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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信インタフェースと、
　第２の通信インタフェースと、
　前記第２の通信インタフェースを経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理が
、前記第１の通信インタフェースを経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理の
一部に制限されるよう、利用者端末から受け付ける利用要求に応じた処理を実行する実行
部と、
　前記第２の通信インタフェースが受信する通知を検出する検出部と、
　前記第１の通信インタフェースが接続されている通信手段に前記第１の通信インタフェ
ースから送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記検出
部が検出した場合に、前記第２の通信インタフェースによる通信が行われないよう制御す
る制御部と、
　を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部が、前記第１の通信インタフェースによる通信が行われている際に、前記第
２の通信インタフェースが接続されている通信手段に前記第２の通信インタフェースから
送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記検出部が検出
した場合に、前記第２の通信インタフェースによる通信が行われないよう制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　第１の通信インタフェースと、第２の通信インタフェースと、を含むコンピュータを、
　前記第２の通信インタフェースを経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理が
、前記第１の通信インタフェースを経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理の
一部に制限されるよう、利用者端末から受け付ける利用要求に応じた処理を実行する実行
部、
　前記第２の通信インタフェースが受信する通知を検出する検出部、
　前記第１の通信インタフェースが接続されている通信手段に前記第１の通信インタフェ
ースから送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記検出
部が検出した場合に、前記第２の通信インタフェースによる通信が行われないよう制御す
る制御部、
　として機能させる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、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の通信インタフェースを備えた情報処理装置が存在する。特許文献１には、通信イ
ンタフェースが複数実装され、複数の通信インタフェースがそれぞれ異なるネットワーク
に接続されているネットワークプリンタ装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－１７９８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的の１つは、情報処理装置に含まれる複数の通信インタフェースが通信手段
に接続されている場合に、当該通信手段に接続されている装置が当該情報処理装置との間
の通信経路として利用可能である通信インタフェースの数が、最大でも１となるようにす
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、情報処理装置であって、第１の通信インタフェースと、第２
の通信インタフェースと、前記第１の通信インタフェースが受信する通知を検出する検出
部と、前記第２の通信インタフェースが接続されている通信手段に前記第２の通信インタ
フェースから送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記
検出部が検出した場合に、前記第１の通信インタフェース又は前記第２の通信インタフェ
ースの少なくとも一方による通信が行われないよう制御する制御部と、を含むこととした
ものである。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置であって、前記制御部が、前
記第１の通信インタフェースによる通信が行われている際に、前記第２の通信インタフェ
ースが接続されている通信手段に前記第２の通信インタフェースから送信される、送信元
の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記検出部が検出した場合に、前記第
２の通信インタフェースによる通信が行われないよう制御することとしたものである。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置であって、前記制御部が、前
記第２の通信インタフェースが接続されている通信手段に前記第２の通信インタフェース
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から送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたことを表す通知を、前記検出部が
検出した場合に、前記第１の通信インタフェースによる通信も前記第２通信インタフェー
スによる通信も行われないよう制御することとしたものである。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、プログラムであって、第１の通信インタフェースと、第２の
通信インタフェースと、を含むコンピュータを、前記第１の通信インタフェースが受信す
る通知を検出する検出部、前記第２の通信インタフェースが接続されている通信手段に前
記第２の通信インタフェースから送信される、送信元の装置が通信手段に接続されたこと
を表す通知を、前記検出部が検出した場合に、前記第１の通信インタフェース又は前記第
２の通信インタフェースの少なくとも一方による通信が行われないよう制御する制御部、
としてコンピュータを機能させることとしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１，４に記載の発明によれば、情報処理装置に含まれる複数の通信インタフェー
スが通信手段に接続されている場合に、当該通信手段に接続されている装置が当該情報処
理装置との間の通信経路として利用可能である通信インタフェースの数が、最大でも１と
なる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、情報処理装置に含まれる通信インタフェースのいずれ
かでの通信が行われている場合に、当該通信インタフェースが接続されている通信手段に
接続された他の通信インタフェースにより通信が行われることが防止される。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、情報処理装置に含まれる複数の通信インタフェースが
通信手段に接続された場合に、当該情報処理装置と、当該通信手段に接続されている装置
と、の間で通信が行われることが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態の全体構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る画像形成装置により実現される機能の一例を示す機能
ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る画像形成装置により行われる処理の流れの一例を示す
フロー図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る画像形成装置により行われる処理の流れの一例を示す
フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本実施形態の全体構成の一例を示す図である。図１に示すように、本実施形態
に係る画像形成装置１０は、複数の利用者端末１２と通信手段（本実施形態では、例えば
、ＬＡＮ１４等の通信ネットワーク）を介して接続されている。
【００１５】
　本実施形態に係る画像形成装置１０は、例えば、制御部２０、記憶部２２、第１通信部
２４－１、第２通信部２４－２、ユーザインタフェース（ＵＩ）部２６、プリンタ部２８
、を含んでいる。これらの要素は、バスなどを介して接続される。本実施形態では、図１
に示す画像形成装置１０は、本実施形態における情報処理装置としての役割を担う。
【００１６】
　制御部２０は、ＣＰＵなどのプログラム制御デバイスであり、画像形成装置１０にイン
ストールされるプログラムに従って動作する。記憶部２２は、ＲＯＭやＲＡＭなどの記憶
素子やハードディスクドライブなどである。記憶部２２には、制御部２０によって実行さ
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れるプログラムなどが記憶される。また、記憶部２２は、制御部２０のワークメモリとし
ても動作する。第１通信部２４－１、及び、第２通信部２４－２は、ネットワークボード
などの通信インタフェースである。第１通信部２４－１は、例えば、プライマリインタフ
ェースであり、第２通信部２４－２は、例えば、セカンダリインタフェースである。ＵＩ
部２６は、タッチパネル、液晶ディスプレイ、ボタン、などによって構成される。ＵＩ部
２６は、制御部２０から入力される指示に従って、制御部２０から入力されるデータに基
づく画面を表示する。また、ＵＩ部２６は、ユーザからの指示の入力を受け入れて、その
入力内容を制御部２０に出力する。プリンタ部２８は、例えば、制御部２０から入力され
る情報に基づいて、紙媒体などの記録媒体上に画像を形成する。
【００１７】
　本実施形態に係る利用者端末１２は、ＣＰＵ等の制御装置、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素
子やハードディスクドライブ等の記憶装置、ディスプレイ等の出力装置、マウスやキーボ
ード等の入力装置、ネットワークボード等の通信装置などを備えた公知のパーソナルコン
ピュータにより構成されている。また、本実施形態に係る複数の利用者端末１２は、第１
の通信手段（本実施形態では、例えば、第１ＬＡＮ１４－１）に接続されている、第１群
利用者端末１２－１と、第２の通信手段（本実施形態では、例えば、第２ＬＡＮ１４－２
）に接続されている、第２群利用者端末１２－２と、に分類される。
【００１８】
　そして、本実施形態に係る画像形成装置１０は、例えば、第１通信部２４－１を介して
第１ＬＡＮ１４－１に接続されており、第２通信部２４－２を介して、第２ＬＡＮ１４－
２に接続されている。第１通信部２４－１と第１ＬＡＮ１４－１とは、例えば、通信ケー
ブルによって接続されている。また、第２通信部２４－２と第２ＬＡＮ１４－２とは、例
えば、通信ケーブルによって接続されている。
【００１９】
　本実施形態では、予め、画像形成装置１０の運用方針が定められている。例えば、画像
形成装置１０が、第１通信部２４－１を経由して利用者端末１２から画像形成装置１０の
利用要求を受け付けた場合は、画像形成装置１０は、利用者端末１２、又は、利用者端末
１２の利用者の認証を行う。そして、認証に成功した場合に、画像形成装置１０は、受け
付けた利用要求に応じた処理を実行する。また、例えば、画像形成装置１０が、第２通信
部２４－２を経由して利用者端末１２から画像形成装置１０の利用要求を受け付けた場合
は、画像形成装置１０は、利用者端末１２、又は、利用者端末１２の利用者の認証を行う
ことなく、利用要求に応じた処理を実行する。
【００２０】
　また、本実施形態では、例えば、画像形成装置１０は、第２通信部２４－２を経由して
受け付ける利用要求に応じて実行する処理は、第１通信部２４－１を経由して受け付ける
利用要求に応じて実行する処理の一部に制限されている。例えば、第１通信部２４－１を
経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理で用いられるプロトコルには制限がな
いが、第２通信部２４－２を経由して受け付ける利用要求に応じて実行する処理で用いら
れるプロトコルは、第１通信部２４－１を経由して受け付ける利用要求に応じて実行する
処理で用いられるプロトコルの一部に制限されている。
【００２１】
　図２は、本実施形態に係る画像形成装置１０により実現される機能の一例を示す機能ブ
ロック図である。図２に示すように、本実施形態における画像形成装置１０は、機能的に
は、例えば、通知送信部３０、検出部３２、通信制御部３４、を含んでいる。これらの機
能は、コンピュータである画像形成装置１０にインストールされた、これらの機能に対応
する命令を含むプログラムを、画像形成装置１０の制御部２０で実行することにより実現
されている。このプログラムは、例えば、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、光磁
気ディスク、フラッシュメモリ等のコンピュータ可読な情報記憶媒体を介して、あるいは
、インターネットなどの通信手段を介して画像形成装置１０に供給される。
【００２２】
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　通知送信部３０は、例えば、通信部２４が起動する際や、通信部２４に通信ケーブルが
挿入された際などに、通信部２４が接続されているＬＡＮ１４に、画像形成装置１０がＬ
ＡＮ１４に接続されたことを示す通知（以下、接続通知と呼ぶ。）を送信する。この通知
は、例えば、ＷＳＤ－ＤｉｓｃｏｖｅｒｙのＨｅｌｌｏ　Ｍｅｓｓａｇｅ等が該当する。
ＬＡＮ１４に送信された接続通知は、当該ＬＡＮ１４に接続されている装置（ここでは、
例えば、利用者端末１２）が受信する。例えば、通知送信部３０が、第１通信部２４－１
から、第１ＬＡＮ１４－１に接続通知を送信すると、第１ＬＡＮ１４－１に接続されてい
る第１群利用者端末１２－１が当該接続通知を受信する。また、例えば、通知送信部３０
が、第２通信部２４－２から、第２ＬＡＮ１４－２に接続通知を送信すると、第２ＬＡＮ
１４－２に接続されている第２群利用者端末１２－２が当該接続通知を受信する。なお、
本実施形態では、第１ＬＡＮ１４－１に送信された接続通知は、第２ＬＡＮ１４－２には
到達しない。また、本実施形態では、第２ＬＡＮ１４－２に送信された接続通知は、第１
ＬＡＮ１４－１には到達しない。
【００２３】
　また、通知送信部３０は、例えば、通信部２４による通信を不能とする際などに、通信
部２４が接続されているＬＡＮ１４に、通信部２４による通信が不能となることを示す通
知（以下、通信不能通知と呼ぶ。）を送信する。この通知は、例えば、ＷＳＤ－Ｄｉｓｃ
ｏｖｅｒｙのＢｙｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ等が該当する。例えば、通知送信部３０が、第１通
信部２４－１から、第１ＬＡＮ１４－１に通信不能通知を送信すると、第１ＬＡＮ１４－
１に接続されている第１群利用者端末１２－１が当該通信不能通知を受信する。また、例
えば、通知送信部３０が、第２通信部２４－２から、第２ＬＡＮ１４－２に通信不能通知
を送信すると、第２ＬＡＮ１４－２に接続されている第２群利用者端末１２－２が当該通
信不能通知を受信する。なお、本実施形態では、第１ＬＡＮ１４－１に送信された通信不
能通知は、第２ＬＡＮ１４－２には到達しない。また、本実施形態では、第２ＬＡＮ１４
－２に送信された通信不能通知は、第１ＬＡＮ１４－１には到達しない。
【００２４】
　検出部３２は、通信部２４が受信する通知を監視する。そして、検出部３２は、通信部
２４が受信する通知を検出する。
【００２５】
　通信制御部３４は、検出部３２による通知の受信の検出に応じて、第１通信部２４－１
及び第２通信部２４－２の少なくとも一方による通信が行われないよう制御する。ここで
の、通信部２４による通信が行われないよう制御することとは、例えば、通信部２４によ
る、特定のプロトコルによる通信が不能となるよう制御すること（すなわち、通信部２４
によるサービスが停止するよう制御すること）や、通信インタフェースが停止するよう制
御すること（例えば、通信部２４によるパケット送信が停止するよう制御すること）や、
通信インタフェースが接続断となるよう制御すること（例えば、リンクダウンするよう制
御すること）、などが該当する。
【００２６】
　また、本実施形態では、画像形成装置１０の記憶部２２に、予め、第１通信部２４－１
及び第２通信部２４－２の両方が同一のＬＡＮ１４（ここでは、例えば、第１ＬＡＮ１４
－１又は第２ＬＡＮ１４－２）に誤接続された場合の動作の設定を示す動作設定データが
記憶されている。動作設定データの値は、本実施形態では、例えば、いずれか一方の通信
部２４を経由したサービスの提供（例えば、利用要求に応じた処理の実行）を行うことと
する機能提供優先モード、又は、サービスの提供（例えば、利用要求に応じた処理の実行
）を行わないこととするセキュリティ重視モード、のいずれかを示す。
【００２７】
　ここで、本実施形態に係る画像形成装置１０に電源が投入され、画像形成装置１０が起
動する際に、本実施形態に係る画像形成装置１０で行われる処理の流れの一例を、図３に
例示するフロー図を参照しながら説明する。
【００２８】
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　画像形成装置１０に電源が投入されると、まず、検出部３２が、通信部２４が受信する
通知の監視を開始する（Ｓ１０１）。本処理例では、例えば、検出部３２は、第１通信部
２４－１が受信する通知、及び、第２通信部２４－２が受信する通知の監視を開始する。
【００２９】
　そして、通知送信部３０が、第１通信部２４－１から、画像形成装置１０がＬＡＮ１４
に接続されたことを示す接続通知（例えば、Ｈｅｌｌｏ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を、第１通信
部２４－１が接続されているＬＡＮ１４に送信する（Ｓ１０２）。
【００３０】
　そして、検出部３２が、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１通信部
２４－１から送信された接続通知を受信したか否かを判定する（Ｓ１０３）。本処理例で
は、例えば、Ｓ１０２に示す処理が実行されてから予め定められた時間が経過するまでの
間に、検出部３２が、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１通信部２４
－１から送信された接続通知を受信したか否かを判定する。
【００３１】
　なお、Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１
通信部２４－１から送信された通知を受信したと判定される状況は、例えば、第１通信部
２４－１及び第２通信部２４－２の両方が第１ＬＡＮ１４－１に接続された際や、第１通
信部２４－１及び第２通信部２４－２の両方が第２ＬＡＮ１４－２に接続された際に起こ
る。
【００３２】
　Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１通信部
２４－１から送信された接続通知を受信したと判定されなかった場合は（Ｓ１０３：Ｎ）
、通知送信部３０が、第２通信部２４－２から、画像形成装置１０がＬＡＮ１４に接続さ
れたことを示す接続通知（例えば、Ｈｅｌｌｏ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を、第２通信部２４－
２が接続されているＬＡＮ１４に送信して（Ｓ１０４）、本処理例に示す処理を終了する
。
【００３３】
　Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１通信部
２４－１から送信された通知を受信したと判定された場合は（Ｓ１０３：Ｙ）、記憶部２
２に記憶されている動作設定データの値が、機能提供優先モードを示すか否かを確認する
（Ｓ１０５）。
【００３４】
　記憶部２２に記憶されている動作設定データの値が、機能提供優先モードを示す場合は
（Ｓ１０５：Ｙ）、本処理例に示す処理を終了する。
【００３５】
　記憶部２２に記憶されている動作設定データの値が、機能提供優先モードを示さない、
すなわち、セキュリティ重視モードを示す場合は（Ｓ１０５：Ｎ）、通知送信部３０が、
第１通信部２４－１から、第１通信部２４－１による通信が不能となることを示す通信不
能通知（例えば、Ｂｙｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する（Ｓ１０６）。そして、通信制御
部３４が、例えば、第１通信部２４－１を停止させるなどして、第１通信部２４－１が停
止するよう制御して（Ｓ１０７）、本処理例に示す処理を終了する。
【００３６】
　上述の処理例において、Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２
に示す処理で第１通信部２４－１から送信された接続通知を受信したと判定されなかった
場合は、画像形成装置１０は、第１通信部２４－１を経由したサービスの提供、及び、第
２通信部２４－２を経由したサービスの提供を行うこととなる。
【００３７】
　また、Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１
通信部２４－１から送信された通知を受信したと判定され、Ｓ１０５に示す処理で、記憶
部２２に記憶されている動作設定データの値が、機能優先モードを示すことが確認された
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場合は、画像形成装置１０は、第１通信部２４－１を経由したサービスの提供は行うが、
第２通信部２４－２を経由したサービスの提供は行わない。この場合については、通信制
御部３４は、第２通信部２４－２による通信が行われないよう制御したこととなる。
【００３８】
　また、Ｓ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に示す処理で第１
通信部２４－１から送信された通知を受信したと判定され、Ｓ１０５に示す処理で、記憶
部２２に記憶されている動作設定データの値が、セキュリティ重視モードを示すことが確
認された場合は、画像形成装置１０は、第１通信部２４－１を経由したサービスの提供も
第２通信部２４－２を経由したサービスの提供も行わない。この場合については、通信制
御部３４は、通信制御部３４は、第１通信部２４－１による通信も第２通信部２４－２に
よる通信も行われないよう制御したこととなる。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る画像形成装置１０の通信部２４に接続されている通信ケーブル
の動的な抜き差しが発生した際に、本実施形態に係る画像形成装置１０で行われる処理の
流れの一例を、図４に例示するフロー図を参照しながら説明する。なお、本処理例では、
画像形成装置１０が、第１通信部２４－１又は第２通信部２４－２の一方（以下、接続済
通信部と呼ぶ。）を経由したサービスの提供を行っている際に、他方（以下、追加接続通
信部と呼ぶ。）への通信ケーブルの挿入が行われた場合の処理の流れを説明することとす
る。また、本処理例に示す処理の開始時には、検出部３２によって、第１通信部２４－１
が受信する通知、及び、第２通信部２４－２が受信する通知の監視が行われていることと
する。
【００４０】
　まず、追加接続通信部に通信ケーブルが挿入されると、通知送信部３０が、追加接続通
信部から、追加接続通信部がＬＡＮ１４に接続されたことを示す接続通知（例えば、Ｈｅ
ｌｌｏ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を、追加接続通信部が接続されているＬＡＮ１４に送信する（
Ｓ２０１）。
【００４１】
　そして、検出部３２が、接続済通信部経由で、Ｓ２０１で示す処理で追加接続通信部か
ら送信された接続通知を受信したか否かを判定する（Ｓ２０２）。本処理例では、例えば
、Ｓ２０１に示す処理が実行されてから予め定められた時間が経過するまでの間に、検出
部３２が、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す処理で追加接続通信部から送信された接
続通知を受信したか否かを判定する。
【００４２】
　なお、Ｓ２０２に示す処理で、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す処理で追加接続通
信部から送信された通知を受信したと判定される状況は、例えば、接続済通信部が第１Ｌ
ＡＮ１４－１に接続されている際に追加接続通信部が第１ＬＡＮ１４－１に接続された際
や、接続済通信部が第２ＬＡＮ１４－２に接続されている際に追加接続通信部が第２ＬＡ
Ｎ１４－２に接続された際に起こる。
【００４３】
　Ｓ２０２に示す処理で、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す処理で追加接続通信部か
ら送信された接続通知を受信したと判定されなかった場合は（Ｓ２０２：Ｎ）、本処理例
に示す処理を終了する。
【００４４】
　Ｓ２０２に示す処理で、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す処理で追加接続通信部か
ら送信された通知を受信したことが確認された場合は（Ｓ２０２：Ｙ）、通知送信部３０
が、追加接続通信部から、追加接続通信部による通信が不能となることを示す通信不能通
知（例えば、Ｂｙｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する（Ｓ２０３）。そして、通信制御部３
４が、追加接続通信部を停止させるなどして、追加接続通信部が停止するよう制御して（
Ｓ２０４）、本処理例に示す処理を終了する。
【００４５】
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　上述の処理例において、Ｓ２０２に示す処理で、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す
処理で追加接続通信部から送信された接続通知を受信したと判定されなかった場合は、画
像形成装置１０は、第１通信部２４－１を経由したサービスの提供、及び、第２通信部２
４－２を経由したサービスの提供を行うこととなる。
【００４６】
　また、Ｓ２０２に示す処理で、接続済通信部経由で、Ｓ２０１に示す処理で追加接続通
信部から送信された接続通知を受信したと判定された場合は、画像形成装置１０は、接続
済通信部を経由したサービスの提供は行うが、追加接続通信部を経由したサービスの提供
は行わない。この場合については、通信制御部３４は、追加接続通信部による通信が行わ
れないよう制御したこととなる。
【００４７】
　本実施形態では、例えば、利用者端末１２が、当該利用者端末１２が接続されているＬ
ＡＮ１４を経由して、画像形成装置１０から送信される接続通知を受信すると、例えば、
利用者端末１２が、利用者から受け付けるデバイスの検索要求に応じてディスプレイに表
示させる、利用可能なデバイスの検索結果画面に、当該画像形成装置１０の名称等の識別
情報が表示されることとなる。また、その後、利用者端末１２が、当該利用者端末１２が
接続されているＬＡＮ１４を経由して、画像形成装置１０から送信される通信不能通知を
受信すると、利用可能なデバイスの検索結果画面には、当該画像形成装置１０の名称等の
識別情報は表示されなくなる。そして、利用者端末１２が、検索結果画面に表示されてい
る識別情報に対応付けられるデバイスに対して処理の要求を送信すると、当該デバイスが
当該要求に応じた処理を実行する。
【００４８】
　本実施形態では、画像形成装置１０に含まれる複数の通信部２４がＬＡＮ１４に接続さ
れている場合に、当該ＬＡＮ１４に接続されている利用者端末１２が画像形成装置１０と
の間の通信経路として利用可能である通信部２４の数が、最大でも１となる。また、本実
施形態では、画像形成装置１０の第１通信部２４－１も第２通信部２４－２も第１ＬＡＮ
１４－１に接続された場合でも、利用者端末１２の利用可能なデバイスの検索結果画面に
、画像形成装置１０の第１通信部２４－１に対応付けられる識別情報と画像形成装置１０
の第２通信部２４－２に対応付けられる識別情報の両方が表示されることが防止される。
また、本実施形態では、例えば、運用方針に合致しない画像形成装置１０を利用者が利用
しようとした際に、利用を認めるべき利用者なのに画像形成装置１０の利用ができない（
例えば、印刷ができない）、あるいは、利用を認めるべきではない利用者が画像形成装置
１０を利用できてしまう、などといった運用障害が発生するおそれが低減される可能性が
ある。また、本実施形態では、例えば、ＤＮＳ　ＬｏｏｋｕｐやＳＭＢ名前解決などで無
駄な重複処理が発生するおそれが低減される可能性がある。
【００４９】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
【００５０】
　例えば、上述のＳ２０３に示す処理で、通知送信部３０が、接続済通信部から、接続済
通信部による通信が不能となることを示す通信不能通知を送信するようにしてもよい。そ
して、上述のＳ２０４に示す処理で、通信制御部３４が、接続済通信部を停止させるなど
して、接続済通信部が停止するよう制御してもよい。
【００５１】
　また、例えば、上述のＳ１０３に示す処理で、第２通信部２４－２経由で、Ｓ１０２に
示す処理で第１通信部２４－１から送信された通知を受信したと判定され、上述のＳ１０
５に示す処理で、記憶部２２に記憶されている動作設定データの値が、機能提供優先モー
ドを示す場合に、通知送信部３０が、第１通信部２４－１から、第１通信部２４－１によ
る通信が不能となることを示す通信不能通知を送信して、通信制御部３４が、第１通信部
２４－１が停止するよう制御してもよい。そして、この場合に、通知送信部３０が、第２
通信部２４－２から、画像形成装置１０がＬＡＮ１４に接続されたことを示す接続通知を
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、第２通信部２４－２が接続されているＬＡＮ１４に送信するようにしてもよい。
【００５２】
　また、本実施形態における画像形成装置１０が複数の筐体から構成されていてもよい。
また、本実施形態を画像形成装置１０以外の一般的な情報処理装置に応用してもよい。ま
た、上記の具体的な文字列や数値、並びに、図面中の具体的な文字列や数値は例示であり
、これらの文字列や数値には限定されない。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　画像形成装置、１２　利用者端末、１４　ＬＡＮ、２０　制御部、２２　記憶部
、２４　通信部、２６　ＵＩ部、２８　プリンタ部、３０　通知送信部、３２　検出部、
３４　通信制御部。

【図１】 【図２】

【図３】
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