定
指示情報を抽出する。この抽出のために、ＣＰＵ１０が上述の関連画像用情報を参照して
設定指示受付関連画像Ｉｍを表示するページ番号に基づいて表示中の機能を特定できるよ
うに、関連画像用情報には、ページ番号毎にそのページで表示する機能が示されている。
ＣＰＵ１０は、抽出した設定指示情報を、通信Ｉ／Ｆ１４を介してＭＦＰ２に送信する。
このように、ＣＰＵ１０は、本発明の「送信手段」として機能する。
【００２４】
　なお、複数の機能を設定するような場合も考えられるため、ＰＣ１では、設定指示情報
を一旦記憶部１３に登録（記憶）しておき、まとめて送信することもできる。
【００２５】
　以上のように動作するＰＣ１に対してＭＦＰ２は、以下のように動作する。すなわち、
ＭＦＰ２では、マイコン２０が、本発明の「受信手段」として、表示されていた機能の設
定指示情報をＰＣ１から通信Ｉ／Ｆ２６を介して受信する。そして、マイコン２０は、本
発明の「設定手段」として、受信した設定指示情報に基づき、ＰＣ１の表示部１１に表示
されていたＭＦＰ２の機能の設定がなされていない場合に、当該機能の設定を行うことが
できる。
　以上のようにして、ＰＣ１の表示画面に表示されている取扱説明書の内容（機能）を、
ＭＦＰ２にリモート設定することができるので、ユーザの負担を大幅に軽減することがで
きる。
【００２６】
　図５は、図１のＰＣ１からＭＦＰ２の設定をリモート設定する場合のＰＣ１及びＭＦＰ
２における処理の一例を説明するフローチャートである。
　ＰＣ１は、例えば、所定のアプリケーション（リモート設定用のアプリケーション）が
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起動されたか否かに基づき、ユーザからのリモート設定要求（外部設定要求）があったか
否かを判定する（ステップＳ１）。リモート設定要求がない場合（ＮＯの場合）、ステッ
プＳ１に戻るが、リモート設定要求があった場合（ＹＥＳの場合）は、ＭＦＰ２にネット
ワークＮを介してアクセスし（ステップＳ２）、取扱説明書情報、搭載状況情報（オプシ
ョン情報）及び装置別ページ番号情報を取得し、記憶部１３に記憶し、ステップＳ３に移
行する。なお、関連画像用情報を、ＭＦＰ２が記憶しており記憶部１３が予め保持してい
ない場合は、ＰＣ１はステップＳ２で取得する。ステップＳ２の処理は、取扱説明書情報
等を取得するためのものであるので、予め記憶部１３にこれらを記憶している場合は、省
略することができる。
【００２７】
　ステップＳ３では、ＰＣ１は、記憶部１３に記憶の搭載状況情報及び装置別ページ番号
情報に基づいて、マスク情報を作成し記憶部１３に記憶し、当該マスク情報、取扱説明書
情報及び関連画像用情報に基づいて、表示部１１に、オプション装置の搭載状況に応じた
形態で取扱説明書を表示し、その表示する内容が機能の設定方法に関するものであり且つ
マスク表示する内容でなければ、設定指示受付関連画像Ｉｍも併せて表示する。これによ
り、ユーザは、ＰＣ１の表示画面上で、ＭＦＰ２で設定可能な機能についての情報を閲覧
でき、当該機能の設定を希望する場合に「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１を押下することにより設
定指示を行うことができる。
【００２８】
　ＰＣ１では、「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１の押下を検知したか否かに基づき、ユーザが設定
を希望しているか否かを判定し、表示部１１に表示中のＭＦＰ２の機能（例えば、両面コ
ピー機能等）の設定を行うか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００２９】
　ＰＣ１は、例えば、設定指示受付関連画像Ｉｍの「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１の押下を検出
し、表示中の機能の設定を行う場合（ステップＳ４、ＹＥＳ）、表示中のページ番号に基
づき、記憶部１３の関連画像用情報を参照し、表示中の機能を特定し、設定希望機能とし
て登録し（ステップＳ５）、ステップＳ６に移行する。なお、ステップＳ４において、表
示中の設定項目の設定を行わない場合（ＮＯの場合）は、ステップＳ６に移行する。
【００３０】
　ステップＳ６では、ＰＣ１は、ユーザの操作により他の機能の表示が行われたか否かを
判定する。他の機能の表示が行われている場合（ＹＥＳの場合）は、ステップＳ４に戻り
、再度、「ＹＥＳ」ボタンＢＴ１の押下操作を待ち、その結果によって、表示中の機能の
設定を行っているため、本機器設定システムでは、複数の機能を登録することができる。
なお、登録されている機能をユーザが常に確認できるように、ＰＣは、当該機能の名称な
どを表示部１１に表示するようにしてもよい。
【００３１】
　ステップＳ６において、ユーザの操作により他の機能の表示が行われていない場合（Ｎ
Ｏの場合）、ＰＣ１は、所定のタイミングで（例えば、ユーザから設定指示完了の入力が
あった後に）、記憶部１３に設定希望機能が登録されているか否か判定する（ステップＳ
７）。登録されていない場合（ＮＯの場合）は、ＰＣ１は、アプリケーションを終了させ
る等して処理を終了するが、登録されている場合（ＹＥＳの場合）は、登録されている機
能の設定指示情報を記憶部１３から抽出し、通信Ｉ／Ｆ１４を介してＭＦＰ２に送信する
。なお、設定指示情報の抽出の前に、例えば、登録されている機能の一覧などを表示部１
１に表示し、ユーザに設定内容を確認させるようにしてもよい。表示部１１にＰＣ１にお
ける処理は、ステップＳ７で終了する。
【００３２】
　そして、ＭＦＰ２では、設定指示情報を受信し、受信した設定指示情報に基づき、登録
されていた機能（設定希望機能）の設定を自機に行うことができる。なお、ＭＦＰ２が受
信する設定指示情報は、例えば、実行することにより当該機能の設定行うことができる設
定プログラムであるが、それに基づきＭＦＰ２で当該機能の設定を行うことが可能であれ



(7) JP 4528844 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

ばいかなる形態であってもよい。
【００３３】
　なお、以上のようにして機器のリモート設定を行う場合、他のユーザがその機器を操作
していることがあるが、その場合、ＭＦＰの表示パネル２１及び操作パネル２２から構成
される操作部を用いて、以下のようにすることができる。
【００３４】
　図６（Ａ）に示すように、ＭＦＰ２では、マイコン２０が、操作部の表示パネル２１に
、受信した設定指示情報に基づく設定の実行の指示をユーザから受け付けるアイコン（「
ユーザ設定」）Ｉｃを表示する。そして、操作パネル２２のタッチパネルを介してこのア
イコンＩｃに対するユーザの操作を受け付けたときに、受信していた設定指示情報の設定
を行う。この構成により、アイコンＩｃに対して操作がなされるまで、ＭＦＰ２の設定は
変更されないので、他のユーザの操作を妨げることがなくなる。
【００３５】
　また、この場合は、好ましくは、ＰＣ１が設定指示情報と共に認証情報（パスワード）
を送信する。そして、ＭＦＰ２が、アイコンＩｃに対する操作を受け付けたときに、図６
（Ｂ）に示すように、表示パネル２１上のアイコンＩｃを非表示にすると共に、パスワー
ドの入力をユーザにうながすメッセージを含むメッセージボックスＭｂを表示し、受信し
たパスワードと同じものが操作パネル２２のテンキー２２ａから入力された後に、受信し
た指示設定情報に基づき、ユーザが希望する機能の設定を行うことが好ましい。
【００３６】
　また、以上の例では、ＭＦＰ２のリモート設定の要求等があった場合、取扱説明書につ
いて、オプション装置の搭載の有無に依存しない内容及び搭載されているオプション装置
に関する内容以外の内容については、マスク表示するよう制御しているが、表示しないよ
うにしてもよい。
【００３７】
　なお、その際、以下のようにすることが好適である。
　すなわち、ＰＣ１では、ＭＦＰ２のリモート設定の要求があった場合に、取扱説明書情
報、搭載状況情報及び装置別ページ番号情報に基づいて、取扱説明書の内容をページ番号
に基づいて編集し、現在のＭＦＰ２に関係のある内容のみを記載した編集後取扱説明書情
報を作成すればよい。このとき、編集前の取扱説明書情報に対応している関連用画像情報
についても、編集後取扱説明書情報に対応するように編集し、編集後関連用画像情報を作
成しておく。そして、ＣＰＵ１０が、編集後取扱説明書情報及び編集後関連画像用情報に
基づいた表示制御を行えば、上述のような表示を行うことができる。また、その際、設定
指示情報については、編集後関連画像用情報と現在表示中のページ番号に基づき、抽出す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態に係る機器設定システムの一例の概略構成図である。
【図２】本発明に係るＭＦＰの取扱説明書を表示する際の表示形態の例を示す図である。
【図３】本発明に係るＭＦＰの取扱説明書を表示する際の表示形態の他の例を示す図であ
る。
【図４】本発明に係るＭＦＰの機能の設定を行う際に表示される画面の一例を示す図であ
る。
【図５】図１のＰＣ１からＭＦＰ２の設定をリモート設定する場合のＰＣ１及びＭＦＰ２
における処理の一例を説明するフローチャートである。
【図６】本発明に係る機器設定の際のＭＦＰにおける操作部の様子を示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
１…ＰＣ、２…ＭＦＰ、１０…ＣＰＵ、１１…表示部、１２…操作入力部、１３…記憶部
、１４…通信Ｉ／Ｆ、２０…マイコン、２１…表示パネル、２２…操作パネル、２２ａ…
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【図１】 【図２】
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