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(57)【要約】
【課題】システムに新規に参加する際の固定設定値の入
力作業を軽減することができる画像処理装置を提供する
。
【解決手段】画像処理装置２１０は、複数の他の画像処
理装置２０２，２０３，２０４、及びサーバ１０１に対
して通信可能に接続され、サーバ１０１にデバイス情報
を送信する送信手段と、複数の他の画像処理装置２０２
，２０３，２０４のうちのいずれかの画像処理装置の共
通配信値をサーバ１０１を介して取得し、取得した共通
配信値を共通の設定値として設定する設定手段と、複数
の他の画像処理装置２０２，２０３，２０４の固有配信
値をサーバ１０１を介して参照値として取得する取得手
段と、取得手段により取得した参照値の画面、及び固有
の設定値の入力画面を有する設定画面を表示する表示手
段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置、複数の他の画像処理装置、及びサーバが互いに通信可能に接続される画
像処理システムであって、
　前記サーバは、前記複数の他の画像処理装置のうち、前記画像処理装置から送信された
デバイス情報に基づいて該画像処理装置に送信する共通配信値の配信元となる他の画像処
理装置を決定する決定手段を備え、
　前記画像処理装置は、前記サーバから送信された前記共通配信値を取得して共通の設定
値として設定する設定手段と、
　前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する
取得手段と、
　該取得手段により取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設
定画面を表示する表示手段と、を備える
　ことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　複数の他の画像処理装置、及びサーバに対して通信可能に接続される画像処理装置であ
って、
　前記サーバにデバイス情報を送信する送信手段と、
　前記複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像処理装置の共通配信値を前記サー
バを介して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設定値として設定する設定手段と、
　前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する
取得手段と、
　該取得手段により取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設
定画面を表示する表示手段と、を備える
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記サーバは、他の画像処理装置である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記複数の他の画像処理装置の数が予め定められた機種数以上の場合
に、前記参照値の画面、及び前記固有の設定値の入力画面を、設定値の種別毎の遷移が可
能な画面として表示する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記複数の他の画像処理装置の数が予め定められた機種数未満の場合
に、前記参照値の画面、及び前記固有の設定値の入力画面を、機種毎の遷移が可能な画面
として表示する、
　ことを特徴とする請求項２乃至４の何れか一項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記固有の設定値の入力画面で設定した設定値に関連する他の種別の参照値が前記固有
配信値に存在するか否かを判断する判断手段を備え、
　前記表示手段は、前記判断手段により前記固有配信値に存在すると判断された場合に、
前記参照値の画面、及び前記固有の設定値の入力画面を前記他の種別の画面に遷移させる
、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記参照値の画面に表示された参照値に基づいて決定された値を前記
固有の設定値の入力画面に表示する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
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　前記参照値の画面に表示された参照値をユーザの操作により前記固有の設定値の入力画
面に設定値としてコピーするコピー手段と、
　該コピー手段により前記固有の設定値の入力画面にコピーされた前記設定値をユーザの
操作により編集する編集手段と、を備える
　ことを特徴とする請求項２乃至７のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　複数の他の画像処理装置、及びサーバに対して通信可能に接続される画像処理装置の制
御方法であって、
　前記サーバにデバイス情報を送信する送信ステップと、
　前記複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像処理装置の共通配信値を前記サー
バを介して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設定値として設定する設定ステップ
と、
　前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する
取得ステップと、
　該取得ステップで取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設
定画面を表示する表示ステップと、を備える
　ことを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１０】
　複数の他の画像処理装置、及びサーバに対して通信可能に接続される画像処理装置の制
御プログラムであって、
　前記サーバにデバイス情報を送信する送信ステップと、
　前記複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像処理装置の共通配信値を前記サー
バを介して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設定値として設定する設定ステップ
と、
　前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する
取得ステップと、
　該取得ステップで取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設
定画面を表示する表示ステップと、をコンピュータに実行させる、
　ことを特徴とする画像処理装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、デジタル複合機等の複数の画像処理装置がネットワークに接続され
た画像処理システム、画像処理システムを構成する画像処理装置、画像処理装置の制御方
法、及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネットワークに接続された複数の対象機器に対して各対象機器に応じた設定情報
を設定する機器設定装置が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　この機器設定装置では、まず、複数の対象機器の各々をネットワーク上で識別するため
の識別情報と、複数の対象機器の各々に設定すべき機器別設定情報とが対応付けられた一
括設定情報を受け付ける。そして、この一括設定情報に基づいて、識別情報によってネッ
トワーク上で各対象機器を識別し、ネットワークを介して機器別設定情報を複数の対象機
器に一括設定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９７９３５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１では、機器別設定情報を対象機器の識別情報と共に予め機器設
定装置に保持しておく必要がある。また、機器設定装置から対象機器に対して設定情報を
一括設定するだけであるため、一括設定だけでは設定できない固有設定値の入力作業につ
いての利便性は考慮されていない。
【０００６】
　そこで、本発明は、システムに新規に参加する画像処理装置において固有設定値の入力
作業をユーザが行う際の負荷を軽減することができる画像処理システム、画像処理装置、
画像処理装置の制御方法、及び制御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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の画像処理システムは、画像処理装置、複数の他の
画像処理装置、及びサーバが互いに通信可能に接続される画像処理システムであって、前
記サーバは、前記複数の他の画像処理装置のうち、前記画像処理装置から送信されたデバ
イス情報に基づいて該画像処理装置に送信する共通配信値の配信元となる他の画像処理装
置を決定する決定手段を備え、前記画像処理装置は、前記サーバから送信された前記共通
配信値を取得して共通の設定値として設定する設定手段と、前記複数の他の画像処理装置
の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する取得手段と、該取得手段により
取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設定画面を表示する表
示手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の画像処理装置は、複数の他の画像処理装置、及びサーバに対して通信可能に接
続される画像処理装置であって、前記サーバにデバイス情報を送信する送信手段と、前記
複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像処理装置の共通配信値を前記サーバを介
して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設定値として設定する設定手段と、前記複
数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して参照値として取得する取得手段
と、該取得手段により取得した前記参照値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する
設定画面を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の画像処理装置の制御方法は、複数の他の画像処理装置、及びサーバに対して通
信可能に接続される画像処理装置の制御方法であって、前記サーバにデバイス情報を送信
する送信ステップと、前記複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像処理装置の共
通配信値を前記サーバを介して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設定値として設
定する設定ステップと、前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サーバを介して
参照値として取得する取得ステップと、該取得ステップで取得した前記参照値の画面、及
び固有の設定値の入力画面を有する設定画面を表示する表示ステップと、を備えることを
特徴とする。
【００１０】
　本発明の画像処理装置の制御プログラムは、複数の他の画像処理装置、及びサーバに対
して通信可能に接続される画像処理装置の制御プログラムであって、前記サーバにデバイ
ス情報を送信する送信ステップと、前記複数の他の画像処理装置のうちのいずれかの画像
処理装置の共通配信値を前記サーバを介して取得し、取得した前記共通配信値を共通の設
定値として設定する設定ステップと、前記複数の他の画像処理装置の固有配信値を前記サ
ーバを介して参照値として取得する取得ステップと、該取得ステップで取得した前記参照
値の画面、及び固有の設定値の入力画面を有する設定画面を表示する表示ステップと、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】
【００１１】
　本発明によれば、システムに新規に参加する画像処理装置において固有設定値の入力作
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業をユーザが行う際の負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態である画像処理システムの構成例を説明するための図で
ある。
【図２】画像処理装置の基本的な装置構成について説明するためのブロック図である。
【図３】画像処理装置の操作部に表示される画面の一例について説明するための図である
。
【図４】ネットワーク設定を行う際に画像処理装置の操作部に表示される画面の一例を示
す図である。
【図５】共通配信値と固有配信値の一例を示す図である。
【図６】共通配信値と固有配信値の一例を示す図である。
【図７】画像処理装置の操作部に表示される固有設定値の設定画面の一例を示す図である
。
【図８】画像処理装置における固定設定値の設定処理について説明するためのフローチャ
ート図である。
【図９】固有配信値情報が２機種の画像処理装置の参照値である場合に、操作部に表示さ
れる設定画面の一例を示す図である。
【図１０】図８のステップＳ１０１８の設定処理について説明するためのフローチャート
図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態である画像処理システムにおいて、画像処理装置の操
作部に表示されるユーザ略称の設定画面の一例を示す図である。
【図１２】図８のステップＳ１０１０に代えて制御装置６０により実行される処理につい
て説明するためのフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である画像処理システムの構成例を説明するための図
である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の画像処理システムは、複数の画像処理装置１０１，２
０２，２０３，２０４，２１０がＬＡＮ４００等を介して互いに通信可能に接続されてい
る。
【００１６】
　ここで、本実施形態では、画像処理装置（ＭＦＰ）１０１をサーバとし、画像処理装置
（ＳＦＰ）２０２，２０３及び画像処理装置（ＭＦＰ）２０４をクライアントとし、画像
処理装置（ＭＦＰ）２１０を新規クライアントとする。
【００１７】
　次に、図２を参照して、新規クライアントとしての画像処理装置２１０の基本的な装置
構成について説明する。
【００１８】
　図２に示すように、画像処理装置２１０は、リーダ部５１、プリンタ部５５、制御装置
６０、操作部７０、及びＨＤＤ６５を備える。
【００１９】
　リーダ部５１は、原稿の画像を光学的に読み取り、画像データに変換する。リーダ部５
１は、原稿の画像を読取るための機能を持つスキャナユニット５３と、原稿を搬送するた
めの機能を持つ原稿給紙ユニット５２とで構成される。なお、機種によっては原稿給紙ユ
ニット５２を持たないものもある。
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【００２０】
　プリンタ部５５は、記録紙を搬送するとともに、記録紙に画像を印字して装置外に排紙
する。プリンタ部５５は、複数種の記録紙カセットを持つ給紙ユニット５８と、画像デー
タを記録紙に転写、定着させるマーキングユニット５６と、印字された記録紙をソート、
ステイプルして装置外へ出力する排紙ユニット５７とで構成される。
【００２１】
　制御装置６０は、リーダ部５１、プリンタ部５５と電気的に接続され、さらにＬＡＮ４
００と接続されている。制御装置６０は、リーダ部５１を制御して、原稿の画像を読み取
り、プリンタ部５５を制御して、リーダ部５１で読み取った画像データを記録紙に出力す
るコピー機能を提供する。
【００２２】
　また、制御装置６０は、リーダ部５１で読み取った画像データをコードデータに変換し
、ＬＡＮ４００を介して不図示のホストコンピュータへ送信するネットワークスキャナ機
能を提供する。さらに、制御装置６０は、ホストコンピュータからＬＡＮ４００を介して
受信したコードデータを画像データに変換し、プリンタ部５５に出力するプリンタ機能を
提供する。
【００２３】
　操作部７０は、液晶表示部、液晶表示部に張り付けられたタッチパネル入力装置、及び
複数のハードキーを有し、ユーザが様々な操作を行うためのユーザＩ／Ｆを提供する。タ
ッチパネルまたはハードキーにより入力された信号は制御装置６０に伝えられ、制御装置
６０から送られてきた画像データを液晶表示部に表示する。また、操作部７０は、リーダ
部５１から読み込んだ原稿を文書としてＨＤＤ６５に保存するＢｏｘ機能（文書格納機能
）も提供する。このＢｏｘ機能は、文書を格納する機能に加え、格納された文書を印刷す
る機能も備える。尚、図１におけるサーバ１０１やクライアント２０２、２０３、２０４
も図２と同様の構成を備えるものであり、装置によってはリーダ部を備えていなかったり
（ＳＦＰ）、ステイプル処理やソート処理を行う為のフィニッシャを備えている場合があ
る。
【００２４】
　次に、図３を参照して、画像処理装置２１０の操作部７０の表示画面の一例について説
明する。
【００２５】
　図３において、トップメニューキー４０１は、不図示のトップメニューの画面表示（ロ
グイン画面表示）に戻るために用意されたキーである。マイポータルキー４０２は、押下
により、例えば特定のログインユーザに関連する情報（そのユーザが投入したジョブの情
報など）のみが掲載された画面が表示される。
【００２６】
　設定キー４０３は、環境情報、例えば機器が持つ設定値、ネットワーク設定、アプリケ
ーション、ユーザごとの設定値を設定する画面を表示するためのキーである。キー４０４
～４０８は、各種機能キー、キー４１１～４１４は、各種機能へのショートカットキーで
ある。登録キー４１５は、パーソナライズ画面の編集を行うためのキーである。
【００２７】
　キー４１７は、ログアウトを行うためのキーであり、ステータスライン４１８は、例え
ば実行中のジョブの情報を表示したり、消耗品（トナーなど）警告情報を表示したりする
エリアである。システム状況キー４１９は、例えば実行中のジョブリストやジョブログリ
ストの情報が閲覧できる画面を表示するためのキーである。
【００２８】
　図４は、画像処理装置２１０でネットワーク設定を行う際に操作部７０に表示する画面
の一例を示す図である。
【００２９】
　この画面には、ＩＰアドレス設定７０１、サブネットマスク設定７０２、ゲートウェイ
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設定４０３、及びサーバアドレス設定７０４が表示される。画像処理装置２１０の操作部
７０において、ユーザはこの画面に従いサーバアドレスを設定してクライアント／サーバ
の関係を構築し、図１に示す画像処理システムに新規に参加することになる。
【００３０】
　図５及び図６は、共通配信値と固有配信値の一例を示す図である。
【００３１】
　図５に示す共通配信値７１１及び固有配信値７１４は、図６に示す言語（例えばＸＭＬ
（Extensible Markup Language））でクライアントとしての画像処理装置のＨＤＤ等に格
納されている。共通配信値７１１は、新規クライアントである画像処理装置２１０が図１
に示す画像処理システムに参加した際に、他のクライアントの画像処理装置から設定をそ
のままコピーできる値となる。
【００３２】
　新規クライアントとしての画像処理装置２１０がサーバとしての画像処理装置１０１に
対して前述したサーバ設定を行うと、画像処理装置１０１は、画像処理装置２１０からデ
バイス情報を取得する。
【００３３】
　画像処理装置１０１は、デバイス情報のうち、デバイスタイプを参照し、画像処理装置
２１０はＭＦＰであるから、他の画像処理装置２０２，２０３，２０４のうち、ＭＦＰで
ある画像処理装置２０４を共通配信値７１１の配信元の装置として決定する。
【００３４】
　なお、クライアントとしての他の画像処理装置で複数のＭＦＰが存在した場合、画像処
理装置１０１は、画像処理装置２１０の残りのデバイス情報のＦｕｎｃｔｉｏｎやＯｐｔ
ｉｏｎを参照する。
【００３５】
　そして、画像処理装置１０１は、デバイス情報が画像処理装置２１０に最も近い画像処
理装置を共通配信値７１１の配信元として決定し、決定した配信元の画像処理装置の共通
配信値７１１を画像処理装置２１０に送信する。画像処理装置２１０は、取得した共通配
信値７１１を共通の設定値として設定してＨＤＤ６５等に保存する。
【００３６】
　共通の設定値を設定した後、画像処理装置２１０の操作部７０に固有設定値の設定画面
を表示する。
【００３７】
　設定画面の表示の際、ネットワークに接続されているクライアントとしての複数の他の
画像処理装置から画像処理装置１０１を介して固有配信値７１４に該当する設定値情報を
参照値として取得し、設定値の入力フォームと並列して表示する。
【００３８】
　そして、その参照値を参照しながらユーザが設定画面上で固有設定値を設定する。なお
、図５の設定情報７１５～７２０は、固有配信値の中でも関連のある値をグルーピングし
ている情報である。
【００３９】
　図７は、画像処理装置２１０の操作部７０に表示される固有設定値の設定画面の一例を
示す図である。
【００４０】
　図７において、設定画面７５０には、画像処理装置１０１から取得するクライアントの
画像処理装置の参照値の画面７５１と画像処理装置２１０の設定値を入力する入力画面７
５２が並列表示される。
【００４１】
　また、参照値の画面７５１と設定値の入力画面７５２は、参照する値が予め定めた機種
数以上、ここでは３機種以上ある場合、設定種別毎にタグ分岐して表示される。参照値の
画面７５１には、画像処理装置１０１から取得した参照値の欄（以下、参照値欄という）
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７５５が設定種別毎に表示される。
【００４２】
　図７の例では、参照値の画面７５１のタグで回線番号７６０が選択されている。ユーザ
がタブを選択すると、設定値の入力画面７５２に回線番号の入力タグが表示される。回線
番号７６０のタグでは、参照値欄７５５に参照値が列挙され、図の例では、ユーザは、参
照値欄７５５の「回線番号３」の値７６２を選択している。
【００４３】
　参照値欄７５５で「回線番号３」の値７６２が選択されると、設定値の入力画面７５１
の入力欄７５６には、「回線番号３」が固有設定値としてコピーされる。
【００４４】
　ユーザは、この状態で保存ボタン７５７を押下して保存することもできるし、さらに入
力欄７５６にコピーされた値を編集して、保存することも可能である。
【００４５】
　このように、画像処理装置２１０のユーザは、サーバとしての画像処理装置１０１に接
続されている複数の既存クライアントの画像処理装置が設定している固定配信値を種別毎
に参照値として操作部７０に一覧表示することが可能である。
【００４６】
　また、参照値の画面７５１で参照値を参照しながら設定したい項目を選択することで、
設定値入力画面７５２も連動して表示され、且つ参照値の画面７５１で選択した値を設定
値の入力画面７５１にコピーすることができる。これにより、複数の固有設定値の設定を
容易に行うことができる。
【００４７】
　次に、図８を参照して、新規クライアントとしての画像処理装置２１０における固定設
定値の設定処理について説明する。図８での各処理は、画像処理装置２１０のＲＯＭやＨ
ＤＤ６５等に記憶された制御プログラムがＲＡＭにロードされて、制御装置６０のＣＰＵ
等により実行される。
【００４８】
　ステップＳ１００１では、制御装置６０は、サーバとしての画像処理装置１０１から既
存クライアントの画像処理装置の固有配信値情報を取得し、ステップＳ１００２に進む。
【００４９】
　ステップＳ１００２では、制御装置６０は、ステップＳ１００１で取得した固有配信値
情報が、予め定められた機種数（ここでは３機種）以上の画像処理装置の参照値であるか
否かを判断する。
【００５０】
　そして、制御装置６０は、固有配信値情報が予め定められた機種数、すなわち３機種以
上の画像処理装置の参照値である場合は、ステップＳ１００３に進む。また、制御装置６
０は、固有配信値情報が予め定められた機種数未満、すなわち、３機種未満の画像処理装
置の参照値である場合は、ステップＳ１０１８に進む。なお、ステップＳ１０１８の設定
処理については、後述する。
【００５１】
　ステップＳ１００３では、制御装置６０は、操作部７０に設定値の種別毎の参照値の画
面７５１と設定値の入力画面７５２を有する設定画面７５０（図７）を表示するように決
定し、ステップＳ１００４に進む。
【００５２】
　ステップＳ１００４では、制御装置６０は、操作部７０の設定画面７５０に、設定値の
種別毎の参照値の画面７５１と設定値の入力画面７５２とを左右に並べて表示し、ステッ
プＳ１００５に進む。
【００５３】
　ステップＳ１００５では、制御装置６０は、参照値の画面７５１の種別タグが選択され
か否かを判断し、選択された場合は、ステップＳ１００６に進み、選択されない場合は、
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ステップＳ１０１３に進む。ここでは仮に回線番号７６０が種別タグの中から選択された
とする。
【００５４】
　ステップＳ１００６では、制御装置６０は、設定値の入力画面７５２にステップＳ１０
０５で選択された種別のタグ（回線番号７６１）を表示し、ステップＳ１００７に進む。
【００５５】
　ステップＳ１００７では、制御装置６０は、参照値の画面７５１に表示された参照値欄
７５５からいずれかの参照値（「回線番号３」７６２）が選択されたか否かを判断する。
【００５６】
　そして、制御装置６０は、参照値欄７５５からいずれかの参照値（「回線番号３」７６
２）が選択された場合は、ステップＳ１００８に進み、選択されない場合は、ステップＳ
１０１６に進む。
【００５７】
　ステップＳ１００８では、制御装置６０は、設定値の入力画面７５２の入力欄７５６に
ステップＳ１００７で選択された参照値（「回線番号３」）の値を設定値としてコピーし
、ステップＳ１００９に進む。
【００５８】
　ステップＳ１００９では、制御装置６０は、設定画面７５０の保存ボタン７５７が押下
されたかを判断し、押下された場合は、ステップＳ１０１０に進み、押下されない場合は
、ステップＳ１００５に戻る。
【００５９】
　ステップＳ１０１０では、制御装置６０は、ステップＳ１００８で入力欄７５６にコピ
ーされた設定値をＨＤＤ６５等に保存し、入力欄７５６や種別タグ７６１をグレーアウト
で表示する等して設定の終了をユーザに通知し、ステップＳ１０１１に進む。
【００６０】
　ステップＳ１０１１では、制御装置６０は、未設定項目があるか否かを判断し、未設定
項目がある場合は、ステップＳ１００５に戻り、未設定項目がない場合は、ステップＳ１
０１２に進む。
【００６１】
　ステップＳ１０１２では、制御装置６０は、固有設定値の設定完了を示すメッセージを
操作部７０等に表示し、処理を終了する。
【００６２】
　一方、ステップＳ１０１３では、制御装置６０は、設定値の入力画面７５２の種別タグ
が選択されか否かを判断し、選択された場合は、ステップＳ１０１４に進み、選択されな
い場合は、ステップＳ１０１５に進む。
【００６３】
　ステップＳ１０１４では、制御装置６０は、参照値の画面７５１にステップＳ１０１３
で選択された種別のタグを表示し、ステップＳ１００７に進む。
【００６４】
　ステップＳ１０１５では、制御装置６０は、その他の処理と判断して、固定設定値の設
定処理を終了する。
【００６５】
　また、ステップＳ１０１６では、制御装置６０は、設定値の入力画面７５２の入力欄７
５６に文字等により設定値が入力されたか否かを判断し、入力された場合はステップＳ１
００９に進む。
【００６６】
　図９は、図８のステップＳ１００２の判断において、ステップＳ１００１で取得した固
有配信値情報が２機種の画像処理装置の参照値であると判断された場合（ステップＳ１０
０２のＮｏ）に、操作部７０に表示される設定画面７５０の一例を示す図である。
【００６７】
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　図９に示す設定画面７５０では、参照値の画面７５１と設定値の入力画面９０２は左右
に並べて表示される。
【００６８】
　参照値の画面７５１の表示は、機種別タグにより切り替えて表示される。例えば、ユー
ザは、機種別タグの機種Ａ及び機種Ｂで設定されている参照値欄９０３を参照し、画像処
理装置２１０に最も近い値を設定している機種はどちらかを決定する。図では、機種Ａ９
０１が参照機種として選択されている。
【００６９】
　ユーザが機種Ａ９０１の参照値欄９０３を参照し、変更点が少ないと判断した場合は、
設定値の入力画面９０２の全コピーボタン９０５を押下すれば、機種Ａ９０１の参照値欄
９０３の値の全てを設定値として入力欄９０４にコピーすることができる。
【００７０】
　コピー後、設定値の入力画面９０２の入力欄９０４において、編集すべき項目は編集し
てから設定完了ボタン７５８を押下して設定を終了する。
【００７１】
　一方、機種Ａ９０１の参照値欄９０３のうち、特定の参照値のみを設定したい場合は、
参照値を選択後、一部コピーボタン９０６を押下して、必要な参照値のみを設定値として
入力欄９０４にコピーすることも可能である。
【００７２】
　このとき、必要な参照値を１個のみ選択して一部コピーしても、複数選択してコピーし
てもどちらでもよい。全コピーした場合でも一部コピーした場合でも設定値の入力画面９
０２の入力欄９０４の値は編集可能とする。
【００７３】
　次に、図１０を参照して、図８のステップＳ１０１８の設定処理について説明する。
【００７４】
　まず、図８のステップＳ１００２において、固有配信値情報が３機種未満の画像処理装
置の参照値である場合は、図１０のステップＳ１１０１に進む。
【００７５】
　ステップＳ１１０１では、制御装置６０は、操作部７０の設定画面７５０において、参
照値の画面７５１を機種毎に表示することを決定し、ステップＳ１１０２に進む。
【００７６】
　ステップＳ１１０２では、制御装置６０は、操作部７０の設定画面７５０において、機
種毎表示の参照値の画面７５１と設定値の入力画面９０２を左右に並べて表示し（図９）
、ステップＳ１１０３に進む。
【００７７】
　ステップＳ１１０３では、制御装置６０は、ユーザにより参照値の画面７５１のいずれ
かの機種タグが選択されたか否かを判断し、選択された場合は、ステップＳ１１０４に進
み、選択されない場合は、ステップＳ１１０２に戻る。
【００７８】
　ステップＳ１１０４では、制御装置６０は、ステップＳ１１０３で選択した機種タグ（
ここでは、機種タグ９０１）の参照値欄９０３を表示する。また、制御装置６０は、設定
値の入力画面９０２の全コピーボタン９０５及び一部コピーボタン９０６を有効表示し、
ステップＳ１１０５に進む。
【００７９】
　ステップＳ１１０５では、制御装置６０は、全コピーボタン９０５が押下されたか否か
を判断し、押下された場合は、ステップＳ１１０６に進み、押下されない場合は、ステッ
プＳ１１１４に進む。
【００８０】
　ステップＳ１１０２では、制御装置６０は、選択された機種タグ９０１の参照値欄９０
３の全ての参照値を入力画面９０２の入力欄９０４に設定値としてコピーし、ステップＳ
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１１０７に進む。
【００８１】
　一方、ステップＳ１１１４では、制御装置６０は、参照値欄９０３のいずれかの参照値
が選択されたか否かを判断し、いずれかの参照値が選択された場合は、ステップＳ１１１
５に進み、選択されない場合は、ステップＳ１１０３に戻る。
【００８２】
　ステップＳ１１１５では、制御装置６０は、設定値の入力画面９０２の全コピーボタン
９０５を無効とし、一部コピーボタン９０６のみを有効表示する。
【００８３】
　そして、制御装置６０は、一部コピーボタン９０６が押下されると、ステップＳ１１１
４で選択された参照値を入力画面９０２の入力欄９０４に設定値としてコピーし、ステッ
プＳ１１０７に進む。
【００８４】
　ステップＳ１１０７では、制御装置６０は、保存ボタン９０７が押下されたか否かを判
断し、押下された場合は、ステップＳ１１０８に進み、押下されない場合は、ステップＳ
１１０３に戻る。
【００８５】
　ステップＳ１１０８では、制御装置６０は、既に設定済みの設定値が保存する設定値に
存在するか否かを判断し、存在する場合は、ステップＳ１１０９に進み、存在しない場合
は、ステップＳ１１１１に進む。
【００８６】
　ステップＳ１１０９では、制御装置６０は、「上書き保存」及び「未設定項目のみ保存
」の選択ＵＩを操作部７０に表示し、ステップＳ１１１０に進む。
【００８７】
　ステップＳ１１１０では、制御装置６０は、選択ＵＩで「上書き保存」が選択された場
合は、ステップＳ１１１１に進み、選択ＵＩで「未設定項目のみ保存」が選択された場合
は、ステップＳ１１１６に進む。
【００８８】
　ステップＳ１１１１では、制御装置６０は、入力画面９０２の入力欄９０４にコピーさ
れた設定値をＨＤＤ６５等に上書き保存し、ステップＳ１１１２に進む。なお、ステップ
Ｓ１１０８において、既に設定済みの設定値が保存する設定値に存在しないと判断された
場合は、制御装置６０は、入力画面９０２の入力欄９０４にコピーされた設定値をＨＤＤ
６５等に保存する。
【００８９】
　一方、ステップＳ１１１６では、制御装置６０は、入力画面９０２の入力欄９０４にコ
ピーされた設定値のうち、未設定となっている項目値のみをＨＤＤ６５等に保存し、ステ
ップＳ１１１２に進む。
【００９０】
　ステップＳ１１１２では、制御装置６０は、未設定項目があるか否かを判断し、未設定
項目がある場合は、ステップＳ１１０３に戻り、未設定項目がない場合は、ステップＳ１
１１３に進む。
【００９１】
　ステップＳ１１１３では、制御装置６０は、設定完了を示すＵＩを操作部７０に表示し
、処理を終了する。
【００９２】
　以上説明したように、本実施形態では、新規クライアントの画像処理装置２１０で固有
設定値を入力する際に、操作部７０に既存クライアントの画像処理装置から取得した参照
値の画面と固有設定値の入力画面を並べて表示する。
【００９３】
　これにより、参照値の画面を参照しながら、参照値の入力画面へのコピーやコピー後の
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編集、及び新たな固有設定値の入力を行うことができ、システムに新規に参加する画像処
理装置２１０での固定設定値の入力作業を大幅に軽減することができる。
【００９４】
　また、既存クライアントの画像処理装置の機種数に応じて、操作部７０の設定画面での
参照値の画面の表示を切り替えているので、ユーザにおける固有設定値の入力作業の利便
性を向上させることができる。
【００９５】
　（第２の実施形態）
　次に、図１１及び図１２を参照して、本発明の第２の実施形態である画像処理システム
について説明する。なお、上記第１の実施形態に対して重複又は相当する部分については
、図及び符号を流用して説明する。
【００９６】
　本実施形態では、図８のステップＳ１０１０に代えて制御装置６０により実行される処
理について説明する。
【００９７】
　図５及び図６において、固有配信値７１４の各設定項目には、関連して設定を行いたい
設定項目（例えば設定項目７１５～７２０）が存在する。例えば、Ｆａｘの設定項目７１
５において説明すると、Ｆａｘ機においては、回線番号とユーザ略称が設定されている。
同じ回線番号に対しては、同一のユーザ略称や、個々のユーザ略称を割り当てたい場合が
ある。
【００９８】
　従って、新規クライアントの画像処理装置２１０に既存の回線番号を割り当てた場合、
関連するユーザ略称の参照値を表示し、また、関連項目の設定値を自動で候補値として表
示する。関連項目は、図６に示すように、関連値ＩＤ７３０で関連づけている。
【００９９】
　本実施形態では、同じ回線番号に対して、個々のユーザ略称を割り当てたい場合につい
て説明する。
【０１００】
　図７において、ユーザは、まず、入力画面７５２の入力欄７５６に「回線番号３」を設
定すると、図１１に示すように、参照値の画面７５１の種別タグがユーザ略称８０１に遷
移し、入力画面７５２の種別ダグにおいてもユーザ略称８０２に遷移する。
【０１０１】
　また、遷移後の参照値の画面７５１の参照値欄８０５から、回線番号３に割り当てあて
られた既存クライアントの画像処理装置は２台あり、それぞれユーザ略称が「ＯＡ３－１
」と「ＯＡ３－２」と設定されていることが分かる。
【０１０２】
　このとき、本実施形態では、ユーザ略称は個々の値を割り振るため、入力画面７５２の
入力欄８０６には、ユーザ略称として「ＯＡ３－１」と「ＯＡ３－２」に連続する値とな
る「ＯＡ３－３」が自動表示される。
【０１０３】
　ユーザは、この状態で保存ボタン７５７を押下して設定値を保存してもよいし、入力欄
８０６にて設定値を例えば他のユーザ略称に編集してから保存ボタン７５７を押下して保
存してもよい。
【０１０４】
　次に、図１２を参照して、図８のステップＳ１０１０に代えて制御装置６０により実行
される処理について説明する。
【０１０５】
　ステップＳ１２０１では、制御装置６０は、「回線番号３」設定値を保存した後、固有
配信値のユーザ略称で「回線番号３」に関連する参照値が存在するか否かを判断する。
【０１０６】
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　そして、制御装置６０は、関連する参照値が存在する場合は、ステップＳ１２０２に進
み、関連する設定値が存在しない場合は、処理を終了する。
【０１０７】
　ステップＳ１２０２では、制御装置６０は、参照値の画面７５１の種別タグをユーザ略
称８０１に遷移させ、入力画面７５２の種別ダグにおいてもユーザ略称８０２に遷移させ
る（図１１）。
【０１０８】
　また、制御装置６０は、参照値の画面７５１の参照値欄８０５に、既存クライアントの
画像処理装置の「回線番号３」に対応するユーザ略称の参照値を表示し、ステップＳ１２
０３に進む。
【０１０９】
　ステップＳ１２０３では、制御装置６０は、参照欄８０５の参照値の連番となる設定値
を入力画面７５２の入力欄８０６に表示し、処理を終了する。
【０１１０】
　以上説明したように、本実施形態では、新規クライアントの画像処理装置２１０で固有
設定値を入力する際に、既存クライアントの画像処理装置の設定値との関連を意識するこ
となく、容易に固有設定値の入力を行うことができる。
【０１１１】
　なお、本発明は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。上記実施例においては、画像処理装
置の例としてＭＦＰやＳＦＰについて説明したが、画像処理装置は、スキャナ装置やファ
クシミリ装置、パーソナルコンピュータ、あるいは携帯電話等の携帯情報機器であっても
よい。
【０１１２】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによっても達成される。即ち、上述
した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、
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（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０１１３】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１１４】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【０１１５】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０１１６】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
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【符号の説明】
【０１１７】
５１　リーダ部
５２　原稿給紙ユニット
５３　スキャナユニット
５５　プリンタ部
５６　マーキングユニット
５７　排紙ユニット
５８　給紙ユニット
６０　制御装置
６５　ＨＤＤ
７０　操作部
１０１　他の画像処理装置
２０２，２０３，２０４　他の画像処理装置
２１０　画像処理装置
４００　ＬＡＮ

【図１】 【図２】
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