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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置であって、
　前記画像形成装置で発生したエラーをスキップするための指示をユーザから受け付ける
受付手段と、
　前記画像形成装置で発生する複数のエラーのうち特定のエラーを、前記受付手段によっ
て受け付けられた指示に応じてスキップ可能なエラー若しくはスキップ不可能なエラーと
して設定する設定手段と、
　前記画像形成装置において前記特定のエラーが発生したとき、前記設定手段によって前
記特定のエラーがスキップ可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラーが
スキップ可能であることを前記ユーザに通知し、前記設定手段によって前記特定のエラー
がスキップ不可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラーがスキップ不可
能であることを前記ユーザに通知する通知手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記通知手段は発光部を含み、前記発光部を点灯することによって前記特定のエラーは
スキップ可能であることを通知し、前記発光部を消灯することによって前記特定のエラー
はスキップ不可能であることを通知することを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記通知手段はＬＥＤを含むことを特徴とする請求項１または請求項２記載の画像形成
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装置。
【請求項４】
　前記特定のエラーは用紙に関連するエラーであることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　用紙を格納する格納手段をさらに備え、
　前記特定のエラーは、前記格納手段に用紙がない状態を示すエラーであることを特徴と
する請求項４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記設定手段によって前記特定のエラーが前記スキップ可能なエラーとして設定されて
いるならば、前記受付手段が前記指示を受け付けたことに応じて、前記特定のエラーをス
キップし、印刷を実行する実行手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記設定手段によって前記特定のエラーが前記スキップ可能なエラーとして設定されて
いるならば、前記特定のエラーはスキップ可能であることを前記画像形成装置にネットワ
ークを介して接続される外部装置に通知し、前記設定手段によって前記特定のエラーが前
記スキップ不可能なエラーとして設定されているならば、前記特定のエラーはスキップ不
可能であることを前記画像形成装置に前記ネットワークを介して接続される前記外部装置
に通知するネットワーク通信手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像形成装置で発生する複数の前記エラーは複数のグループに分類され、
　前記設定手段は、前記分類された複数のグループのうちの特定のグループに属する特定
のエラーをスキップ可能なエラー若しくはスキップ不可能なエラーとして設定することを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　画像形成装置の制御方法であって、
　前記画像形成装置で発生したエラーをスキップするための指示をユーザから受け付ける
受付ステップと、
　前記画像形成装置で発生する複数のエラーのうち特定のエラーを、前記受付ステップに
おいて受け付けられた指示に応じてスキップ可能なエラー若しくはスキップ不可能なエラ
ーとして設定する設定ステップと、
　前記画像形成装置において前記特定のエラーが発生したとき、前記設定ステップにおい
て前記特定のエラーがスキップ可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラ
ーがスキップ可能であることを前記ユーザに通知し、前記設定ステップにおいて前記特定
のエラーがスキップ不可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラーがスキ
ップ不可能であることを前記ユーザに通知する通知ステップと、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項１０】
　画像形成装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記画像形成装置で発生したエラーをスキップするための指示をユーザから受け付ける
受付ステップと、
　前記画像形成装置で発生する複数のエラーのうち特定のエラーを、前記受付ステップに
おいて受け付けられた指示に応じてスキップ可能なエラー若しくはスキップ不可能なエラ
ーとして設定する設定ステップと、
　前記画像形成装置において前記特定のエラーが発生したとき、前記設定ステップにおい
て前記特定のエラーがスキップ可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラ
ーがスキップ可能であることを前記ユーザに通知し、前記設定ステップにおいて前記特定
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のエラーがスキップ不可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラーがスキ
ップ不可能であることを前記ユーザに通知する通知ステップと、
　を備えたことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データを印刷出力する印刷装置等においては、エラーが発生した場合はエラーが
発生したことを示す表示を行うとともに印刷出力処理を中断し、オペレータによる指示入
力を待つ技術が広く知られている。またこのときのエラーの内容によっては、ユーザがエ
ラーをスキップする指示を印刷装置に行うことで印刷を継続させる技術が知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－８１１８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　印刷装置によっては印刷装置に表示パネルを持たず、操作キーやＬＥＤのみを有する印
刷装置が知られている。このような印刷装置は一般にＰＣ上のアプリケーションから印刷
装置へ指示を行う事ができる。このため上述のエラーをスキップする印刷装置への指示も
印刷装置の操作キーあるいはＰＣ上のアプリケーションから行える。
【０００５】
　しかしながら、このような印刷装置において、表現度の高いＰＣ上のアプリケーション
と表示パネルを保持しない印刷装置とでは、ユーザに伝えられる情報量が異なる。このた
め、例えばエラーをスキップする際に画質が劣化してしまうといった警告をＰＣ上のアプ
リケーションは表現できるが、印刷装置の操作キーやＬＥＤでは表現できない。
【０００６】
　また印刷装置の操作キーやＬＥＤの表現力では発生しているエラーの内容がユーザに詳
細に伝えられない。このため多種類のエラーのスキップを操作可能にすると、ユーザは現
在発生しているエラーがスキップ指示を行うべきエラーであるのか否か判断がつかないこ
ともある。
【０００７】
　本発明の目的は、これらの問題点を解決し、画像形成装置の使い勝手を向上させること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１の画像形成装置は、前記画像形成装置で発生した
エラーをスキップするための指示をユーザから受け付ける受付手段と、前記画像形成装置
で発生する複数のエラーのうち特定のエラーを、前記受付手段によって受け付けられた指
示に応じてスキップ可能なエラー若しくはスキップ不可能なエラーとして設定する設定手
段と、前記画像形成装置において前記特定のエラーが発生したとき、前記設定手段によっ
て前記特定のエラーがスキップ可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラ
ーがスキップ可能であることを前記ユーザに通知し、前記設定手段によって前記特定のエ
ラーがスキップ不可能なエラーとして設定されているならば前記特定のエラーがスキップ
不可能であることを前記ユーザに通知する通知手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、発生したエラーがスキップ可能か否かを明示することができ、画像形
成装置の使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の一例としての画像処理装置を含む画像
処理システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１におけるＰＣのハードウェア構成を示す図である。
【図３】図１における画像処理装置のハードウェア構成を示す図である。
【図４】図２における表示部にＵＩアプリケーションによって表示される画面例を示す図
である。
【図５】図１における画像処理装置のステータスの一覧を示す図である。
【図６】図２における操作部を示す図である。
【図７】図３におけるＮＶＭＥＭに記憶される管理テーブルを示す図である。
【図８】図３におけるＣＰＵにより実行される操作部制御処理の手順を示すフローチャー
トである。
【図９】図２におけるＣＰＵにより実行される操作部制御処理の手順を示すフローチャー
トである。
【図１０】図３におけるＮＶＭＥＭに記憶される管理テーブルの変形例を示す図である。
【図１１】図３におけるＮＶＭＥＭに記憶されるスキップ処理拡張設定を示す図である。
【図１２】図３におけるＣＰＵにより実行される操作部制御処理の変形例の手順を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置１０３を含む画像処理システム１００
の概略構成を示す図である。
【００１３】
　図１において、画像処理システム１００は、画像処理装置１０３及びＰＣ１０２を備え
ている。画像処理装置１０３及びＰＣ１０２はＬＡＮなどのネットワークやＵＳＢなどで
通信可能に接続されている。又は、無線ＬＡＮやBluetooth等の無線通信によって通信可
能であってもよい。
【００１４】
　ユーザは、ＰＣ１０２で動作するＵＩアプリケーションを操作することにより画像処理
装置１０３に任意の設定や指示を行うことができる。このＵＩアプリケーションについて
は後述する。このＵＩアプリケーションは画像処理装置１０３のステータスを表示するこ
とができる。また、ユーザは画像処理装置１０３を操作して、画像処理装置１０３に各種
指示を行うことができる。このように、本実施の形態に係る画像処理装置１０３は、上位
装置であるＰＣ１０２からの指示により画像処理を実行する。
【００１５】
　図２は、図１におけるＰＣ１０２のハードウェア構成を示す図である。
【００１６】
　図２において、ＣＰＵ２０１は、ＰＣ１０２全体を制御するプロセッサである。ＲＡＭ
２０２は、ＣＰＵ２０１が動作するためのシステムワークメモリであり、プログラムを記
憶するためのプログラムメモリとして使用される。ＨＤＤ２０３はデータなどを記憶可能
な不揮発性の記憶装置である。
【００１７】
　操作部２０６は、ユーザによる指示を受け付けるためのキーボードやマウスなどである
。操作部インタフェース２０４は、操作部２０６とＣＰＵ２０１などとのインタフェース



(5) JP 6016388 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

である。この操作部インタフェース２０４は、操作部２０６でユーザが操作した内容に応
じた情報をＣＰＵ２０１に送信する。
【００１８】
　表示部２１０は、ユーザに対して情報を表示するディスプレイなどである。表示部イン
タフェース２０９は、表示部２１０とＣＰＵ２０１とのインタフェースで、ＣＰＵ２０１
の制御に応じて表示部２１０への出力信号を出力する。
【００１９】
　ＵＳＢインタフェース２０８は、画像処理装置１０３に接続するためのユニットで、Ｕ
ＳＢを介して他の画像処理装置のステータスを取得したり、ステータスを返したりするた
めに使用される。
【００２０】
　ＬＡＮインタフェース２０７は、ＬＡＮに接続するためのユニットで、ＬＡＮを介して
他の画像処理装置のステータスを取得したり、ステータスを返したりするために使用され
る。以上説明した各部は、システムバス２０５で接続される。
【００２１】
　図３は、図１における画像処理装置１０３のハードウェア構成を示す図である。
【００２２】
　図３において、ＣＰＵ３０１は、画像処理装置１０３全体を制御するプロセッサである
。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモリであり、プログ
ラムを記憶するためのプログラムメモリや、画像データを一時記憶するための画像メモリ
でもある。
【００２３】
　ＮＶＭＥＭ３０４（記憶手段）は、不揮発性のメモリであり、後述する管理テーブルや
設定情報などが記憶される。ＦＬＡＳＨＲＯＭ３０２は書き換え可能な不揮発性のメモリ
であり、画像処理装置１０３を制御するための各種制御プログラムが記録される。
【００２４】
　操作部３１６は、画像処理装置１０３をユーザが操作するためのキーと、画像処理装置
１０３の状態を示すＬＥＤとを備える。操作部インタフェース３１５は、操作部３１６と
のインタフェースで、操作部３１６が備えるＬＥＤの制御情報を送信する。また、操作部
２０６からユーザにより操作された内容に応じた情報を、ＣＰＵ３０１に送信する。
【００２５】
　給紙部３１７、給紙部３１８は用紙を保持し、プリンタ３１１が印刷を行う際の用紙を
供給する。ＵＳＢインタフェース３０６は、ＰＣ１０２とＵＳＢで接続するためのインタ
フェースである。ＬＡＮインタフェース３１４は、ＰＣ１０２とネットワークで接続する
ためのインタフェースである。
【００２６】
　以上説明したＣＰＵ３０１、ＲＡＭ３０３、ＮＶＭＥＭ３０４、ＦＬＡＳＨＲＯＭ３０
２、操作部インタフェース３１５、ＵＳＢインタフェース３０６、ＬＡＮインタフェース
３１４、及びイメージバスインタフェース３０７は、システムバス３０５で接続される。
【００２７】
　イメージバスインタフェース３０７は、システムバス３０５との間で画像データを高速
で転送する画像バス３１２とを接続し、データ構造を変換するバスブリッジである。画像
バス３１２は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。
【００２８】
　ＲＩＰ（ラスタイメージプロセッサ）３０８はＰＤＬコードのようなベクトルデータを
ビットマップイメージに展開する。プリンタインタフェース３１０は、プリンタ３１１と
コントローラユニット３１３とのインタフェースであり、画像データの同期系／非同期系
の変換を行う。
【００２９】
　画像処理部３０９は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行ったり、印刷する画
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像データに対して、プリンタ３１１の補正、解像度変換などを行う。また、これに加えて
、画像データの回転を行って利、多値画像データに対してはＪＰＥＧの圧縮伸張処理、２
値画像データに対してはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨなどの圧縮伸張処理を行う。
【００３０】
　プリンタ３１１は、ラスタイメージデータが示す画像を用紙に印刷する。印刷方式は感
光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからインクを吐出し
て用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等があるが、どの方式でも構わない。
プリント動作の起動は、ＣＰＵ３０１からの指示によって開始される。
【００３１】
　以上説明したＲＩＰ３０８、プリンタインタフェース３１０、イメージバスインタフェ
ース３０７、及び画像処理部３０９は、画像バス３１２で接続される。
【００３２】
　図４は、図２における表示部２１０にＵＩアプリケーションによって表示される画面例
４０１を示す図である。
【００３３】
　図４における画面例４０１は、画像処理装置１０３に関する操作を行うための画面例で
ある。ＵＩアプリケーションはＰＣのＣＰＵ２０１によって実行される。ＵＩアプリケー
ションはＵＳＢインタフェース２０８、またはＬＡＮインタフェース２０７によって画像
処理装置１０３と通信可能となっている。また、ユーザがＵＩアプリケーションをＰＣ１
０２にインストールする際に、ＵＩアプリケーションは画像処理装置１０３と関連付けら
れる。
【００３４】
　画面例４０１は、画像処理装置状態表示部４０５を含む。画像処理装置状態表示部４０
５はＵＩアプリケーションと接続されている画像処理装置１０３のステータスに応じた内
容を表示する。４０５の表示の形態は、画像処理装置１０３の概観を示すアイコン等の画
像を表示し、その画像の表示（色や形等）を画像処理装置１０３のステータスに応じて変
える。画像処理装置１０３のステータスについては後述する。
【００３５】
　画面例４０１は、画像処理装置状態説明部４０６を含む。画像処理装置状態説明部４０
６はＵＩアプリケーションと接続されている画像処理装置１０３のステータスに応じたテ
キストを表示する。
【００３６】
　画面例４０１は、ジョブ実行状況表示部４０４を含む。ジョブ実行状況表示部４０４は
ＵＩアプリケーションと接続されている画像処理装置の実行しているジョブの印刷状況を
表示する。図４では、ドキュメント名ｔｅｓｔ１．ｄｏｃというデータの印刷がＵｓｅｒ
１というユーザの指示により印刷されており、６ページ中３ページまで印刷が完了したこ
とを示している。画像処理装置が印刷を行っていなければジョブ実行状況表示部４０４に
は何も表示されない。
【００３７】
　さらに、画面例４０１は、エラースキップボタン４０２を含む。エラースキップボタン
４０２を、ユーザが操作部２０６を用いて操作することで、画像処理装置で発生している
エラーをスキップし、印刷を継続することができる。このエラースキップボタン４０２に
よるスキップは、エラーをスキップして印刷を継続することが可能なステータス時のみ有
効となる。
【００３８】
　エラーをスキップして印刷を継続することが可能なステータスであるか否かはＣＰＵ３
０１により判断される。判断結果はＵＳＢインタフェース２０８、またはＬＡＮインタフ
ェース２０７によってＣＰＵ２０１に伝えられる。ＣＰＵ２０１はその結果を用いてＵＩ
アプリケーションを制御する。
【００３９】
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　画面例４０１は設定ボタン４０３を含む。設定ボタン４０３をユーザが操作部２０６を
用いて操作することで画像処理装置の設定を変更することができる。設定ボタン４０３操
作時の動作ついては後述する。
【００４０】
　図５は、図１における画像処理装置１０３のステータスの一覧を示す図である。
【００４１】
　図５において、一覧には、画像処理装置１０３に発生したエラーの内容、又は当該画像
処理装置１０３の状態を示す種々のステータスが示されている。
【００４２】
　このうち、レディ５０１は画像処理装置１０３が印刷可能な状態を示す。印刷中５０２
は画像処理装置１０３が印刷動作を行っている状態を示す。トナーなし５０３はトナーカ
ートリッジが画像処理装置１０３にセットされていない状態を示す。
【００４３】
　トナー切れ５０４はトナーの残量が少なく印字品質が保証できない状態を示す。用紙不
一致５０５は画像処理装置１０３の給紙部３１７，３１８に保持されている用紙サイズと
印刷に指定された用紙サイズとが異なっている状態を示す。用紙なし５０６は給紙部３１
７，３１８に用紙が無い状態を示す。
【００４４】
　図６は、図２における操作部３１６を示す図である。
【００４５】
　図６において、トナーＬＥＤ６０２は、画像処理装置１０３のステータスが、トナーな
し５０３、またはトナー切れ５０４であるときに点灯する。
【００４６】
　レディＬＥＤ６０３は、画像処理装置１０３のステータスが、レディ５０１、または印
刷中５０２であるときに点灯する。
【００４７】
　紙ＬＥＤ６０４は、画像処理装置１０３のステータスが、用紙不一致５０５、または用
紙なし５０６であるときに点灯する。
【００４８】
　スキップＬＥＤ６０５は、画像処理装置１０３のステータスが、スキップボタン６０１
をユーザが押下することでエラーをスキップして印刷を継続することが可能なステータス
であるときに点灯する。エラーをスキップし印刷を継続することが可能なステータスか否
かはＣＰＵ３０１により判断され、操作部インタフェース３１５を介して操作部３１６に
通知される。このスキップＬＥＤ６０５は、発生したエラーがスキップ可能か否かをユー
ザに対して明示する明示手段の一例である。また、スキップＬＥＤ６０５は、発生したエ
ラーがスキップ可能か否かをＬＥＤの点灯または消灯によりユーザに対して明示する。
【００４９】
　図７は、図３におけるＮＶＭＥＭ３０４に記憶される管理テーブル７０１を示す図であ
る。
【００５０】
　図７において、管理テーブル７０１は、図５で説明した画像処理装置１０３の状態を示
す種々のステータスと当該ステータスが属するグループとの対応関係を示すテーブルであ
る。
【００５１】
　具体的に管理テーブル７０１は、種々のステータスをグループ１、グループ２、グルー
プ３にグループ分けしている。
【００５２】
　レディ５０１、印刷中５０２、及びトナーなしは、グループ１に属する。トナー切れ５
０４は、グループ２に属する。用紙不一致５０５、及び用紙なし５０６は、グループ３に
属する。
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【００５３】
　図８は、本実施例における画像処理装置１０３により実行される操作部制御処理の手順
を示すフローチャートである。本フローチャートの各ステップは、図３のＣＰＵ３０１が
、ＮＶＭＥＭ３０４やＦｌａｓｈＲＯＭ３０２等のメモリに格納されたプログラムをＲＡ
Ｍ３０３に展開して実行することによって処理される。
【００５４】
　図８において、ステータスに変化が生じると、まずステータスがグループ１に属するか
否か判別する（ステップＳ８０１）。ステップＳ８０１の判別の結果、ステータスがグル
ープ１に属するときは（ステップＳ８０１でＹＥＳ）、操作部３１６に、現在のステータ
スと、エラーのスキップができないことを示すスキップ不可とを通知することで操作部３
１６にスキップＬＥＤ６０５を消灯させる（ステップＳ８０３）。ここでは、スキップＬ
ＥＤ６０５の消灯に加え、現在のステータスに応じたＬＥＤが点灯する。また、スキップ
ＬＥＤ６０５の消灯とは、もともと点灯していない場合、その状態を継続することも意味
する。
【００５５】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ不可とを通知し（ス
テップＳ８０４）、本処理を終了する。
【００５６】
　一方、ステップＳ８０１の判別の結果、ステータスがグループ１に属さないときは（ス
テップＳ８０１でＮＯ）、ステータスがグループ２に属するか否か判別する（ステップＳ
８０２）。ステップＳ８０２の判別の結果、ステータスがグループ２に属するときは（ス
テップＳ８０２でＹＥＳ）、操作部３１６に、現在のステータスと、スキップ不可とを通
知することで操作部３１６にスキップＬＥＤ６０５を消灯させる（ステップＳ８０５）。
ここでは、スキップＬＥＤ６０５の消灯に加え、現在のステータスに応じたＬＥＤが点灯
する。
【００５７】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ不可とを通知し（ス
テップＳ８０６）、本処理を終了する。
【００５８】
　一方、ステップＳ８０２の判別の結果、ステータスがグループ２に属さないときは（ス
テップＳ８０２でＮＯ）、操作部３１６に、現在のステータスと、エラーのスキップがで
きることを示すスキップ可とを通知することで操作部３１６にスキップＬＥＤ６０５を点
灯させる（ステップＳ８０７）。ここでは、スキップＬＥＤ６０５の点灯に加え、現在の
ステータスに応じたＬＥＤが点灯する。
【００５９】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ可とを通知し（ステ
ップＳ８０８）、本処理を終了する。
【００６０】
　上述したステップＳ８０１，８０２は、画像処理装置１０３のステータスに変化が生じ
た場合に、現在のステータスが属するグループに応じて、発生したエラーがスキップ可能
か否かを判別する判別手段の一例である。
【００６１】
　また、上述したステップＳ８０３，８０５，８０７は、判別の結果に応じて、スキップ
ＬＥＤ６０５を制御する明示制御手段の一例である。さらに、ステップＳ８０４，８０６
，８０８は、判別の結果を、上位装置に通知する通知手段の一例である。
【００６２】
　図８の処理によれば、まず画像処理装置１０３のステータスに変化が生じた場合に、現
在のステータスが属するグループに応じて、発生したエラーがスキップ可能か否かを判別
する（ステップＳ８０１，８０２）。そして、判別の結果に応じて、スキップＬＥＤ６０
５を制御する（ステップＳ８０３，８０５，８０７）。次いで、判別の結果を、ＰＣ１０
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２に通知する（ステップＳ８０４，８０６，８０８）。その結果、ユーザに対してスキッ
プ可能か否か明確に明示されるので、発生したエラーがスキップ可能か否かを明示する画
像処理装置の使い勝手を向上させることができる。
【００６３】
　図９は、ＰＣ１０２により実行される操作部制御処理の手順を示すフローチャートであ
る。図９の各ステップは、図２のＣＰＵ２０１が、ＨＤＤ２０３等に格納されたプログラ
ムをＲＡＭ２０２に展開して実行することによって処理される。
【００６４】
　図９において、画像処理装置１０３から、スキップ可が通知されたか否か判別する（ス
テップＳ９０１）。ステップＳ９０１の判別の結果、スキップ可が通知されていないとき
、すなわちスキップ不可が通知されたときは（ステップＳ９０１でＮＯ）、エラースキッ
プボタン４０２を無効にし（ステップＳ９０３）、ステップＳ９０４に進む。
【００６５】
　一方、ステップＳ９０１の判別の結果、スキップ可が通知されたときは（ステップＳ９
０１でＹＥＳ）、エラースキップボタン４０２を有効にする（ステップＳ９０２）。
【００６６】
　次いで、画像処理装置１０３から通知されたステータスに応じた内容を画像処理装置状
態表示部４０５に表示し（ステップＳ９０４）、ステータスに応じたテキストを画像処理
装置状態説明部４０６に表示して（ステップＳ９０５）、本処理を終了する。
【００６７】
　上述した図５は、３つのグループに分けた場合を示したステータスの一覧であったが、
他の複数のグループに分けるようにしてもよい。
【００６８】
　図１０は、図３におけるＮＶＭＥＭ３０４に記憶される管理テーブル１００１の変形例
を示す図である。
【００６９】
　図１０におけるステータスは、図５に示したステータスと変わらない。そして、図９に
おいて、管理テーブル７０１は、図５で説明した各ステータスが属するグループを示して
いる。具体的には、ステータスをグループ１、グループ２、グループ３、グループ４にグ
ループ分けしている。
【００７０】
　レディ５０１、印刷中５０２、及びトナーなしは、グループ１に属する。トナー切れ５
０４は、グループ２に属する。用紙不一致５０５は、グループ３に属する。用紙なし５０
６は、グループ４に属する。
【００７１】
　図１１は、図３におけるＮＶＭＥＭ３０４に記憶されるスキップ処理拡張設定１１０１
を示す図である。
【００７２】
　図１１において、スキップ処理拡張設定１１０１には、０または１が設定される。この
スキップ処理拡張設定１１０１は、ステータスが予め定められたグループに属する場合に
、発生したエラーをスキップ可能とするか否かを示し、スキップ可能な対象を拡張するた
めの設定である。このスキップ処理拡張設定１１０１に０が設定されている場合には、ス
キップ不可とし、１が設定されている場合には、スキップ可とするように制御される。
【００７３】
　発生したエラーがスキップ可能か否かを判別する際には、拡張設定テーブルがさらに用
いられる。
【００７４】
　図１２は、本実施例における画像処理装置１０３により実行される操作部制御処理の変
形例の手順を示すフローチャートである。本フローチャートの各ステップは、図３のＣＰ
Ｕ３０１が、ＮＶＭＥＭ３０４やＦｌａｓｈＲＯＭ３０２等のメモリに格納されたプログ
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ラムをＲＡＭ３０３に展開して実行することによって処理される。
【００７５】
　図１２において、ステータスに変化が生じると、まずステータスがグループ１に属する
か否か判別する（ステップＳ１２０１）。ステップＳ１２０１の判別の結果、ステータス
がグループ１に属するときは（ステップＳ１２０１でＹＥＳ）、操作部３１６に、現在の
ステータスと、スキップ不可とを通知することで操作部３１６にスキップＬＥＤ６０５を
消灯させる（ステップＳ１２０９）。ここでは、スキップＬＥＤ６０５の消灯に加え、現
在のステータスに応じたＬＥＤが点灯する。
【００７６】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ不可とを通知し（ス
テップＳ１２１０）、本処理を終了する。
【００７７】
　一方、ステップＳ１２０１の判別の結果、ステータスがグループ１に属さないときは（
ステップＳ１２０１でＮＯ）、ステータスがグループ２に属するか否か判別する（ステッ
プＳ１２０２）。ステップＳ１２０２の判別の結果、ステータスがグループ２に属すると
きは（ステップＳ１２０２でＹＥＳ）、操作部３１６に、現在のステータスと、スキップ
不可とを通知することで操作部３１６にスキップＬＥＤ６０５を消灯させる（ステップＳ
１２０７）。ここでは、スキップＬＥＤ６０５の消灯に加え、現在のステータスに応じた
ＬＥＤが点灯する。
【００７８】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ不可とを通知し（ス
テップＳ１２０８）、本処理を終了する。
【００７９】
　一方、ステップＳ１２０２の判別の結果、ステータスがグループ２に属さないときは（
ステップＳ１２０２でＮＯ）、ステータスがグループ３に属するか否か判別する（ステッ
プＳ１２０３）。
【００８０】
　ステップＳ１２０３の判別の結果、ステータスがグループ３に属するときは（ステップ
Ｓ１２０３でＹＥＳ）、操作部３１６に、現在のステータスと、エラーのスキップができ
ることを示すスキップ可とを通知することで操作部３１６にスキップＬＥＤ６０５を点灯
させる（ステップＳ１２０５）。ここでは、スキップＬＥＤ６０５の点灯に加え、現在の
ステータスに応じたＬＥＤが点灯する。
【００８１】
　次いで、ＵＩアプリケーションに、現在のステータスと、スキップ可とを通知し（ステ
ップＳ１２０６）、本処理を終了する。
【００８２】
　ステップＳ１２０３の判別の結果、ステータスがグループ３に属さないときは（ステッ
プＳ１２０３でＹＥＳ）、グループ４に属すると判断して、スキップ拡張処理設定に１が
設定されているか否か判別する（ステップＳ１２０４）。
【００８３】
　ステップＳ１２０４の判別の結果、スキップ拡張処理設定に０が設定されているときは
（ステップＳ１２０４でＮＯ）、上記ステップＳ１２０７に進む。
【００８４】
　一方、ステップＳ１２０４の判別の結果、スキップ拡張処理設定に１が設定されている
ときは（ステップＳ１２０４でＹＥＳ）、上記ステップＳ１２０５に進む。
【００８５】
　（他の実施の形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
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ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００８６】
１００　画像処理システム
１０２　ＰＣ
１０３　画像処理装置
２０１，３０１　ＣＰＵ
２０２，３０３　ＲＡＭ
２０３　ＨＤＤ
２０６，３１６　操作部
２０７，３１４　ＬＡＮインタフェース
２０８，３０６　ＵＳＢインタフェース
２１０　表示部
３０２　ＦｌａｓｈＲＯＭ
３１１　プリンタ
４０１　画面例
４０２　エラースキップボタン
６０５　スキップＬＥＤ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】



(13) JP 6016388 B2 2016.10.26

【図９】

【図１０】
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【図１２】



(14) JP 6016388 B2 2016.10.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－３３５０２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２１９７２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０３７５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１３８３９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　２９／４６　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

