
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器との通信処理が可能な電子機器であって、
　当該電子機器の仕様或いは操作方法を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手
段と、
　前記外部機器より、前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報を要求する情報を入
力する入力手段と、
　前記入力手段による入力に応じて、前記記憶手段より、対応するマニュアル情報を読み
出す読出手段と、
　前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を、前記外部機器に伝送する伝送手段
と、
を有することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記電子機器が動作可能であることを前記外部機器に通知する通知手段を更に有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電子機器はプリンタ装置であることを特徴とする請求項１或いは２に記載の電子機
器。
【請求項４】
　外部機器と、当該外部機器との通信処理が可能な電子機器とを有するデータ処理システ
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ムであって、
　前記電子機器は、
　当該電子機器の仕様或いは操作方法を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手
段と、
　前記外部機器より、前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報の読み出しを指示す
る情報を入力する入力手段と、
　前記入力手段による入力に応じて、前記記憶手段より、対応するマニュアル情報を読み
出す読出手段と、
　前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を前記外部機器に伝送する伝送手段と
を有し、
　前記外部機器は
　前記電子機器のマニュアル情報の読出しを指示する指示手段と、
　前記指示手段により指示されるのに応じて、マニュアル情報を要求する情報を前記電子
機器に伝送する手段と、
　前記電子機器より送られてくるマニュアル情報を受信して表示する表示手段と、
を有することを特徴とするデータ処理システム。
【請求項５】
　前記指示手段は、前記電子機器を表すアイコンを表示する表示器と、当該アイコンを指
示する入力装置を含むことを特徴とする請求項４に記載のデータ処理システム。
【請求項６】
　前記外部機器は、前記電子機器の電源がオンされていて、かつ動作可能な時に前記アイ
コンを表示器に表示することを特徴とする請求項５に記載のデータ処理システム。
【請求項７】
　前記外部機器はホストコンピュータであり、前記電子機器はプリンタ装置であることを
特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載のデータ処理システム。
【請求項８】
　外部機器と、当該外部機器との通信処理が可能な電子機器におけるデータ処理方法であ
って、
　 記憶しているマニュアル情報を要求する情報を、外部機器より

入力する工程と、
　前記情報を入力すると、対応するマニュアル情報を 読出す工程と、
　読み出したマニュアル情報を、前記外部機器に 伝送する工程と、
　伝送されたマニュアル情報を、前記外部機器で表示する工程と、
を有することを特徴とするデータ処理方法。
【請求項９】
　
　
　

　

　

【請求項１０】
　

　

【請求項１１】
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前記電子機器が 前記電子
機器で

前記電子機器で
前記電子機器で

外部機器との通信処理が可能な電子機器であって、
前記電子機器の仕様を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報を要求する情報を前記外部機器より入力

する入力手段と、
前記入力手段により入力された情報に従って、マニュアル情報を前記記憶手段から読み

出す読出手段と、
前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を前記外部機器に伝送する伝送手段と

、
を有することを特徴とする電子機器。

前記入力手段により入力された情報に従って、指示されたマニュアル情報を検索する検
索手段を有し、

前記読出手段は、前記検索手段により検索されたマニュアル情報を読み出すことを特徴
とする請求項９に記載の電子機器。



　

【請求項１２】
　
　
　

　

　

【請求項１３】
　

　

【請求項１４】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、双方向性インターフェースを介して外部機器に接続される電子機器及び該機器
を有するデータ処理システム及び前記機器におけるデータ処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ホストコンピュータに複数の周辺機器（例えばプリンタやディスプレイ等）が接続
されている状態で、これら周辺機器のそれぞれの仕様或は操作方法などを理解するために
は、それら周辺機器の操作マニュアルを入手し、それを読んで理解するしかなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため、例えばその操作マニュアルが手元に無い時は、それに対するコマンドの設定等
が分からないため、誤ったコマンドを発行して意図しないプリント結果が得られたりして
、多くの記録紙を無駄にしてしまうなどの問題がある。
【０００４】
また、これら周辺機器がホストコンピュータより離れた位置にある時は、その周辺機器が
設置されている場所までいって確認しなければならないため、ホストコンピュータの使用
者にとっては極めて操作性の悪いものとなっていた。
【０００５】
本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、ホスト側で周辺機器の仕様或は操作方法な
どを確認できる電子機器及び該機器を有するデータ処理システム及び前記電子機器におけ
るデータ処理方法を提供することを目的とする。
【０００６】
また本発明の目的は、電子機器に記憶されている操作方法等の情報を外部より読み出して
確認できる電子機器及び該機器を有するデータ処理システム及び前記電子機器におけるデ
ータ処理方法を提供することにある。
【０００７】
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前記伝送手段は、前記マニュアル情報のうち指定されたページ部分のマニュアル情報、
又は前記マニュアル情報のうち指定された項目部分のマニュアル情報を伝送することを特
徴とする請求項９に記載の電子機器。

外部機器との通信処理が可能な電子機器であって、
前記電子機器の操作方法を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報を要求する情報を前記外部機器より入力

する入力手段と、
前記入力手段により入力された情報に従って、マニュアル情報を前記記憶手段から読み

出す読出手段と、
前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を、前記外部機器に伝送する伝送手段

と、
を有することを特徴とする電子機器。

前記入力手段により入力された情報に従って、指示されたマニュアル情報を検索する検
索手段を有し、

前記読出手段は、前記検索手段により検索されたマニュアル情報を読み出すことを特徴
とする請求項１２に記載の電子機器。

前記伝送手段は、前記マニュアル情報のうち指定されたページ部分のマニュアル情報、
又は前記マニュアル情報のうち指定された項目部分のマニュアル情報を伝送することを特
徴とする請求項１２に記載の電子機器。



また本発明の他の目的は、外部機器に接続されている電子機器が動作可能な状態にあるこ
とを、外部機器より容易に確認できる電子機器及び該機器を有するデータ処理システム及
び前記電子機器におけるデータ処理方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明の電子機器は以下のような構成を備える。即ち、
外部機器との通信処理が可能な電子機器であって、
当該電子機器の仕様或いは操作方法を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手段
と、
前記外部機器より、前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報を要求する情報を入力
する入力手段と、
前記入力手段による入力に応じて、前記記憶手段より、対応するマニュアル情報を読み出
す読出手段と、
前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を、前記外部機器に伝送する伝送手段と
、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の電子機器におけるデータ処理方法は以下のような工
程を備える。即ち、
　外部機器と、当該外部機器との通信処理が可能な電子機器におけるデータ処理方法であ
って、
　 記憶しているマニュアル情報を要求する情報を、外部機器より

入力する工程と、
　前記情報を入力すると、対応するマニュアル情報を 読出す工程と、
　読み出したマニュアル情報を、前記外部機器に 伝送する工程と、
　伝送されたマニュアル情報を、前記外部機器で表示する工程とを有することを特徴とす
る。
【００１０】
上記目的を達成するために本発明のデータ処理システムは以下のような構成を備える。即
ち、
外部機器と、当該外部機器との通信処理が可能な電子機器とを有するデータ処理システム
であって、
前記電子機器は、
当該電子機器の仕様或いは操作方法を理解するためのマニュアル情報を記憶する記憶手段
と、
前記外部機器より、前記記憶手段に記憶されているマニュアル情報の読み出しを指示する
情報を入力する入力手段と、
前記入力手段による入力に応じて、前記記憶手段より、対応するマニュアル情報を読み出
す読出手段と、
前記読出手段により読み出されたマニュアル情報を前記外部機器に伝送する伝送手段とを
有し、
前記外部機器は
前記電子機器のマニュアル情報の読出しを指示する指示手段と、
前記指示手段により指示されるのに応じて、マニュアル情報を要求する情報を前記電子機
器に伝送する手段と、
前記電子機器より送られてくるマニュアル情報を受信して表示する表示手段と、を有する
ことを特徴とする。
【００１１】
【作用】
以上の構成において、記憶しているマニュアル情報の読出しを指示する情報を外部機器よ
り入力すると、それに対応するマニュアル情報を読出し、その読み出したマニュアル情報
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を前記外部機器に伝送する。
【００１２】
【実施例】
以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施例を詳細に説明する。
【００１３】
本実施例の構成を説明する前に、本実施例を適用するのに好適なレーザビームプリンタ及
びインクジェットプリンタの構成について図１～図３を参照して説明する。なお、本実施
例を適用するプリンタは、本実施例におけるレーザビームプリンタ及びインクジェットプ
リンタ等のプリンタ装置に限定されるものでなく、他の情報処理装置の周辺装置でも良い
。
【００１４】
図１は本実施例の出力装置の一例を示すレーザビームプリンタ（ＬＢＰ）の構造断面図で
ある。
【００１５】
図１において、１５００はＬＢＰ本体を示し、外部に接続されているホストコンピュータ
から供給される印刷情報（文字コード等）やフォーム情報あるいはマクロ命令等を入力し
て記憶するとともに、それらの情報に従って対応する文字パターンやフォームパターン等
を作成し、記録媒体である記録紙等に像を形成する。１５０１は操作のためのスイッチお
よびＬＥＤやＬＣＤ等の表示器等が配されている操作パネル、１０００はＬＢＰ本体１５
００全体の制御、及びホストコンピュータから供給される文字情報等を解析するプリンタ
制御ユニットである。
【００１６】
このプリンタ制御ユニット１０００は、ホストコンピュータより受信した印刷情報に含ま
れる文字コードや画像情報を、対応する文字パターンや画像情報を表すビデオ信号に変換
してレーザドライバ１５０２に出力する。レーザドライバ１５０２は半導体レーザ１５０
３を駆動するための回路であり、入力されたビデオ信号に応じて半導体レーザ１５０３か
ら発射されるレーザ光１５０４をオン・オフ切り換えする。レーザ光１５０４は回転多面
鏡１５０５で左右方向に振らされて静電ドラム１５０６上を走査露光する。これにより静
電ドラム１５０６上には、文字パターン或は画像データの静電潜像が形成されることにな
る。この静電潜像は、静電ドラム１５０６の周囲に配設された現像ユニット１５０７によ
り現像された後、記録紙に転写される。この記録紙にはカットシートを用い、カットシー
ト記録紙はＬＢＰ１５００に装着した用紙カセット１５０８に収納され、給紙ローラ１５
０９及び搬送ローラ１５１０と搬送ローラ１５１１の回転により装置内に取り込まれて、
静電ドラム１５０６の位置まで搬送される。また、ＬＢＰ本体１５００には、図示しない
カードスロットを少なくとも１個以上備え、内蔵フォントに加えて、オプションフォント
カード、言語系の異なる制御カード（エミュレーションカード）等を接続できるように構
成されている。
【００１７】
図２は、本実施例の出力装置の他の例であるインクジェットプリンタの外観図である。
【００１８】
図２において、駆動モータ５０１３の正逆回転に連動して駆動力伝達ギア５０１１，５０
０９を介して回転するリードスクリュー５００５の螺旋溝５００４に対して係合するキャ
リッジＨＣはピン（図示しない）を有し、矢印ａ，ｂ方向に往復移動される。このキャリ
ッジＨＣには、インクジェットカートリッジＩＪＣが搭載されている。５００２は紙押え
板であり、キャリッジＨＣの移動方向に渡って紙をプラテン５０００に対して押圧する。
５００７，５００８はフォトカプラで、キャリッジＨＣのレバー５００６の、この域での
存在を確認して、モータ５０１３の回転方向切り換え等を行うためのホームポジション検
知手段として機能する。５０１６は記録ヘッドＩＪＨの全面をキャップするキャップ部材
５０２２を指示する部材、５０１５はこのキャップ内を吸引する吸引手段で、キャップ内
開口５０２３を介して記録ヘッドＩＪＨの吸引回復を行う。５０１７はクリーニングブレ
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ードで、部材５０１９により前後方向に移動可能となる。５０１８は本体支持板で、上記
５０１７，５０１９を支持する。５０１２は、吸引回復の吸引を開始するためのレバーで
、キャリッジＨＣと係合するカム５０２０の移動に伴って移動し、駆動モータ５０１３か
らの駆動力がクラッチ切り換え等の公知の伝達手段で移動制御される。
【００１９】
これらのキャッピング、クリーニング、吸引回復は、キャリッジＨＣがホームポジション
側領域にきた時に、リードスクリュー５００５の作用によってそれらの対応位置で所望の
処理が行なえるように構成されているが、周知のタイミングで所望の動作を行うように構
成されていればよい。５０１０，５０１１は駆動モータ５０１３よりの回転をリードスク
リュー５００５に伝達するか、或はプラテン５０００に伝達するかを切替えるためのクラ
ッチで、ここではキャリッジＨＣの移動や記録紙の搬送駆動を１つの駆動モータ５０１３
で行っている。
【００２０】
図３は、図２に示すインクジェットプリンタ装置の制御回路の構成を説明するためのブロ
ック図で、前述と共通する部分は同じ番号で示している。
【００２１】
図３において、１７００は記録信号やホストコンピュータからのコマンドを入力するイン
ターフェース、１７０１はＭＰＵ、１７０２はＭＰＵ１７０１が実行する制御プログラム
や、印刷情報、即ち、このプリンタ装置の操作及び仕様等の説明に関する情報等を格納す
るＲＯＭである。１７０３はＤＲＡＭで、各種データ（上記記録信号やヘッドＩＪＨに供
給される記録データ等）を保存している。１７０４は、記録ヘッドＩＪＨに対する出力デ
ータの供給制御を行うゲートアレイで、インターフェース１７００、ＭＰＵ１７０１、Ｄ
ＲＡＭ１７０３間のデータの転送制御も行う。１７０５はヘッドドライバで、ＭＰＵ１７
０１の指示により送られてくる記録情報に従って記録ヘッドＩＪＨを駆動している。１７
０７は駆動モータ５０１３を駆動するためのモータドライバである。
【００２２】
このように構成されたインクジェットプリンタ装置において、インターフェース１７００
を介して後述するホストコンピュータ１００より情報が入力されると、ゲートアレイ１７
０４とＭＰＵ１７０１との間で、その入力された情報がプリント用の出力情報に変換され
る。そして、モータドライバ１７０７を駆動するとともに、ヘッドドライバ１７０５を介
して記録ヘッドＩＪＨに印刷データを出力することにより、記録紙上への印刷が実行され
る。
【００２３】
尚、ＭＰＵ１７０１はインターフェース１７００を介して後述するホストコンピュータと
の通信処理が可能となっており、ＤＲＡＭ１７０３に関するメモリ情報および資源データ
等やＲＯＭ１７０２内のホスト印刷情報そして操作説明情報を、後述するホストコンピュ
ータに通知可能に構成される。またホストコンピュータからの本発明のコマンドも入力す
ることができる。
【００２４】
ＭＰＵ１７０１は、入力されたコマンドを解析し、そのコマンドに基づいてＲＯＭ１７０
２に記憶されている操作説明情報を読み出しインタフェース１７００を介してその内容を
ホストコンピュータに伝達可能なように構成されている。
【００２５】
図４は本発明の一実施例を示すプリントシステムの構成を説明するブロック図である。こ
こでは、レーザビームプリンタ（図１）を例にして説明する。尚、本実施例の機能が実行
されるのであれば、単体の機器であっても、或は複数の機器からなるシステムであっても
良く、またＬＡＮ等のネットワークを介して処理が行なわれるシステムであっても良い。
【００２６】
図において、３０００はホストコンピュータで、ＲＯＭ３のプログラムＲＯＭ３１に記憶
された文書処理プログラム等に基づいて、図形、イメージ、文字、表（表計算等を含む）
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等が混在した文書処理を実行するＣＰＵ１を備え、システムバス４に接続される各デバイ
スをＣＰＵ１が総括的に制御する。また、このＲＯＭ３のプログラムＲＯＭ３１には、例
えば図５のフローチャートで示されるようなＣＰＵ１の制御プログラム等が記憶されてい
る。ＲＯＭ３のフォントＲＯＭ３０は、上記文書処理の際に使用するフォントデータ等を
記憶している。ＲＯＭ３のデータＲＯＭ３２は、上記文書処理等を行う際に使用する各種
データ（例えば、紙サイズとドット数の対応情報、必要な余白サイズ）を記憶している。
２はＲＡＭで、ＣＰＵ１の主メモリ及びワークエリア等として使用されている。５はキー
ボードコントローラ（ＫＢＣ）で、キーボード（ＫＢ）９や不図示のポインティングデバ
イスからの情報の入力を制御している。６はＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）で、ＣＲＴ
ディスプレイ（ＣＲＴ）１０への表示を制御している。７はディスクコントローラ（ＤＫ
Ｃ）で、ブートプログラム、種々のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル
、編集ファイル等を記憶するハードディスク（ＨＤ）或はフロッピーディスク（ＦＤ）等
の外部メモリ１１とのアクセスを制御する。８はプリンタコントローラ（ＰＲＴＣ）で、
所定の双方向性インターフェース（インターフェース）２１を介してプリンタ１５００に
接続されて、プリンタ１５００との通信制御処理を実行する。
【００２７】
尚、ＣＰＵ１は、例えばＲＡＭ２上に設定されたビデオＲＡＭへのアウトラインフォント
の展開（ラスタライズ）処理を実行し、ＣＲＴ１０上でのＷＹＳＩＷＹＧを可能としてい
る。また、ＣＰＵ１は、ＣＲＴ１０上の不図示のマウスカーソル等で指示されたコマンド
等に基づいて、登録されている種々のウインドウを開き、種々のデータ処理を実行するこ
とができる。
【００２８】
次に、プリンタ装置（ＬＢＰ）１５００の構成を説明する。
【００２９】
プリンタ１５００において、１２はプリンタＣＰＵで、ＲＯＭ１３のプログラムＲＯＭ１
３１に記憶された制御プログラム、或いは外部メモリ１４に記憶されＲＡＭ１９にダウン
ロードされた制御プログラム等に基づいて、システムバス１５に接続されている各種デバ
イスとのアクセスを統括的に制御し、印刷部インターフェース１６を介して接続される印
刷部（プリンタエンジン）１７に出力情報としての画像信号を出力する。また、このＲＯ
Ｍ１３のプログラムＲＯＭ１３１には、ＣＰＵ１２の制御プログラム等が記憶されている
。ＲＯＭ１３のフォントＲＯＭ１３０には、上記出力情報を生成する際に文字コードをパ
ターン情報に展開するのに使用されるフォントデータ等を記憶している。ＲＯＭ１３のデ
ータＲＯＭ１３２には、ハードディスク等の外部メモリ１４が接続されていない場合には
、ホストコンピュータ３０００で利用される情報等を記憶している。
【００３０】
ＣＰＵ１２は、入力部１８を介してホストコンピュータ３０００との間で通信処理が可能
となっており、プリンタ１５００に記憶されている情報等をホストコンピュータ３０００
に送信できるように構成されている。ＲＡＭ１９は、ＣＰＵ１２の主メモリ及びワークエ
リア等として使用され、図示しない増設ポートに接続されるオプションＲＡＭにより、そ
のメモリ容量を拡張することができる。なお、このＲＡＭ１９は、出力情報の展開領域、
環境データの格納領域、ＮＶＲＡＭ（不揮発ＲＡＭ）等としても用いられている。前述し
たハードディスク（ＨＤ）、ＩＣカード等の外部メモリ１４は、ディスクコントローラ（
ＤＫＣ）２０によりＣＰＵ１２との間のアクセスが制御される。外部メモリ１４は、オプ
ションとして接続され、フォントデータ、エミュレーションプログラム、フォームデータ
等を記憶している。また、操作パネル１５０１は、操作のためのスイッチおよびＬＥＤ表
示器等が配されている。
【００３１】
尚、前述した外部メモリ１４は１個に限らず、少なくとも１個以上備え、内蔵フォント加
えて、オプションフォントカード、言語系の異なるプリンタ制御言語を解釈するプログラ
ムを格納した外部メモリを複数接続できるように構成されても良い。さらに、図示しない
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ＮＶＲＡＭを有し、操作パネル１５０１からのプリンタモードの設定情報を記憶するよう
にしても良い。
【００３２】
このように構成されたプリントシステムにおいて、使用者がホストコンピュータ３０００
のＣＲＴ１０上に表示された、操作マニュアルを表わすアイコンをカーソルで指示し、ポ
インティングデバイスによりダブルクリック等の操作を行うと、ＣＰＵ１が、その内容に
対応する操作データを要求するコマンドをプリンタ１５００に送出する。これにより、プ
リンタ１５００から操作マニュアルの内容が送られ、これを受信したホストコンピュータ
３０００は、その内容をＣＲＴ１０に表示する。
【００３３】
この一連の動作によって、プリンタ１５００の内部に記憶されたマニュアル操作に関する
情報等を、ホストコンピュータ３０００のオペレータが把握することができる。
【００３４】
図５は本実施例のプリントシステムにおけるホストコンピュータ３０００の動作を示すフ
ローチャートで、この処理を実行する制御プログラムはプログラムＲＯＭ３１に記憶され
ＣＰＵ１により実行される。
【００３５】
まずステップＳ１で、ＣＰＵ１はプリンタ１５００に対して動作可能であるか否かを問い
合わせるための問合わせコマンドを発行するとともに、タイムアウト監視用のソフトウェ
アタイマを起動する。ステップＳ２では、プリンタ装置１５００よりの応答があったかど
うかを判断し、応答があればステップＳ３に進み、プリンタ１５００が動作可能かどうか
を判断する。
【００３６】
プリンタ１５００が動作可能であればステップＳ４に進み、ＣＲＴ１０にプリンタのマニ
ュアルを示すアイコンを表示し、そのアイコンが、例えばダブルクリック操作などにより
指示されて、そのプリンタ装置１５００のマニュアルの印刷が指示されたかどうかを判断
する。このマニュアル印刷が指示されるとステップＳ５に進み、プリンタ１５００にマニ
ュアル情報を要求する。次にステップＳ６に進み、プリンタ１５００より送られてくるマ
ニュアル情報を待ち、マニュアル情報を受信するとステップＳ７に進み、その受信したマ
ニュアル情報をＣＲＴ１０に表示する。
【００３７】
またステップＳ２で、プリンタ装置１５００よりの応答が無い時はステップＳ８に進み、
ソフトウェアタイマをカウントアップし、ステップＳ９でそのカウント値が所定値以上に
なったかどうか、即ち、タイムアウトが発生したかを判断する。タイムアウトでなければ
ステップＳ２に戻って前述の処理を実行するが、タイムアウトになるか、或はステップＳ
３でプリンタ１５００が動作可能でない時はステップＳ１０に進み、プリンタ装置１５０
０がエラーであるとしてエラー処理に移行する。
【００３８】
またステップＳ４でマニュアルの印刷指示の入力でない時はステップＳ１１に進み、その
キーボード９或はポインティングデバイス等より入力された命令或は指示を実行する。
【００３９】
図６は、図５に示すホストコンピュータ３０００の動作に伴ってプリンタ装置１５００で
実行される処理を示すフローチャートで、この処理を実行する制御プログラムはプログラ
ムＲＯＭ１３１に記憶されており、ＣＰＵ１２の制御の下に実行される。
【００４０】
まずステップＳ２１で、ホストコンピュータ３０００よりのデータを受信するとステップ
Ｓ２２に進み、その受信したデータの種類を判別する。ここでホストコンピュータ３００
０よりマニュアルデータの印刷指示（図５のステップＳ５に対応）を受信したときはステ
ップＳ２４に進み、その指示されたマニュアル情報をデータＲＯＭ１３２で検索する。そ
して、その指示されたマニュアル情報をＲＯＭ１３２より読み出し、ステップＳ２６でホ
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ストコンピュータ３０００に送信する。
【００４１】
またステップＳ２２で判別したデータの種類が印刷データであればステップＳ２３に進み
、それに応じた印刷処理を実行する。
【００４２】
またステップＳ２２で、受信したデータの種類が問合わせコマンド（図５のステップＳ１
に対応）であればステップＳ２７に進み、プリンタ装置１５００が動作可能、即ち、レデ
イ状態にあるか否かを判断し、レデイであればステップＳ２８に進み、レデイであること
を示すデータをホストコンピュータ３０００に送信するが、動作不能であればステップＳ
２９に進み、ノットレデイデータをホストコンピュータ３０００に返送する。
【００４３】
尚、本実施例では、プリンタ装置の場合で説明したが、本発明はこれに限定されるもので
なく、プリンタ装置以外にも、ホストコンピュータに接続されて使用されるディスプレイ
或は他の周辺機器の場合にも適用できる。
【００４４】
また本実施例では、プリンタ装置側でマニュアル情報を全て送信するようにしたが、例え
ばホストコンピュータ３０００よりマニュアル情報の一部（ページによる指定、項目指定
）を指定し、プリンタ装置１５００では、その指定された部分のマニュアル情報だけをホ
ストコンピュータ３０００に返送するようにしても良い。
【００４５】
また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
装置に適用してもよい。また本発明は、システム或は装置に本発明を実施するプログラム
を供給することによっても達成できる。
【００４６】
以上説明したように本実施例によれば、プリンタ装置の内部に記憶されたマニュアル情報
にアクセスして、その内容を画面上に表示して確認することができる。
【００４７】
またホストコンピュータでは、接続されている周辺機器の電源が投入されていて、かつ動
作可能な時にのみ表示画面に対応するアイコンを表示するので、ホストコンピュータのオ
ペレータは容易に各周辺機器の状態を把握できる。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ホスト側で周辺機器の仕様或は操作方法などを確認
できる。
【００４９】
また本発明によれば、電子機器に記憶されている操作方法等の情報を外部より読み出して
確認できる。
【００５０】
更に本発明によれば、外部機器に接続されている電子機器が動作可能な状態にあることを
、外部機器より容易に確認できるという効果がある。
【００５１】
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の出力装置の一例を示すレーザビームプリンタの構造を示す構造断面図
である。
【図２】本実施例の出力装置の一例を示すインクジェットプリンタの外観斜視図である。
【図３】図２に示したインクジェットプリンタの構成を説明するブロック図である。
【図４】本実施例のプリントシステムの構成を示すブロック図である。
【図５】本実施例のホストコンピュータにおける動作を示すフローチャートである。
【図６】本実施例のプリンタ装置における動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
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１，１２　ＣＰＵ
２，１９　ＲＡＭ
３，１３　ＲＯＭ
４，１５　システムバス
３２，１３２　データＲＯＭ
１５００　プリンタ
３０００　ホストコンピュータ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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