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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の装置との間で通信する通信手段と、
　自装置に関する初期設定を実施する旨が指定されたときに前記通信手段に対し通信を禁
止させる禁止手段と、
　前記通信手段による通信が禁止された状態で前記初期設定の設定情報の入力を受け付け
る処理を実行する実行手段と、
　前記禁止手段が通信を禁止させた後、第１の時間及び前記第１の時間よりも長い時間で
ある第２の時間の計時を開始し、前記設定情報の入力が行われない状態が前記第１の時間
を経過したときは、初期設定すべき旨を報知させる制御を行い、前記設定情報の入力が行
われない状態が前記第２の時間を経過したときは、前記実行手段に対し前記処理の実行を
終了させるとともに前記通信手段に対し通信を許可する制御を行う制御手段と、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記実行手段が受け付けた前記設定情報を記憶する記憶手段と、
　前記初期設定にかかわる全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目の設定情報を
使用する処理に対応する処理要求を受け付ける受付手段と、
　を更に有し、
　前記制御手段は、
　前記受付手段が受け付けた前記処理要求に応じた処理で使用される設定情報が前記記憶
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手段に記憶されていないときは、当該処理要求は実施されない旨を報知させる制御を行う
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記処理要求に応じた処理で使用される設定情報が前記記憶手段に記憶されていないと
きは、前記少なくとも一つの設定項目の設定情報を設定するための設定画面を表示させる
制御を行う、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記処理要求に応じた処理で使用される設定情報が前記記憶手段に記憶されていないと
きは、当該処理要求は正常に処理されない旨を報知させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記初期設定にかかわる全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目の設定情報を
使用する処理に対応する処理要求を受け付ける受付手段、を更に有し、
　前記制御手段は、
　前記受付手段が前記処理要求を受け付けた場合に、前記全ての設定項目に対応する設定
情報が前記記憶手段に記憶されていないときは、初期設定すべき旨を報知させる制御を行
う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記受付手段は、
　前記処理要求以外の要求であって前記外部の装置との間の通信による情報の授受を必要
とする要求を受け付け、
　前記制御手段は、
　前記受付手段が前記処理要求以外の要求を受け付けた場合に、前記初期設定にかかわる
全ての設定項目に対応する設定情報が前記記憶手段に記憶されていないときは、前記通信
手段を介して前記処理要求以外の要求に対する結果を応答する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６の何れか一項に記載の画像形成装置と、
　前記画像形成装置との間で通信する通信装置と、
　を有することを特徴とする画像形成システム。
【請求項８】
　画像形成装置に関する初期設定を実施する旨が指定されたときに通信手段に対し通信を
禁止させる禁止処理過程と、
　前記通信手段による通信が禁止された状態で前記初期設定の設定情報の入力を受け付け
る処理を実行する実行処理過程と、
　前記禁止処理過程で通信が禁止された後、第１の時間及び前記第１の時間よりも長い時
間である第２の時間の計時を開始し、前記設定情報の入力が行われない状態が前記第１の
時間を経過したときは、初期設定すべき旨を報知させる制御を行い、前記設定情報の入力
が行われない状態が前記第２の時間を経過したときは、前記実行手段に対し前記処理の実
行を終了させるとともに前記通信手段に対し通信を許可する制御を行う制御処理過程と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、画像形成システム、処理プログラムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置には、ファックス機能、スキャン機能、プリント機能など複数の機能を有
する画像形成装置（複合機と呼ばれる）がある。複数の機能を有する画像形成装置（複合
機）には、当該画像形成装置を設置する環境に応じて初期設定を円滑に行うためのセット
アップウィザード機能を有する。ユーザは、そのセットアップウィザード機能により、対
話形式で初期設定にかかわる各設定項目の設定値を設定する。
【０００３】
　なお、画像形成装置としては、例えば特許文献１、特許文献２、特許文献３に記載され
たものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２９０３９７号公報
【特許文献２】特開２００６－０８８４７９号公報
【特許文献３】特開２００８－２０５８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、初期設定を促すことのできる画像形成装置、画像形成システム、処理プログ
ラ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】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の本発明の画像形成装置は、外部の装置との
間で通信する通信手段と、自装置に関する初期設定を実施する旨が指定されたときに前記
通信手段に対し通信を禁止させる禁止手段と、前記通信手段による通信が禁止された状態
で前記初期設定の設定情報の入力を受け付ける処理を実行する実行手段と、前記禁止手段
が通信を禁止させた後、第１の時間及び前記第１の時間よりも長い時間である第２の時間
の計時を開始し、前記設定情報の入力が行われない状態が前記第１の時間を経過したとき
は、初期設定すべき旨を報知させる制御を行い、前記設定情報の入力が行われない状態が
前記第２の時間を経過したときは、前記実行手段に対し前記処理の実行を終了させるとと
もに前記通信手段に対し通信を許可する制御を行う制御手段と、を有することを特徴とす
る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、上記請求項１に記載の発明において、前記実行手段が受け付
けた前記設定情報を記憶する記憶手段と、前記初期設定にかかわる全ての設定項目の中の
少なくとも一つの設定項目の設定情報を使用する処理に対応する処理要求を受け付ける受
付手段と、を更に有し、前記制御手段は、前記受付手段が受け付けた前記処理要求に応じ
た処理で使用される設定情報が前記記憶手段に記憶されていないときは、当該処理要求は
実施されない旨を報知させる制御を行う、ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、上記請求項２に記載の発明において、前記制御手段は、前記
処理要求に応じた処理で使用される設定情報が前記記憶手段に記憶されていないときは、
前記少なくとも一つの設定項目の設定情報を設定するための設定画面を表示させる制御を
行う、ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、上記請求項２に記載の発明において、前記制御手段は、前記
処理要求に応じた処理で使用される設定情報が前記記憶手段に記憶されていないときは、
当該処理要求は正常に処理されない旨を報知させる制御を行う、ことを特徴とする。
【００１１】
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　請求項５に記載の発明は、上記請求項１に記載の発明において、前記初期設定にかかわ
る全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目の設定情報を使用する処理に対応する
処理要求を受け付ける受付手段、を更に有し、前記制御手段は、前記受付手段が前記処理
要求を受け付けた場合に、前記全ての設定項目に対応する設定情報が前記記憶手段に記憶
されていないときは、初期設定すべき旨を報知させる制御を行う、ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、上記請求項５に記載の発明において、前記受付手段は、前記
処理要求以外の要求であって前記外部の装置との間の通信による情報の授受を必要とする
要求を受け付け、前記制御手段は、前記受付手段が前記処理要求以外の要求を受け付けた
場合に、前記初期設定にかかわる全ての設定項目に対応する設定情報が前記記憶手段に記
憶されていないときは、前記通信手段を介して前記処理要求以外の要求に対する結果を応
答する、ことを特徴とする。
【００１４】
　上記課題を解決するため、請求項７に記載の本発明の画像形成システムは、請求項１乃
至請求項６の何れか一項に記載の画像形成装置と、前記画像形成装置との間で通信する通
信装置と、を有することを特徴とする。
【００１５】
　上記課題を解決するため、請求項８に記載の本発明の処理プログラムは、画像形成装置
に関する初期設定を実施する旨が指定されたときに通信手段に対し通信を禁止させる禁止
処理過程と、前記通信手段による通信が禁止された状態で前記初期設定の設定情報の入力
を受け付ける処理を実行する実行処理過程と、前記禁止処理過程で通信が禁止された後、
第１の時間及び前記第１の時間よりも長い時間である第２の時間の計時を開始し、前記設
定情報の入力が行われない状態が前記第１の時間を経過したときは、初期設定すべき旨を
報知させる制御を行い、前記設定情報の入力が行われない状態が前記第２の時間を経過し
たときは、前記実行手段に対し前記処理の実行を終了させるとともに前記通信手段に対し
通信を許可する制御を行う制御処理過程と、をコンピュータに実行させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１記載の発明によれば、画像形成装置に関する初期設定を促すことができる。
【００１７】
　また、請求項１記載の発明によれば、画像形成装置に関する初期設定が未了の状態であ
っても外部の装置との通信を実施することができる。
【００１８】
　請求項２記載の発明によれば、初期設定にかかわる初期化されていない設定項目を使用
する処理要求を受け付けた場合に、当該設定項目の初期設定を促すことができる。
【００１９】
　請求項３記載の発明によれば、初期設定にかかわる初期化されていない設定項目を使用
する処理要求を受け付けた場合に、当該設定項目の初期設定を実施させることができる。
【００２０】
　請求項４記載の発明によれば、初期設定にかかわる初期化されていない設定項目を使用
する処理要求を受け付けた場合に、当該処理要求は正常に処理されない旨を報知すること
ができる。
【００２１】
　請求項５記載の発明によれば、初期設定にかかわる全ての設定項目の中の所望の設定項
目を使用する処理要求を受け付けた場合に、当該全ての設定項目に対応する設定情報が未
設定のときは、画像形成装置に関する初期設定を促すことができる。
【００２３】
　請求項６記載の発明によれば、初期設定にかかわる全ての設定項目の中の所望の設定項
目を使用する処理要求以外の要求を受け付けた場合に、当該処理要求以外の要求に対する
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結果を応答することができる。
【００２４】
　請求項７記載の発明によれば、画像形成装置に関する初期設定を促すことができる。
【００２５】
　請求項８記載の発明によれば、画像形成装置に関する初期設定を促させるソフトウェア
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１の実施の形態に係わる画像形成システムの構成を示す構成図である。
【図２】第１の実施の形態に係わる印刷装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理を説明する図である。
【図４】第１の実施の形態に係わる設定情報の流れを説明する図である。
【図５】第１の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図６】第２の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理を説明する図である。
【図７】第２の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図８】第３の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理を説明する図である。
【図９】第３の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図１０】第４の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理を説明する図である。
【図１１】第４の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１２】第５の実施の形態に係わる印刷装置の初期設定処理を説明する図である。
【図１３】第５の実施の形態に係わるユーザオペレーションの手順を示すフローチャート
である。
【図１４】第５の実施の形態に係わる印刷装置による要求に応じた処理の処理手順を示す
フローチャートである。
【図１５】第１の実施の形態に係わる印刷装置のハードウェア構成を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一例としての実施の形態について、図面に基づいて詳細に説明する。な
お、実施の形態を説明するための図面において、同一の構成要素には原則として同一の符
号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００２８】
　（第１の実施の形態）
【００２９】
　第１の実施の形態に係わる画像形成システムの構成について、図１を参照して説明する
。
【００３０】
　画像形成システム１は、図１に示すように、複数（ｎ）の印刷装置１０＃１，１０＃２
，１０＃３，・・・，１０＃ｎと、複数（ｍ）のホストコンピュータ（以下「ホスト装置
」という。）２０＃１，２０＃２，２０＃３，・・・，２０＃ｍと、が通信回線３０を介
して接続されている。また、複数の印刷装置１０＃１～１０＃ｎは、ＩＳＤＮ網やＰＳＴ
Ｎ網などの公衆回線４０を介して接続されている。
【００３１】
　複数の印刷装置１０＃１～１０＃ｎは、画像形成装置として機能するものであり、ファ
ックス機能、スキャン機能、プリント機能など複数の機能を有する。これら複数の印刷装
置１０＃１～１０＃ｎのそれぞれは、他の印刷装置およびホスト装置など外部の装置との
通信を行う。なお、これら複数の印刷装置１０＃１～１０＃ｎを総称して印刷装置１０と
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表記する。
【００３２】
　複数のホスト装置２０＃１～２０＃３ｍは、通信装置として機能するものであり、複数
の印刷装置の中の所望の印刷装置との通信により情報の授受を行う。
【００３３】
　通信回線３０としては、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ＝Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）や電話回線などの有線通信回線、無線ＬＡＮなどの無線通信回線、さ
らには、これらの通信回線を組み合わせたもの、などが挙げられる。第１の実施の形態で
は、通信回線３０はネットワークを採用するものとする。
【００３４】
　印刷装置１０は、図２に示すように、制御命令解析部１１０、ホストＩ／Ｆ部１２０、
パネル制御部１３０、操作パネル１４０、ＵＩ記憶部１５０、設定管理部１６０、設定記
憶部１７０、印刷データ制御部１８０、履歴情報記憶部１９０、ＦＡＸ制御部２１０、Ｆ
ＡＸユニット２２０、スキャナ制御部２３０、スキャナユニット２４０、エンジン制御部
２５０および印刷エンジン２６０を有している。
【００３５】
　制御命令解析部１１０は、ホストＩ／Ｆ部１２０から受け取った通信情報（処理要求な
ど）、あるいはパネル制御部１３０から受け取った入力情報（処理要求など）を解析し、
この解析した結果に応じて、設定管理部１６０、印刷データ制御部１８０、ＦＡＸ制御部
２１０、スキャナ制御部２３０、エンジン制御部２５０を制御する。
【００３６】
　ホストＩ／Ｆ部１２０は、通信手段の機能を有し、通信回線３０を介して外部の装置例
えばホスト装置との通信を行うものであり、ホスト装置からの通信情報を受信し、この通
信情報を制御命令解析部１１０へ出力するとともに、制御命令解析部１１０からの送信情
報を送信先のホスト装置へ送信する。
【００３７】
　パネル制御部１３０は、図３に示すように、禁止制御部１３１、実行部１３２および制
御部１３３を有している。
【００３８】
　禁止制御部１３１は、禁止手段の機能を有し、当該印刷装置（自装置）に関する初期設
定を実施する旨が指定されたときに、通信手段（ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニ
ット２２０）に対し通信を禁止させる（禁止させる命令を出力する）。この通信を禁止さ
せる命令（通信禁止命令）は、制御命令解析部１１０に与えられ、さらにホストＩ／Ｆ部
１２０に与えられるとともに、ＦＡＸ制御部２１０を介してＦＡＸユニット２２０に与え
られる。
【００３９】
　本願明細書では、印刷装置（自装置）に関する初期設定は、導入設定つまりセットアッ
プウィザードを意味する。そのため、印刷装置に関する初期設定と印刷装置に関する導入
設定（セットアップウィザード）とは同一の意味であるものとする。換言すれば、セット
アップウィザードに対して設定情報を設定するということは、上記初期設定の設定情報を
設定することを意味する。
【００４０】
　これ以降の説明においては、初期設定を導入設定と表記し、必要に応じて初期設定と導
入設定とを併記することとする。
【００４１】
　実行部１３２は、実行手段の機能を有し、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット
２２０による通信が禁止された状態で、上記導入設定（初期設定）の設定情報を受け付け
る処理を実行する。
【００４２】
　すなわち、実行部１３２は、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０による
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通信が禁止された状態で、ＵＩ記憶部１５０からユーザインタフェースソフトウェア１５
１に含まれるセットアップウィザードソフトウェアを読み出して実行することにより、ユ
ーザインタフェース情報（ＵＩ情報）としての上記初期設定を行うためのセットアップウ
ィザード（セットアップウィザード画面）を表示部１４１に表示させるとともに、当該表
示されたセットアップウィザードに対して入力された設定情報を受け付ける。
【００４３】
　実行部１３２が受け付けた設定情報は、制御命令解析部１１０および設定管理部１６０
を介して設定記憶部１７０に格納される。
【００４４】
　制御部１３３は、制御手段の機能を有し、上記表示されたセットアップウィザードに対
する上記設定情報の入力が行われない状態が予め設定された時間を経過したときは、導入
設定（初期設定）すべき旨を報知させる制御を行う。具体的には、制御部１３３は、操作
パネル１４０の表示部１４２、ＬＥＤ１４３およびスピーカー１４４に対し報知制御を行
う。
【００４５】
　また、制御部１３３は、上記表示されたセットアップウィザードに対する上記設定情報
の入力が行われない状態が上記予め設定された時間よりも長い予め設定された時間を経過
したときは、実行部１３２に対し上記処理の実行を終了させる（処理の強制終了命令を出
力する）とともにホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０に対し通信を許可す
る（許可する命令を出力する）。この通信を許可する命令（通信許可命令）は、制御命令
解析部１１０に与えられ、さらにホストＩ／Ｆ部１２０に与えられるとともに、ＦＡＸ制
御部２１０を介してＦＡＸユニット２２０に与えられる。
【００４６】
　操作パネル１４０は、入力情報を入力する入力部１４１、表示情報を表示する表示部１
４２、ＬＥＤ１４３およびＢｅｅｐ音（ビープ音）を鳴動させるスピーカー１４４を有し
ている。
【００４７】
　入力部１４１は、当該印刷装置（自装置）に関する導入設定を実施する旨の指定、セッ
トアップウィザード画面や設定画面に対する設定情報の入力、ファクシミリ（以下「ＦＡ
Ｘ」という。）要求（ＦＡＸ送信要求）やスキャン要求など処理要求の入力などを行うも
のである。
【００４８】
　表示部１４２は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）で構成され、セットアップウィザ
ード画面や設定画面など、導入設定すべき旨など表示情報を表示する。
【００４９】
　また、表示部１４２は、導入設定すべき旨の表示、導入設定すべき旨の表示情報の点滅
あるいは反転表示により、導入設定すべき旨を報知する。
【００５０】
　ＬＥＤ１４３は、点滅することにより導入設定すべき旨を報知する。
【００５１】
　スピーカー１４４は、Ｂｅｅｐ音（ビープ音）を鳴動させることにより導入設定すべき
旨を報知する。
【００５２】
　このようなパネル制御部１３０は、操作パネル１４０から与えられる入力情報を制御命
令解析部１１０へ出力するとともに、制御命令解析部１１０の制御に従って表示情報を操
作パネル１４０へ提供し、さらに導入設定すべき旨を報知する。
【００５３】
　ＵＩ記憶部１５０は、上記セットアップウィザード（セットアップウィザード画面）と
ＦＡＸ機能、スキャナ機能およびプリント機能の機能毎の設定画面とを含むユーザインタ
フェースの機能を実現するユーザインタフェースソフトウェア１５１を記憶している。
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【００５４】
　設定管理部１６０は、図４に示すように、パネル制御部１３０の実行部１３２から出力
され、制御命令解析部１１０から渡された設定情報を設定記憶部１７０に格納する。
【００５５】
　設定記憶部１７０は、記憶手段の機能を有し、導入設定（初期設定）にかかわる全ての
設定項目の中のユーザによって入力された一つ以上の設定項目に対応する設定情報を記憶
する。なお、導入設定の設定項目の一例としては、図４に示すように、日付、時刻、タイ
ムゾーン、表示用の言語、通信設定情報（通信に関する値）、国などの設定項目が挙げら
れる。
【００５６】
　再度、図２を参照して説明する。
【００５７】
　印刷データ制御部１８０は、制御命令解析部１１０から印刷データを受け取った場合に
、その印刷データに含まれる印刷を制御する制御言語の解析を行い、この解析の結果を基
に当該印刷データをビットマップイメージに変換し、このビットマップイメージをエンジ
ン制御部２５０へ出力する。
【００５８】
　また、印刷データ制御部１８０は、制御命令解析部１１０から後述する復号化処理後の
画像データ（ＦＡＸ受信データ）を受け取った場合に、その画像データをビットマップイ
メージに変換し、このビットマップイメージをエンジン制御部２５０へ出力する。
【００５９】
　さらに、印刷データ制御部１８０は、印刷ジョブの印刷に関する履歴を示すジョブ履歴
情報を履歴情報記憶部１９０に格納する。
【００６０】
　履歴情報記憶部１９０は、印刷ジョブ毎に上記ジョブ履歴情報を記憶する。
【００６１】
　ＦＡＸ制御部２１０は、画像データの符号化処理や復号化処理などを実行するものであ
り、制御命令解析部１１０から画像データ（スキャンデータ）を受け取った場合にはその
画像データに対する符号化処理を実施するとともに、この符号化処理後の画像データをＦ
ＡＸユニット２２０へ出力する。また、ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸユニット２２０か
らＦＡＸ受信データ（画像データ）を受け取った場合はそのＦＡＸ受信データ（画像デー
タ）に対する復号化処理を実施し、この復号化処理後の画像データを制御命令解析部１１
０へ出力する。
【００６２】
　ＦＡＸユニット２２０は、公衆回線４０を介してファクシミリ通信手順に従ってファク
シミリ通信を行う。
【００６３】
　スキャナ制御部２３０は、制御命令解析部１１０からスキャン要求を受け付けた場合に
、スキャナユニット２４０に対し原稿の読み取りを制御するとともに、スキャナユニット
２４０からの画像データ（スキャンデータ）を電子化（文書フォーマット変換）し、文書
フォーマット変換後の電子データを制御命令解析部１１０へ出力する。
【００６４】
　また、スキャナ制御部２３０は、制御命令解析部１１０からＦＡＸ送信要求を受け付け
た場合に、スキャナユニット２４０に対し原稿の読み取りを制御するとともに、スキャナ
ユニット２４０からの画像データ（スキャンデータ）を制御命令解析部１１０へ出力する
。
【００６５】
　スキャナユニット２４０は、例えば原稿台および自動原稿送り装置（ＡＤＦ）を有し、
スキャナ制御部２３０の制御に従って、原稿台にセットまたはＡＤＦから送り出された原
稿を光学的に読み取り画像データ（スキャンデータ）に変換するとともに、該画像データ
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をスキャナ制御部２３０へ出力する。
【００６６】
　エンジン制御部２５０は、印刷データ制御部１８０からビットマップイメージを受け取
った場合に、印刷エンジンに対し、そのビットマップイメージを出力して印刷するよう制
御する。
【００６７】
　印刷エンジン２６０は、ビットマップイメージに対応する画像を記録媒体に形成し、こ
の画像が形成された記録媒体（印刷物）を排出する。
【００６８】
　次に、印刷装置の導入設定（初期設定）処理について図５を参照して説明する。
【００６９】
　印刷装置の電源が投入（電源がオン）されると（ステップＳ１０１）、パネル制御部１
３０は、導入設定を開始するか否かを判断する（ステップＳ１０２）。
【００７０】
　ステップＳ１０２においては、パネル制御部１３０が制御命令解析部１１０に対し導入
設定が完了しているかを問い合わせると、制御命令解析部１１０は、設定管理部１６０に
導入設定が完了しているかを問い合わせるとともに、設定管理部１６０からの前記問い合
わせに対する結果をパネル制御部１３０へ出力する。導入設定が完了していない場合は導
入設定を開始すると判断される。
【００７１】
　ステップＳ１０２において導入設定を開始すると判断された場合、禁止制御部１３１は
、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０に対し通信禁止命令を出力する（ス
テップＳ１０３）。
【００７２】
　実行部１３２は、上記通信禁止命令を受け取ったホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユ
ニット２２０による通信が禁止された状態で、ＵＩ記憶部１５０からセットアップウィザ
ードソフトウェアを読み出して実行することにより、ユーザインタフェース情報（ＵＩ情
報）としての上記導入設定を行うためのセットアップウィザード（セットアップウィザー
ド画面）を表示部１４１に表示させるとともに、当該表示されたセットアップウィザード
に対して入力された設定情報を受け付ける。
【００７３】
　また、制御部１３３は、表示部１４２、ＬＥＤ１４３およびＢｅｅｐ（ビープ）のタイ
マー１の計時を開始するとともに（ステップＳ１０４）、タイムアウトのタイマー２の計
時を開始する（ステップＳ１０５）。
【００７４】
　ここで、タイマー１は時間Ｔ１を経過するまで計時し、一方、タイマー２は時間Ｔ２を
経過するまで計時する。時間Ｔ１＜時間Ｔ２の関係が成立するようになっている。なお、
タイマー１はユーザに注意を促すためのタイマーを示し、タイマー２はタイムアウトとし
て処理を終了するタイマーを示す。
【００７５】
　制御部１３３は、入力部１４１の所望のボタンが押下された否かに応じて、ユーザから
の入力があるか否かを判断する（ステップＳ１０６）。
【００７６】
　制御部１３３は、ステップＳ１０６においてボタンが押下されないのでユーザからの入
力がないと判断した場合は、タイマー１の計時結果は時間Ｔ１を経過したか否かを判断す
る（ステップＳ１０７）。
【００７７】
　制御部１３３は、ステップＳ１０７においてタイマー１の計時結果は時間Ｔ１を経過し
ていないと判断した場合は、タイマー２の計時結果は時間Ｔ２を経過したか否かを判断す
る（ステップＳ１０８）。
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【００７８】
　制御部１３３は、ステップＳ１０８においてタイマー２の計時結果は時間Ｔ２を経過し
ていないと判断した場合は、ステップＳ１０６に戻る。
【００７９】
　制御部１３３は、ステップＳ１０７においてタイマー１の計時結果は時間Ｔ１を経過し
たと判断した場合は、表示部１４２の表示（点滅）制御、ＬＥＤ１４３の点滅制御、ビー
プ（Ｂｅｅｐ）音の鳴動制御のうち少なくとも一つの要素に対する報知制御を行う（ステ
ップＳ１０９）。これにより、表示部１４２の表示（点滅）、ＬＥＤ１４３の点滅、ビー
プ（Ｂｅｅｐ）音により初期化すべき旨が報知される。ステップＳ１０９が終了した場合
は、ステップＳ１０８に移行する。
【００８０】
　上述したように、印刷装置の起動時、および予め設定された一定の時間、セットアップ
ウィザードに対しユーザによる入力（設定情報の入力）がない場合に、表示部１４２の表
示（点滅）やＬＥＤ１４３の点滅による視覚、ビープ（Ｂｅｅｐ）音を鳴動させて聴覚に
訴えることにより、ユーザの注意を印刷装置に向かせる。
【００８１】
　制御部１３３は、ステップＳ１０６においてボタンが押下されたのでユーザからの入力
があると判断した場合は、導入設定が完了したか否かを判断する（ステップＳ１１０）。
【００８２】
　制御部１３３は、ステップＳ１１０において導入設定が完了していないと判断した場合
は、タイマー１およびタイマー２をリセットし（ステップＳ１１１）、その後、ステップ
Ｓ１０９で報知制御した表示部１４２の表示（点滅）、ＬＥＤ１４３の点滅、ビープ（Ｂ
ｅｅｐ）音の鳴動を停止させる（ステップＳ１１２）。ステップＳ１１２が終了した場合
は、ステップＳ１０６に移行する。
【００８３】
　制御部１３３は、ステップＳ１０８においてタイマー２の計時結果が時間Ｔ２を経過し
たと判断した場合、ステップＳ１１０において導入設定が完了したと判断した場合、制御
命令解析部１１０を介して、通信が禁止されている状態のホストＩ／Ｆ部１２０およびＦ
ＡＸユニット２２０に対し通信許可命令を出力する（ステップＳ１１３）。
【００８４】
　ステップＳ１１３の処理は、セットアップウィザードに対して、ユーザの入力が一定時
間ない場合、ユーザが導入設定をできない状態またはユーザが導入設定を必要としていな
いと判断し、導入設定処理をタイムアウトにより終了し、ホスト装置など外部の装置との
通信が許可された状態とすることを意味する。これにより、通常の印刷装置としての機能
を有することになる。
【００８５】
　例えば、通信が許可された印刷装置では、通信が開始された場合、制御命令解析部１１
０は、通信内容の解析処理を実施し、この解析処理の結果に応じた処理を行う。
【００８６】
　制御命令解析部１１０は、通信内容を（１）印刷データ、（２）印刷装置のステータス
を確認する制御指令、（３）印刷装置の設定を変更する制御指令の何れか分類する。
【００８７】
　制御命令解析部１１０は、通信内容が上記印刷データの場合、印刷データを印刷データ
制御部１８０へ出力する。印刷データ制御部１８０は、その印刷データにかかわる印刷を
制御する制御言語の解析を行い、印刷データをビットマップイメージに変換する。その後
、ビットマップイメージは、エンジン制御部２５０を介して印刷エンジン２６０に向けて
送出され、印刷エンジン２６０によって印刷が実行される。
【００８８】
　また、制御命令解析部１１０は、通信内容が上記印刷装置のステータスを確認する制御
指令の場合、ＦＡＸ制御部２１０、スキャナ制御部２３０、エンジン制御部２５０のそれ
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ぞれを介して、ＦＡＸユニット２２０、スキャナユニット２４０、印刷エンジン２６０の
各状態を確認する。次に、制御命令解析部１１０は、ホストＩ／Ｆ部１２０を介して、通
信元のホスト装置に対し、前記確認結果を送信する。
【００８９】
　さらに、制御命令解析部１１０は、通信内容が印刷装置の設定を変更する制御指令の場
合、その制御先を解析し、その制御先に対して設定変更を実施する。
【００９０】
　以上説明したように、第１の実施の形態では、ユーザが対話形式の導入設定に対し理解
が不十分な場合、印刷装置に付随するユーザインタフェースつまり操作パネル１４０ある
いはセットアップウィザードに注意が向くことにより、導入設定を促すようにする。
【００９１】
　また、導入設定をユーザが理解できない場合に、導入設定処理をタイムアウトすること
で、印刷装置を、ホスト装置など外部の装置との通信が許可された状態とする。これによ
り、印刷装置は通常通り使用し得る状態となる。
【００９２】
　（第２の実施の形態）
【００９３】
　第２の実施の形態に係わる画像形成システムおよび印刷装置は、それぞれ図１に示した
画像形成システムおよび図２に示した印刷装置と同様の構成になっている。
【００９４】
　なお、印刷装置において、制御命令解析部１１０は、図６に示すように、図３に示した
制御命令解析部１１０において受付部１１１を追加した構成になっており、また、パネル
制御部１３０は、図６に示すように、図３に示したパネル制御部１３０において受付部１
３４を追加した構成になっている。
【００９５】
　受付部１１１および受付部１３４は、それぞれ受付手段の機能を有し、上記導入設定に
かかわる全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目に対応する設定情報を使用する
処理に対応する処理要求を受け付ける。
【００９６】
　この処理要求としては、ＦＡＸ送信要求、スキャン要求、印刷要求などが挙げられる。
この場合、受付部１１１は、ホストＩ／Ｆ部１２０が受信したホスト装置からの上記処理
要求を受け付ける。また、受付部１３４は、操作パネル１４０からの上記処理要求を受け
付ける。
【００９７】
　第２の実施の形態では、ＦＡＸ制御部２１０、スキャン制御部２３０またはエンジン制
御部２５０とパネル制御部１４０の制御部１３３と制御命令解析部１１０とが協働するこ
とで制御手段の機能を果たすようになっている。
【００９８】
　この制御手段は、上述した受付部１３１または受付部１１１が受け付けた処理要求に応
じた処理で使用される設定情報が設定記憶部１７０に記憶されていないときは、当該処理
要求は実施されない旨を報知させる制御を行う。
【００９９】
　第２の実施の形態では、セットアップウィザードでＦＡＸカントリーの設定が行われな
かった場合の処理について説明するので、ＦＡＸ制御部２１０とパネル制御部１４０の制
御部１３３と制御命令解析部１１０とが協働することで制御手段の機能を果たすようにな
っている。
【０１００】
　次に、印刷装置の導入設定（初期設定）処理について図７を参照して説明する。
【０１０１】
　この導入設定処理は、図５に示した第１の実施の形態の導入設定処理でのステップＳ１
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１３が終了した後の処理、すなわち通信が許可された状態の印刷装置による導入設定処理
である。そのため、図６に示す例では、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２
０は通信が許可された状態（通信許可状態）になっているものとする。
【０１０２】
　ユーザが、ＦＡＸ機能（ＦＡＸ送信）を利用するために送信原稿をスキャナユニット２
４０の原稿台または自動原稿送り装置（ＡＤＦ）にセットし、操作パネル１４０を操作し
てＦＡＸ機能の設定開始つまりＦＡＸ送信要求（処理要求）を指示すると（ステップＳ２
０１）、このＦＡＸ送信要求（処理要求）は、パネル制御部１３０の受付部１３４によっ
て受け付けられる。
【０１０３】
　受付部１３４がＦＡＸ送信要求を受け付けた場合、制御部１３３は、ＦＡＸ送信要求を
、制御命令解析部１１０を介してＦＡＸ制御部２１０へ出力する。
【０１０４】
　ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸ送信要求を取得した場合、当該処理要求（ＦＡＸ送信要
求）に応じた処理で使用される設定情報（ＦＡＸカントリー＝国情報）が設定記憶部１７
０に記憶されているか否か（ＦＡＸカントリーが設定されているか否か）を判断する（ス
テップＳ２０２）。
【０１０５】
　ＦＡＸ制御部２１０は、ステップＳ２０２においてＦＡＸカントリーが設定されていな
いと判断した場合は、当該処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施されない旨の報知を、制御
命令解析部１１０を介してパネル制御部１３０の制御部１３３へ出力する。
【０１０６】
　すると、制御部１３３は、表示部１４２に対し当該処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施
されない旨を報知（警告通知）する（ステップＳ２０３）。
【０１０７】
　具体的には、例えば「ＦＡＸカントリーが設定されていないためＦＡＸを利用すること
ができない」旨（エラーメッセージや警告情報）が通知される。
【０１０８】
　なお、エラーメッセージや警告情報の通知に加えて、ユーザに対し導入設定（この例で
はＦＡＸカントリー）の設定方法も合わせて通知するようにしてもよい。
【０１０９】
　ステップＳ２０３での警告通知が行われた後、ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸ機能をＯ
ＵＴ（ＦＡＸ機能を終了）する（ステップＳ２０４）。
【０１１０】
　ＦＡＸ制御部２１０は、ステップＳ２０２においてＦＡＸカントリーが設定されている
と判断した場合は、ＦＡＸ設定および送信を実行し（ステップＳ２０５）、その後、ステ
ップＳ２０４へ移行する。
【０１１１】
　ステップＳ２０５においては、ＦＡＸ送信するに際し、スキャナユニット２４０は、原
稿を光学的に読み取り画像データを生成する。この画像データは、スキャン制御部２３０
、制御命令解析部１１０を介してＦＡＸ制御部２１０に入力される。
【０１１２】
　ＦＡＸ制御部２１０は、取得した画像データを符号化し、符号化処理後の画像データを
ＦＡＸユニット２２０へ出力する。ＦＡＸユニット２２０は、符号化処理後の画像データ
を送信先の装置に向けてファクシミリ通信を行う。
【０１１３】
　なお、第２の実施の形態では、ユーザが操作パネル１３０を操作してＦＡＸ送信要求（
処理要求）を行った例を示したが、ホスト装置を操作してＦＡＸ送信要求（処理要求）を
行うようにしてもよい。
【０１１４】



(13) JP 5561465 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

　この場合、ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸカントリーが設定されていないと判断した場
合は、当該処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施されない旨（上述したエラーメッセージや
警告情報）を、制御命令解析部１１０、ホストＩ／Ｆ部１２０を介して、要求元のホスト
装置に向けて送信するようにする。
【０１１５】
　以上説明したように、第２の実施の形態では、セットアップウィザードをタイムアウト
した後、初期化されていない設定を使用する機能の不正な動作を防ぐために、エラーや警
告表示、スピーカー１４４による警告音、ＬＥＤ１４３の点滅などでユーザに通知して初
期化を促すようにする。
【０１１６】
　これにより、ユーザは、初期化されていない設定を使用する機能を利用するために必要
な初期化作業を行うことにより、正常にその機能を利用し得ることになる。
【０１１７】
　（第３の実施の形態）
【０１１８】
　第３の実施の形態に係わる画像形成システムおよび印刷装置は、第２の実施の形態の場
合と同様の構成になっている（図１、図２および図６参照）。
【０１１９】
　第３の実施の形態では、ＦＡＸ制御部２１０、スキャン制御部２３０またはエンジン制
御部２５０とパネル制御部１４０の実行部１３２と制御命令解析部１１０とが協働するこ
とで制御手段の機能を果たすようになっている。
【０１２０】
　この制御手段は、図８に示すように、上述した受付部１３４または受付部１１１が受け
付けた処理要求に応じた処理で使用される設定情報が設定記憶部１７０に記憶されていな
いときは、導入設定にかかわる全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目に対応す
る設定情報を設定するための設定画面を表示させる制御を行う。
【０１２１】
　また第３の実施の形態では、セットアップウィザードでＦＡＸカントリーの設定が行わ
れなかった場合に、ユーザがＦＡＸを利用する時点でＦＡＸカントリーを設定する処理に
ついて説明するので、ＦＡＸ制御部２１０とパネル制御部１４０の実行部１３２と制御命
令解析部１１０とが協働することで制御手段の機能を果たすようになっている。
【０１２２】
　しかし、第３の実施の形態においては、上述した受付部１３４または受付部１１１が受
け付けた処理要求に応じた処理で使用される設定情報が設定記憶部１７０に記憶されてい
ないときは、当該処理要求は実施されない旨を報知させる制御も行うようにしているので
、ＦＡＸ制御部２１０とパネル制御部１４０の実行部１３２および制御部１３３と制御命
令解析部１１０とが協働することで制御手段の機能を果たすことになる（図８参照）。
【０１２３】
　次に、印刷装置の導入設定（初期設定）処理について図９を参照して説明する。
【０１２４】
　この導入設定処理は、図５に示した第１の実施の形態の導入設定処理でのステップＳ１
１３が終了した後の処理、すなわち通信が許可された状態の印刷装置による導入設定処理
である。そのため、図８に示す例では、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２
０は通信が許可された状態（通信許可状態）になっているものとする。
【０１２５】
　ユーザが、ＦＡＸ機能（ＦＡＸ送信）を利用するために送信原稿をスキャナユニット２
４０の原稿台または自動原稿送り装置（ＡＤＦ）にセットし、操作パネル１４０を操作し
てＦＡＸ機能の設定開始つまりＦＡＸ送信要求（処理要求）を指示すると（ステップＳ３
０１）、このＦＡＸ送信要求（処理要求）は、パネル制御部１３０の受付部１３４によっ
て受け付けられる。
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【０１２６】
　受付部１３４がＦＡＸ送信要求を受け付けた場合、制御部１３３は、ＦＡＸ送信要求を
、制御命令解析部１１０を介してＦＡＸ制御部２１０へ出力する。
【０１２７】
　ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸ送信要求を取得した場合、当該処理要求（ＦＡＸ送信要
求）に応じた処理で使用される設定情報（ＦＡＸカントリー＝国情報）が設定記憶部１７
０に記憶されているか否か（ＦＡＸカントリーが設定されているか否か）を判断する（ス
テップＳ３０２）。
【０１２８】
　ＦＡＸ制御部２１０は、ステップＳ３０２においてＦＡＸカントリーが設定されていな
いと判断した場合は、上述した少なくとも一つの設定項目に対応する設定情報を設定する
ための設定画面を表示させる旨を、制御命令解析部１１０を介してパネル制御部１３０の
実行部１３２へ出力する。
【０１２９】
　実行部１３２は、ＦＡＸカントリーの設定項目を含む複数の設定項目の選択肢に対応す
るメニューを含むメニュー画面を表示部１４２に表示し、その表示されたメニューの中か
らＦＡＸカントリーの設定項目（選択肢）が選択されたか否か、つまりＦＡＸカントリー
の設定を開始するか否かを判断する（ステップＳ３０３）。
【０１３０】
　実行部１３２は、ステップＳ３０３において、ＦＡＸカントリーの設定項目（選択肢）
が選択されなかったので、ＦＡＸカントリーの設定を開始しないと判断した場合は、当該
処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施されない旨を報知するよう制御部１３３に依頼する。
【０１３１】
　すると、制御部１３３は、表示部１４２に対し当該処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施
されない旨を報知（警告通知）する（ステップＳ３０４）。
【０１３２】
　具体的には、例えば「ＦＡＸカントリーが設定されていないためＦＡＸを利用すること
ができない」旨（エラーメッセージや警告情報）が通知される。
【０１３３】
　ステップＳ３０４での警告通知が行われた後、ＦＡＸ制御部２１０は、ＦＡＸ機能をＯ
ＵＴ（ＦＡＸ機能を終了）する（ステップＳ３０５）。
【０１３４】
　なお、実行部１３２は、ステップＳ３０３において、ＦＡＸカントリーの設定項目（選
択肢）が選択されたので、ＦＡＸカントリーの設定を開始すると判断した場合は、ＵＩ記
憶部１５０からＦＡＸカントリーの設定画面情報を読み出して表示部１４２に表示すると
ともに、その設定画面に対し設定される設定情報の受け付けを開始する（ステップＳ３０
６）。
【０１３５】
　実行部１３２は、ＦＡＸカントリーの設定が完了したか否かを判断し（ステップＳ３０
７）、この判断した結果、ＦＡＸカントリーの設定が完了していない場合には、当該処理
要求（ＦＡＸ送信要求）は実施されない旨を報知するよう制御部１３３に依頼する。
【０１３６】
　すると、制御部１３３は、ステップＳ３０４表示部１４２に対し当該処理要求（ＦＡＸ
送信要求）は実施されない旨を報知（警告通知）する（ステップＳ３０４参照）。
【０１３７】
　ステップＳ３０２においてＦＡＸカントリーが設定されていないと判断された場合、ス
テップＳ３０７においてＦＡＸカントリーの設定が完了したと判断された場合、ＦＡＸ制
御部２１０は、ＦＡＸ設定および送信を実行し（ステップＳ３０８）、その後、ステップ
Ｓ３０５へ移行する。
【０１３８】
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　ステップＳ３０８においては、ＦＡＸ送信するに際し、スキャナユニット２４０は、原
稿を光学的に読み取り画像データを生成する。この画像データは、スキャン制御部２３０
、制御命令解析部１１０を介してＦＡＸ制御部２１０に入力される。
【０１３９】
　ＦＡＸ制御部２１０は、取得した画像データを符号化し、符号化処理後の画像データを
ＦＡＸユニット２２０へ出力する。ＦＡＸユニット２２０は、符号化処理後の画像データ
を送信先の装置に向けてファクシミリ通信を行う。
【０１４０】
　以上説明したように、第３の実施の形態では、ユーザがＦＡＸを利用しようと設定を開
始したときに、ＦＡＸカントリーが設定されていない場合、ＦＡＸカントリーの設定画面
を表示して初期化を実施させる。この初期化が完了した場合は、ＦＡＸを正常に利用し得
ることとなる。
【０１４１】
　（第４の実施の形態）
【０１４２】
　第４の実施の形態に係わる画像形成システムおよび印刷装置は、第２の実施の形態の場
合と同様の構成になっている（図１、図２および図６参照）。
【０１４３】
　第４の実施の形態では、セットアップウィザードで時刻設定が行われなかった場合に、
ユーザがジョブ履歴（ＪＯＢ履歴）印刷の要求を行う場合の処理について説明するので、
印刷データ制御部１８０とパネル制御部１４０の制御部１３３と制御命令解析部１１０と
が協働することで制御手段の機能を果たすようになっている。
【０１４４】
　すなわち、この制御手段は、図１０に示すように、上述した受付部１３４または受付部
１１１が受け付けた処理要求（この例ではジョブ履歴印刷要求）に応じた処理で使用され
る設定情報（この例では時刻情報）が設定記憶部１７０に記憶されていないときは、当該
処理要求は正常に処理されない旨を報知させる制御を行う。
【０１４５】
　次に、印刷装置の導入設定（初期設定）処理について図１１を参照して説明する。
【０１４６】
　この導入設定処理は、図５に示した第１の実施の形態の導入設定処理でのステップＳ１
１３が終了した後の処理、すなわち通信が許可された状態の印刷装置による導入設定処理
である。そのため、図１０に示す例では、ホストＩ／Ｆ部１２０は通信が許可された状態
になっているものとする。なお、通信が許可された状態のＦＡＸユニット２２０は省略し
ている。
【０１４７】
　ユーザが、操作パネル１４０を操作することにより、ジョブ履歴印刷の項目を含む複数
の項目の選択肢に対応するメニューを含むメニュー画面を表示部１４２に表示させた後、
ジョブ履歴印刷の項目を選択すると（ステップＳ４０１）、このジョブ履歴印刷要求（処
理要求）は、パネル制御部１３０の受付部１３４によって受け付けられる。
【０１４８】
　このジョブ履歴印刷要求は、制御命令解析部１１０を介して印刷データ制御部１８０に
入力される。
【０１４９】
　印刷データ制御部１８０は、ジョブ履歴印刷要求を取得した場合、セットアップウィザ
ードで時刻設定が行われているか否か、つまり時刻情報が設定記憶部１７０に記憶されて
いるか否かを判断する（ステップＳ４０２）。
【０１５０】
　印刷データ制御部１８０は、ステップＳ４０２において時刻情報が設定記憶部１７０に
記憶されていないと判断した場合は、当該処理要求（ジョブ履歴印刷要求）は正常に処理
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されない旨の報知を、制御命令解析部１１０を介してパネル制御部１３０の制御部１３３
へ出力する。
【０１５１】
　すると、制御部１３３は、表示部１４２に対し当該処理要求（ジョブ履歴印刷要求）は
正常に処理されない旨を報知する（ステップＳ４０３）。具体的には、例えば「履歴時間
が不正である」旨が通知される。
【０１５２】
　このように時刻設定が行われていないことに起因してジョブの履歴時間が不正である旨
をユーザに警告することで、ユーザは、初期化未了のため正常に動作しない機能がある旨
を認識する。
【０１５３】
　そして、ユーザは、履歴時間が不正となっているジョブ履歴について、印刷する場合に
は印刷する指示操作を行い、印刷しない場合には印刷を中止する指示操作を行う。
【０１５４】
　ステップＳ４０３での報知が行われた後、印刷データ制御部１８０は、履歴時間が不正
となっているジョブ履歴の印刷を実施するか否かを判断する（ステップＳ４０４）。
【０１５５】
　ステップＳ４０４において、ジョブ履歴の印刷を実施すると判断された場合には、ジョ
ブ履歴の印刷処理が実施され（ステップＳ４０５）、一方、ジョブ履歴の印刷を実施しな
いと判断された場合は、この処理は終了となる。
【０１５６】
　ステップＳ４０５においては、印刷データ制御部１８０は、履歴情報記憶部１９０から
ジョブ履歴情報を読出すとともに、このジョブ履歴情報をビットマップイメージに変換し
、さらにエンジン制御部２５０に対し前記ビットマップイメージを出力して印刷するよう
指示する。そして、エンジン制御部２５０が、受け取ったビットマップイメージを印刷エ
ンジン２６０に出力すると、印刷エンジン２６０はビットマップイメージに対応する画像
つまりジョブ履歴を記憶媒体に印刷する。この場合、印刷されたジョブ履歴の履歴時間は
不正なものとなっている。
【０１５７】
　なお、ステップＳ４０２において時刻情報が設定記憶部１７０に記憶されていると判断
された場合は、ステップＳ４０５に移行する。この場合、印刷されるジョブ履歴の履歴時
間は正常なものとなっている。
【０１５８】
　以上説明したように、第４の実施の形態では、時刻設定が行われていないため、ジョブ
の履歴時間が不正である旨をユーザに警告してからジョブ履歴印刷を行うことで、初期化
未了のため正常に動作しない機能がある旨をユーザが認識し得ることになる。すなわち、
初期化が中途半端な機能を使用する場合に、正常に動作しない機能の説明をユーザに通知
することで、ユーザに対し、その旨を認識させ、初期化作業を実施させるようにする。
【０１５９】
　なお、上述した第２の実施の形態から第４の実施の形態においては、印刷装置と接続さ
れているホスト装置での操作による処理要求があった場合、第２の実施の形態から第４の
実施の形態での導入設定（初期設定）処理と同様に、処理要求（ＦＡＸ送信要求）は実施
されない旨、処理要求（ジョブ履歴印刷要求）は正常に処理されない旨などの報知情報が
ホスト装置に向けて送信される。そして、ホスト装置においては、受信した前記報知情報
が報知される。
【０１６０】
　（第５の実施の形態）
【０１６１】
　第５の実施の形態に係わる画像形成システムおよび印刷装置は、第１の実施の形態の場
合と同様の構成になっている（図１、図２および図３参照）。
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【０１６２】
　なお、印刷装置において、制御命令解析部１１０は、図１２に示すように、図３に示し
た制御命令解析部１１０において受付部１１１を追加した構成になっており、また、パネ
ル制御部１３０は、図１２に示すように、図３に示したパネル制御部１３０において受付
部１３４を追加した構成になっている。
【０１６３】
　受付部１１１および受付部１３４は、それぞれ受付手段の機能を有し、上記導入設定に
かかわる全ての設定項目の中の少なくとも一つの設定項目に対応する設定情報を基に処理
する処理要求を受け付ける。
【０１６４】
　この処理要求としては、ＦＡＸ送信要求、スキャン要求、プリント要求（印刷要求）な
どが挙げられる。この場合、受付部１１１は、ホストＩ／Ｆ部１２０が受信したホスト装
置からの上記処理要求を受け付ける。また、受付部１３４は、操作パネル１４０からの上
記処理要求を受け付ける。
【０１６５】
　また、受付部１１１は、処理要求以外の要求であって外部の装置との間の通信による情
報の授受を必要とする要求を受け付ける。この処理要求以外の要求としては、ホスト装置
でのプリンタドライバのインストールのために必要となる情報の要求や、印刷装置の状態
の確認の要求が挙げられる。
【０１６６】
　第５の実施の形態では、パネル制御部１４０の制御部１３３と制御命令解析部１１０と
が協働することで制御手段の機能を果たすようになっている。
【０１６７】
　この制御手段は、上述した受付部１３４または受付部１１１が上記処理要求を受け付け
た場合に、導入設定にかかわる全ての設定項目に対応する設定情報が設定記憶部１７０に
記憶されていないときは、導入設定すべき旨を報知させる制御を行う。
【０１６８】
　また、制御手段は、受付部１３１が上記処理要求以外の要求を受け付けた場合に、上記
導入設定にかかわる全ての設定項目に対応する設定情報が設定記憶部１７０に記憶されて
いないときは、ホストＩ／Ｆ部１２０を介して上記処理要求以外の要求に対する結果を応
答する。
【０１６９】
　次に、ユーザオペレーションについて図１３を参照して説明する。
【０１７０】
　ユーザは、印刷装置の電源を投入（電源をオン）し（ステップＳ５０１）、印刷装置の
導入設定を実施したか否かを判断する（ステップＳ５０２）。
【０１７１】
　なお、ステップＳ５０１で印刷装置の電源が投入（電源がオン）されると、制御命令解
析部１１０は、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０に対し通信許可命令を
出力する。これにより、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０はそれぞれ通
信許可状態となる（ステップＳ５１０）。
【０１７２】
　ところで、ユーザは、ステップＳ５０２において印刷装置の導入設定を実施したと判断
した場合は、ホスト装置を操作して当該ホスト装置の導入設定を実施し（ステップＳ５０
３）、その後、導入設定を実施済みの印刷装置の操作パネルを操作して、印刷要求、ＦＡ
Ｘ要求、スキャン要求のうち何れかの処理要求を指示する（ステップＳ５０４）。
【０１７３】
　これにより、印刷装置では、処理要求に応じた処理すなわち印刷、ＦＡＸ、スキャンの
いずれかの処理を実施する（ステップＳ５２０）。このように、印刷装置の導入設定が実
施され、次にホスト装置の導入設定が実施された場合に、上記処理要求が行われたときは
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、当該処理要求に応じた処理は正常に実施される。
【０１７４】
　ユーザは、ステップＳ５０２において印刷装置の導入設定を実施していないと判断した
場合は、ホスト装置を操作して当該ホスト装置の導入設定を実施し（ステップＳ５０５）
、その後、導入設定が未実施の印刷装置の操作パネルを操作して、印刷要求、ＦＡＸ要求
、スキャン要求のうち何れかの処理要求を指示する（ステップＳ５０６）。
【０１７５】
　この場合、印刷装置では、パネル制御部１３０の受付部１３４がステップＳ５０６で指
示された処理要求を受け付けると、その処理要求を制御命令解析部１１０へ出力する。
【０１７６】
　制御命令解析部１１０は、パネル制御部１３０から上記処理要求を取得した場合に、設
定管理部１６０に対し導入設定が完了しているかを問い合わせるとともに、設定管理部１
６０からの前記問い合わせに対する結果を取得する。
【０１７７】
　設定管理部１６０は、導入設定（初期設定）にかかわる全ての設定項目に対応する設定
情報が設定記憶部１７０に記憶されている場合には、導入設定が完了している旨を、また
、前記全ての設定項目に対応する設定情報が設定記憶部１７０に記憶されていない場合は
、導入設定が未了である旨を制御命令解析部１１０へ出力する。
【０１７８】
　ステップＳ５０６での処理要求は印刷装置の導入設定が実施されていない場合での処理
要求であるので、導入設定が未了である旨が制御命令解析部１１０に出力される。その導
入設定が未了である旨を受け取った制御命令解析部１１０がパネル制御部１３０の制御部
１３３に対しエラー要求を行うと、制御部１３３は、上記導入設定すべき旨を表示部１４
２に報知させる（ステップＳ５３０）。
【０１７９】
　表示部１４２による導入設定すべき旨の報知としては、印刷装置の導入設定を促す旨の
エラー表示が挙げられる。そのエラー表示によりユーザに対し導入設定を促す。
【０１８０】
　そして、ユーザは印刷装置の導入設定を実施し（ステップＳ５０７）、その後、ステッ
プＳ５０４に移行する。
【０１８１】
　すなわち、ホスト装置の導入設定（プリンタドライバインストール）が実施され、次に
印刷装置の導入設定（セットアップウイザード）が未実施の状態で当該印刷装置を使用し
ようとした場合、表示部１４２に導入設定を促すメッセージ（エラーメッセージ）を表示
し、導入設定を誘導する。
【０１８２】
　次に、印刷装置の処理要求に応じた処理について図１４を参照して説明する。
【０１８３】
　印刷装置の電源が投入（電源がオン）されると（ステップＳ６０１）、印刷装置では、
制御命令解析部１１０は、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０に対し通信
許可命令を出力し、それぞれを通信許可状態とするよう制御する（ステップＳ６０２）。
【０１８４】
　通信許可状態のホストＩ／Ｆ部１２０は、ホスト装置からのデータを受信した場合、そ
の受信データを制御命令解析部１１０へ出力する。制御命令解析部１１０では、受付部１
１１はホストＩ／Ｆ１２０からの受信データを受け付ける。
【０１８５】
　また、ユーザによる操作パネル１４０の入力部１４１の操作に応じた操作内容はパネル
制御部１３０に与えられる。パネル制御部１３０では、受付部１３４がその操作内容を受
け付けた場合、その操作内容を制御命令解析部１１０へ出力する。
【０１８６】
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　制御命令解析部１１０は、受付部１１１が受け付けた受信データまたはパネル制御部１
３０からの操作内容は、スキャン、ＦＡＸ、印刷のいずれかの動作を要求（処理要求）す
るものか否かを判断する（ステップＳ６０３）。
【０１８７】
　制御命令解析部１１０は、ステップＳ６０３において、受信データまたは操作内容が上
記処理要求であると判断した場合は、設定管理部１６０に対し導入設定が完了しているか
の問い合わせを行い、当該問い合わせに対する設定管理部１６０からの問い合わせ結果に
応じて導入設定済みであるか否かを判断する（ステップＳ６０４）。
【０１８８】
　制御命令解析部１１０は、ステップＳ６０４において導入設定済みであると判断した場
合は、ステップＳ６０３で特定した処理要求を、その処理要求に応じた処理を実行するス
キャン制御部２３０、ＦＡＸ制御部２１０、または印刷データ制御部１８０へ出力する（
ステップＳ６０５）。
【０１８９】
　すなわち、制御命令解析部１１０は、処理要求が、スキャン要求の場合にはその要求を
スキャン制御部２３０へ出力し、ＦＡＸ要求の場合にはその要求をＦＡＸ制御部２１０へ
出力し、印刷要求の場合はその要求を印刷データ制御部１８０へ出力する。
【０１９０】
　そして、スキャン制御部２３０がスキャン要求を受け取ったことに起因してスキャン動
作（スキャン処理）が実行され（ステップＳ６０６）、ＦＡＸ制御部２１０がＦＡＸ要求
を受け取ったことに起因してＦＡＸ動作（ＦＡＸ処理）が実行され（ステップＳ６０７）
、印刷データ制御部１８０が印刷要求を受け取ったことに起因して印刷動作（印刷処理）
が実行される（ステップＳ６０８）。
【０１９１】
　制御命令解析部１１０は、ステップＳ６０４において導入設定済みではないと判断した
場合は、パネル制御部１３０の制御部１３３に対しエラー要求を出力する。すると、制御
部１３３は、操作パネル１４０の表示部１４２に対し、導入設定すべき旨、例えば導入設
定が行われていない旨のエラーメッセージあるいは導入設定要求するメッセージを表示す
る（ステップＳ６０９）。
【０１９２】
　制御命令解析部１１０は、ステップＳ６０３において、受信データまたは操作内容が上
記処理要求ではないと判断した場合は、処理要求以外の要求であるとし、その処理要求以
外の要求の要求元のホスト装置に対し、当該要求に対する結果を応答する（ステップＳ６
１０）。
【０１９３】
　処理要求以外の要求としては、例えば当該要求元のホスト装置からの印刷装置のステー
タスを確認する要求が挙げられる。この要求は、具体的には印刷装置のステータスを確認
する制御指令として制御命令解析部１１０に与えられる。
【０１９４】
　制御命令解析部１１０は、印刷装置のステータスを確認する制御指令を取得した場合に
、ホストＩ／Ｆ部１２０を介して、要求元のホスト装置に対し、ホストＩ／Ｆプロトコル
に応じた応答、プラグアンドプレイ応答、Ｍｉｂ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ）情報およびデバイスＩＤ情報の問い合わせに対する応答を行う。
【０１９５】
　これらの応答の内容を受け取った要求元のホスト装置は、応答の内容を基に、プリンタ
ドライバのインストールを実行するようにする。
【０１９６】
　ところで、導入設定が完了している状態では、通信開始又は、操作パネル１４０からの
印刷、ＦＡＸ、スキャンのいずれかの要求により、制御命令解析部１１０は、通信内容の
解析処理を実施し、この解析処理の結果に応じた処理を行う。
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【０１９７】
　すなわち、制御命令解析部１１０は、通信内容を（１）スキャン、ＦＡＸ、印刷のいず
れかを要求、（２）印刷装置のステータスを確認する制御指令、（３）印刷装置の設定を
変更する制御指令の何れか分類する。
【０１９８】
　制御命令解析部１１０は、通信内容がスキャン、ＦＡＸ、印刷のいずれかを要求するも
のの場合、スキャン、ＦＡＸ、印刷のいずれかの要求に応じた処理が実施されるべく、Ｆ
ＡＸ制御部２１０、スキャナ制御部２３０、印刷データ制御部１８０のいずかを制御する
。
【０１９９】
　制御命令解析部１１０は、通信内容が上記印刷装置のステータスを確認する制御指令の
場合、ＦＡＸ制御部２１０、スキャナ制御部２３０、エンジン制御部２５０のそれぞれを
介して、ＦＡＸユニット２２０、スキャナユニット２４０、印刷エンジン２６０の各状態
を確認する。次に、制御命令解析部１１０は、ホストＩ／Ｆ部１２０を介して、通信元の
ホスト装置に対し、前記確認結果を送信する。
【０２００】
　上述した制御は、通信許可されることにより有効となるものである。
【０２０１】
　これに対し、導入設定が未設定の状態で、スキャン、ＦＡＸ、印刷のいずれかの要求が
行われた場合は、導入設定が未設定であることをユーザに教えるため、通信内容がスキャ
ン、ＦＡＸ、印刷のいずれかを要求するものであれば、導入設定が行われていない旨のエ
ラーメッセージが、ユーザインタフェース（ハードウェア）としての操作パネル１４０の
表示部１４２に表示される。
【０２０２】
　しかし通信処理そのものは、シャットアウトされていないため、印刷装置のステータス
を確認する制御指令に対し応答されるので、ホスト装置側の導入作業（プリンタドライバ
インストール）は実施される。また、印刷装置側の導入設定（セットアップウィザード）
が行われていない状態でも、ホスト装置側の導入設定（プリンタドライバインストール）
を先行して行い得るものとなる。
【０２０３】
　なお、上述した第５の実施の形態では、図１３に示したユーザオペレーションおよび図
１４に示した印刷装置の処理要求に応じた処理は、印刷装置の電源が投入（電源がオン）
された後に、ホストＩ／Ｆ部１２０およびＦＡＸユニット２２０が通信許可状態となる場
合の処理について説明したが、これに限定されることなく、次のようにしてもよい。
【０２０４】
　すなわち、図５に示した第１の実施の形態の導入設定処理でのステップＳ１１３が終了
した後の処理、すなわち通信禁止状態から通信許可状態に遷移した印刷装置について、ユ
ーザオペレーションおよび処理要求に応じた処理を実行するようにしてもよい。この場合
、図１３の処理手順はステップＳ５０１を削除したものとなり、また図１４の処理手順は
ステップＳ６０１およびステップＳ６０２を削除したものとなる。
【０２０５】
　以上説明したように、第５の実施の形態では、印刷装置の導入設定（セットアップウィ
ザード）とホスト装置の導入設定（プリンタドライバインストール）のいずれの導入設定
から始めてもユーザは問題なく導入設定を行える。そのためホスト装置の導入設定（プリ
ンタドライバインストール）から開始したとしても特に迷うことは無い。
【０２０６】
　また、ホスト装置側の導入設定のみ実施し、印刷装置側の導入設定を行わないで印刷装
置を使用する場合は、導入設定が未了であるエラーメッセージが操作パネルに表示される
ので、ユーザに対しては導入設定が明確に促される。
【０２０７】
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　さらに、導入設定が正しく行われるまで（導入設定が完了するまで）、印刷装置の導入
設定を促すエラー表示が行われるので、製品開発時のメーカーでの評価項目は削減される
。ちなみに、不十分な設定で動作させたときのイリーガル動作検証で、評価項目数は設定
項目数Ｎに対し２のＮ乗倍に増加する。
【０２０８】
　ところで、上述した第１の実施の形態から第５の実施の形態の何れかの実施の形態に係
わる印刷装置の構成を有しない、初期設定を円滑に行う導入設定（セットアップウィザー
ド機能）を有する印刷装置においては、その初期化作業を行っている間、外部から印刷デ
ータやＦＡＸデータ、印刷装置の設定変更要求データなどが送信されて印刷装置が不正動
作してしまうのを防ぐために外部からの通信をシャットアウトするケースがある。
【０２０９】
　しかし一方、ユーザの認識不足から印刷装置のセットアップウィザードによる初期化作
業を行うことができない場合、通信をシャットアウトしたままだと、ホスト装置との通信
ができないためホスト装置側のプリンタドライバのインストールなどができないままの状
態になる。
【０２１０】
　ちなみに、そのような事象が発生した場合、ユーザは、ホスト装置との通信ができない
のは製品不良のためではないかと誤解する。
【０２１１】
　次に、第１の実施の形態に係わる印刷装置のハードウェア構成について図１５を参照し
て説明する。
【０２１２】
　印刷装置１０（１０＃１～１０＃ｎ）は、図１５に示すように、ＣＰＵ１０１、記憶装
置１０２、ＲＯＭ１０３、ＲＡＭ１０４、ＡＳＩＣ１０５～１０８、通信Ｉ／Ｆ１０９、
インタフェース１０５に接続された操作パネル１４０、ＡＳＩＣ１０６に接続されたＦＡ
Ｘユニット２２０、ＡＳＩＣ１０７に接続されたスキャナユニット２４０、ＡＳＩＣ１０
８に接続された印刷エンジン２６０を有している。これら各構成要素１０１～１０９はシ
ステムバス１１に接続されている。
【０２１３】
　記憶装置１０２は、例えばハードディスクであり、図２に示した制御命令解析部１１０
、設定管理部１６０、印刷データ制御部１８０の各機能を実現するためのソフトウェア（
プログラム）を記憶している。なお、制御命令解析部１１０の機能は、図６に示す受付部
１１１の機能を含む。
【０２１４】
　また、記憶装置１０２は、図２に示した設定管理部１６０および履歴情報記憶部１９０
の各機能を果たす。
【０２１５】
　ＲＯＭ１０３は、読み出し専用メモリであり、外部の装置とのデータ通信を行うための
通信プロトコル情報、ユーザインタフェースソフトウェア１５１（図３参照）、処理プロ
グラム１０３Ａなどインストールされた各種のプログラムを記憶している。また、ＲＯＭ
１０３は、図２に示したＵＩ記憶部１５０の機能を果たす。
【０２１６】
　処理プログラム１０３Ａは、図３に示したパネル制御部１３０の機能を実現するための
ソフトウェア（プログラム）を含んでいる。なお、パネル制御部１３０の機能は、禁止制
御部１３１、実行部１３２および制御部１３３の各機能を含む。禁止制御部１３１は禁止
処理過程を実行し、実行部１３２は実行処理過程を実行し、制御部１３３は制御処理過程
を実行する。
【０２１７】
　ＲＡＭ１０４は、随時書き込み読み出しメモリであり、記憶装置１０２から読み込まれ
たプログラムやデータ、ＲＯＭ１０３から読み込まれた通信プロトコル情報、処理プログ
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ラム１０２Ａ、ユーザインタフェースソフトウェア１５１などを記憶する。
【０２１８】
　また、ＲＡＭ１０４は、例えばホストＩ／Ｆ部１２０によって送受信されるデータを記
憶する。
【０２１９】
　ＡＳＩＣ１０５は、特定用途向けＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）であり、図２に示したパネル制御部１３
０の機能を果たす。操作パネル１４０は図示しないインタフェースを介してＡＳＩＣ１０
５に接続される。
【０２２０】
　ＡＳＩＣ１０５は、ＲＯＭ１０３からＲＡＭ１０４へ処理プログラム１０３Ａを読み込
んで実行することにより、上述した禁止制御部１３１、実行部１３２および制御部１３３
の各機能を実現するとともに、処理プログラム１０３Ａに対応する処理機能を実現する。
【０２２１】
　ＡＳＩＣ１０６は、特定用途向けＩＣであり、図２に示したＦＡＸ制御部２１０の機能
を果たす。ＦＡＸユニット２２０は図示しないインタフェースを介してＡＳＩＣ１０６に
接続される。
【０２２２】
　ＡＳＩＣ１０７は、特定用途向けＩＣであり、図２に示したスキャナ制御部２３０の機
能を果たす。スキャナユニット２４０は図示しないインタフェースを介してＡＳＩＣ１０
７に接続される。
【０２２３】
　ＡＳＩＣ１０８は、特定用途向けＩＣであり、図２に示したエンジン制御部２５０の機
能を果たす。印刷エンジン２６０は図示しないインタフェースを介してＡＳＩＣ１０８に
接続される。
【０２２４】
　通信Ｉ／Ｆ１０９は、データ通信を実行するＣＰＵ（中央演算処理装置）を備えており
、図２に示したホストＩ／Ｆ部１２０に対応する。このような通信Ｉ／Ｆ１０９は、ＲＯ
Ｍ１０３からＲＡＭ１０４へプロトコル情報を読み込んで実行することにより、通信回線
３０を介して例えば通信先のホスト装置とのデータ通信を行う。
【０２２５】
　ＣＰＵ１０１は、中央演算処理装置であり、記憶装置１０２からＲＡＭ１０４へプログ
ラムを含むプログラムを読み込んで実行することにより、上述した制御命令解析部１１０
、設定管理部１６０、印刷データ制御部１８０の各機能を実現する。また、ＣＰＵ１０１
は印刷装置全体を制御する。
【０２２６】
　以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本明細
書で開示された実施の形態はすべての点で例示であって、開示された技術に限定されるも
のではないと考えるべきである。すなわち、本発明の技術的な範囲は、前記の実施の形態
における説明に基づいて制限的に解釈されるものでなく、あくまでも特許請求の範囲の記
載に従って解釈されるべきであり、特許請求の範囲の記載技術と均等な技術および特許請
求の範囲の要旨を逸脱しない限りにおけるすべての変更が含まれる。
【０２２７】
　また、プログラムを用いる場合には、ネットワークを介して提供し、或いはＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の記憶媒体に格納して提供してもよい。
【０２２８】
　すなわち、処理プログラムを含むプログラムをＲＯＭに記録する場合に限らず、当該プ
ログラムを次のようにして提供してもよい。
【０２２９】
　例えば、処理プログラムを含むプログラムをハードディスク等の記憶装置に格納してお
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き、ＣＰＵが、このプログラムをこの記憶装置から主記憶装置へローディングして実行す
るようにしてもよい。
【０２３０】
　また、上記プログラムを、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ（光磁気ディスク）、
フレキシブルディスク、などのコンピュータ読み取りされる記憶媒体に格納して配布する
ようにしてもよい。
【０２３１】
　さらには、印刷装置等を通信回線（例えばインターネット）を介してサーバ装置あるい
はホストコンピュータと接続するようにし、サーバ装置あるいはホストコンピュータから
上記プログラムをダウンロードした後、このプログラムを実行するようにしてもよい。こ
の場合、このプログラムのダウンロード先としては、ＲＡＭ等のメモリやハードディスク
などの記憶装置（記憶媒体）が挙げられる。
【産業上の利用可能性】
【０２３２】
　本発明の画像形成システムは、画像形成装置と通信装置とがローカル接続される画像形
成システムに適用してもよい。
【符号の説明】
【０２３３】
　　１　画像形成システム
　　１０＃１～１０＃ｎ　印刷装置
　　２０＃１～１０＃ｍ　ホスト装置
　　３０　通信回線
　　４０　公衆回線
　　１１０　制御命令解析部
　　１１１　受付部
　　１２０　ホストＩ／Ｆ
　　１３０　パネル制御部
　　１３１　禁止制御部
　　１３２　実行部
　　１３３　制御部
　　１３４　受付部
　　１４０　操作パネル
　　１４１　入力部
　　１４２　表示部
　　１４３　ＬＥＤ
　　１４４　スピーカー
　　１５０　ＵＩ記憶部
　　１５１　ユーザインタフェースソフトウェア
　　１６０　設定管理部
　　１７０　設定記憶部
　　１８０　印刷データ制御部
　　１９０　履歴情報記憶部
　　２１０　ＦＡＸ制御部
　　２２０　ＦＡＸユニット
　　２３０　スキャナ制御部
　　２４０　スキャナユニット
　　２５０　エンジン制御部
　　２６０　印刷エンジン
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