
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信端末
装置であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る画像読取手段と、
　該画像読取手段で読み取った画像から前記所在情報を抽出する所在情報抽出手段と、
　前記所在情報の入力を受けて、該所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求
する送信要求手段と、
　該送信要求手段からの要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを
表わすホームページデータを受信する受信手段と、
　 前記ホームページデー
タから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置を表わすリンク位置
情報を生成 するリンク位置情報生成手段と、
　前記画像読取手段で読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を
表わすマーク位置情報を生成するマーク位置情報生成手段と、
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　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択するリンク情報選
択手段と、
　該選択されたリンク情報を前記送信要求手段に送ることにより、前記送信要求手段に対
して、該リンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させるリンク情報指示手段と
　を備える通信端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信端末装置であって、
　前記リンク情報指示手段に従ったデータ送信の要求を、前記送信要求手段が行ない、そ
の送信要求を受けた通信ホストから送られてくるホームページデータを、受信手段が受け
たとき、当該ホームページデータに基づく画像の印刷を行なう印刷手段
　を備える通信端末装置。
【請求項３】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信端末
装置であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する受信手段と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する印刷手段と、
　 前記ホームページデー
タから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置を表わすリンク位
置情報を生成 するリンク位置情報生成手段と、
　前記印刷手段で印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供
を受けて、該印刷媒体の画像を光学的に読み取る画像読取手段と、
　該画像読取手段で読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表
わすマーク位置情報を生成するマーク位置情報生成手段と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択するリンク情報選
択手段と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する送信要求手段
と
　を備える通信端末装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の通信端末装置であって、
　予め設定された時刻を検知するタイマと、
　該タイマにより前記時刻を検知したとき、前記リンク情報選択手段により選択されたリ
ンク情報を、改めて前記送信要求手段に送ることにより、前記送信要求手段に対して、該
リンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる手段と
　を備える通信端末装置。
【請求項５】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信制御
方法であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る工程と、
　該読み取った画像から前記所在情報を抽出する工程と、
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　前記所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する工程と、
　該要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページ
データを受信する工程と、
　

前記ホームページデータから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上
の位置を表わすリンク位置情報を生成 する工程と、
　前記読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位
置情報を生成する工程と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する工程と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる工程と
　を備える通信制御方法。
【請求項６】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信制御
方法であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する工程と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する工程と、
　

前記ホームページデータから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ
上の位置を表わすリンク位置情報を生成 する工程と、
　前記印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、
該印刷媒体の画像を読み取る工程と、
　該読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位置
情報を生成するマーク工程と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する工程と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する工程と
　を備える通信制御方法。
【請求項７】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行なうためのコンピ
ュータプログラムを記憶した記録媒体であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る機能と、
　該読み取った画像から前記所在情報を抽出する機能と、
　前記所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する機能と、
　該要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページ
データを受信する機能と、
　

前記ホームページデータから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上
の位置を表わすリンク位置情報を生成 する機能と、
　前記読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位
置情報を生成する機能と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
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体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する機能と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる機能と
　をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した記録媒体。
【請求項８】
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行なうためのコンピ
ュータプログラムを記憶した記録媒体であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する機能と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する機能と、
　

前記ホームページデータから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ
上の位置を表わすリンク位置情報を生成 する機能と、
　前記印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、
該印刷媒体の画像を読み取る機能と、
　該読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位置
情報を生成するマーク機能と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する機能と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する機能と
　をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コンピュータネットワークを介して通信ホストとの間でデータ通信を行なう
通信端末装置および通信制御方法、並びに、上記データ通信を行なうためのコンピュータ
プログラムを記憶した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネットの世界では、いわゆるハイパーリンク構造により、様々なホームページに
ジャンプしてデータ通信を行なうことができる。詳細には、次の手順でデータ通信を行な
う。最初にどこかのホームページのＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）と呼ばれる住所
を指定することによって、その情報のあるＷＷＷ（ World Wide Web）サーバに転送要求を
行なう。すると、そのホームページを表わすデータがＷＷＷサーバから転送され、そのデ
ータに基づいてＣＲＴなどの表示装置にホームページを表示させる。そのホームページ上
には、他のホームページの場所を示すリンク情報が埋め込まれており、そのリンク情報が
埋め込まれたオブジェクトが、マウス等のポインティングデバイスを用いた操作により指
示されると、そのリンク情報で示されるホームページを持つＷＷＷサーバに自動的に送信
要求を行なってくれる。こうして、操作者は通信端末装置を操作することで、様々なホー
ムページにジャンプしてデータ通信を行なうことができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術では、ホームページ上のリンク情報が埋め込まれたオブジ
ェクトをポインティングデバイスで指示する必要があり、必ずしも操作性の優れたもので
はなかった。特にコンピュータ操作に不慣れなものにとって、ポインティングデバイスの
操作は困難なものであった。
【０００４】
この発明の通信端末装置は、様々なホームページに移動する際の操作性の向上を図ること
を目的としている。
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【０００５】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
前述した課題の少なくとも一部を解決するための手段として、以下に示す構成をとった。
【０００６】
　第１の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信端末
装置であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る画像読取手段と、
　該画像読取手段で読み取った画像から前記所在情報を抽出する所在情報抽出手段と、
　前記所在情報の入力を受けて、該所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求
する送信要求手段と、
　該送信要求手段からの要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを
表わすホームページデータを受信する受信手段と、
　 前記ホームページデー
タから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置を表わすリンク位置
情報を生成 するリンク位置情報生成手段と、
　前記画像読取手段で読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を
表わすマーク位置情報を生成するマーク位置情報生成手段と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択するリンク情報選
択手段と、
　該選択されたリンク情報を前記送信要求手段に送ることにより、前記送信要求手段に対
して、該リンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させるリンク情報指示手段と
　を備える。
【０００７】
上記構成の第１の発明によれば、画像読取手段、所在情報抽出手段、送信要求手段および
受信手段の働きにより、印刷媒体に印刷した所在情報から、その印刷媒体に印刷したホー
ムページの画像に対応するホームページデータが受信される。そして、リンク位置情報生
成手段、マーク位置情報生成手段およびリンク情報選択手段の働きにより、印刷媒体上に
書き込んだマークの位置に対応するリンク情報が選択され、リンク情報指示手段により、
そのリンク情報に従う通信ホストにデータ送信が要求される。このため、印刷媒体上に書
き込んだマークの位置に対応するリンク情報に従うホームページのデータが自動的に受信
される。
【０００８】
したがって、ホームページとその所在情報を印刷した印刷媒体に、手書きにてマークの書
き込みを行ない、画像読取手段にその印刷媒体の画像を読み取らせるだけで、所望のリン
ク先のホームページのデータを受信することができる。この結果、第１の発明は、従来の
ようなポインティングデバイスを用いた操作が不要となることから、操作性に優れている
といった効果を奏する。
【０００９】
上記第１の発明において、前記リンク情報指示手段に従ったデータ送信の要求を、前記送
信要求手段が行ない、その送信要求を受けた通信ホストから送られてくるホームページデ
ータを、受信手段が受けたとき、当該ホームページデータに基づく画像の印刷を行なう印
刷手段を備える構成とすることができる。
【００１０】
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この構成によれば、所望のリンク先のホームページのデータを印刷することができること
から、ＣＲＴ等の表示装置を使用することなしにホームページの画像を視覚でとらえるこ
とが可能となる。
【００１１】
　第２の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信端末
装置であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する受信手段と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する印刷手段と、
　 前記ホームページデー
タから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置を表わすリンク位
置情報を生成 するリンク位置情報生成手段と、
　前記印刷手段で印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供
を受けて、該印刷媒体の画像を光学的に読み取る画像読取手段と、
　該画像読取手段で読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表
わすマーク位置情報を生成するマーク位置情報生成手段と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択するリンク情報選
択手段と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する送信要求手段
と
　を備える。
【００１２】
上記構成の第２の発明によれば、ホームページを表わすホームページデータが印刷手段に
よって印刷媒体に印刷されるが、その際に、ホームページデータからホームページ上のリ
ンク位置情報が、リンク位置情報生成手段により生成される。使用者は、印刷手段により
印刷した印刷媒体に所定のマークの書き込みをした上で、画像読取手段によりその印刷媒
体の画像を読み取らせる。そうすると、マーク位置情報生成手段により、画像読取手段で
読み取った画像からマーク位置情報が生成され、このマーク位置情報と上記リンク位置情
報とを照合して、リンク情報選択手段により、書き込んだマークの位置に対応するリンク
情報が選択される。そして、リンク情報指示手段により、そのリンク情報に従う通信ホス
トにデータ送信が要求される。このため、印刷媒体に書き込んだマークの位置に対応する
リンク情報に従うホームページのデータが自動的に受信される。
【００１３】
したがって、印刷手段により印刷された印刷媒体にマークの書き込みを行ない、画像読取
手段にその印刷媒体の画像を読み取らせるだけで、そのマークにより示される所望のリン
ク先のホームページのデータを受信することができる。この結果、第２の発明は、第１の
発明と同様に、ホームページを移動する際の操作性に優れているといった効果を奏する。
【００１４】
また、上記第１の発明に印刷手段を加えた構成、または上記第２の発明において、予め設
定された時刻を検知するタイマと、該タイマにより前記時刻を検知したとき、前記リンク
情報選択手段により選択されたリンク情報を、改めて前記送信要求手段に送ることにより
、前記送信要求手段に対して、該リンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる
手段とを備える構成とすることも可能である。
【００１５】
この構成によれば、タイマに設定した時刻に、所望のリンク先のホームページを印刷する
ことが可能となる。したがって、例えば毎日同じ時間といった所望のときに、所望のホー

10

20

30

40

50

(6) JP 3711693 B2 2005.11.2

受信された
前記受信手段により前記ホームページデータを受信したときに、

してメモリに記憶

メモリ記憶された 前記



ムページを印刷した印刷媒体を手に入れることができる。
【００１６】
　第３の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信制御
方法であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る工程と、
　該読み取った画像から前記所在情報を抽出する工程と、
　前記所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する工程と、
　該要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページ
データを受信する工程と、
　

前記ホームページデータから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上
の位置を表わすリンク位置情報を生成 する工程と、
　前記読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位
置情報を生成する工程と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する工程と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる工程と
　を備える。
【００１７】
上記構成の第３の発明は、上記第１の発明と同様な作用・効果を有しており、ホームペー
ジを移動する際の操作性に優れている。
【００１８】
　第４の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行ない得る通信制御
方法であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する工程と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する工程と、
　

前記ホームページデータから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ
上の位置を表わすリンク位置情報を生成 する工程と、
　前記印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、
該印刷媒体の画像を読み取る工程と、
　該読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位置
情報を生成するマーク工程と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する工程と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する工程と
　を備える。
【００１９】
上記構成の第４の発明は、上記第２の発明と同様な作用・効果を有しており、ホームペー
ジを移動する際の操作性に優れている。
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【００２０】
　第５の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行なうためのコンピ
ュータプログラムを記憶した記録媒体であって、
　前記ホームページに対応する画像が該ホームページの所在を表わす所在情報とともに印
刷され、かつ、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上の位置に対応する
位置に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、該印刷媒体の画像を読
み取る機能と、
　該読み取った画像から前記所在情報を抽出する機能と、
　前記所在情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する機能と、
　該要求を受けた通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページ
データを受信する機能と、
　

前記ホームページデータから前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ上
の位置を表わすリンク位置情報を生成 する機能と、
　前記読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位
置情報を生成する機能と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する機能と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストにデータ送信を要求させる機能と
　をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した記録媒体である
。
【００２１】
上記構成の第５の発明も、上記第１の発明と同様な作用・効果を有しており、ホームペー
ジを移動する際の操作性に優れている。
【００２２】
　第６の発明は、
　コンピュータネットワーク上の通信ホストに対してアクセスするときの起点となるリン
ク情報を埋め込んだハイパーリンク形式のホームページを利用することにより、コンピュ
ータネットワーク上の複数の通信ホストの間を移動してデータ通信を行なうためのコンピ
ュータプログラムを記憶した記録媒体であって、
　前記通信ホストから送信されてきた前記ホームページを表わすホームページデータを受
信する機能と、
　前記 ホームページデータに基づく画像を印刷媒体に印刷する機能と、
　

前記ホームページデータから、前記リンク情報の埋め込まれている前記ホームページ
上の位置を表わすリンク位置情報を生成 する機能と、
　前記印刷された印刷媒体に所定のマークの書込みがなされた印刷媒体の提供を受けて、
該印刷媒体の画像を読み取る機能と、
　該読み取った画像から、前記印刷媒体上の前記マークの書込み位置を表わすマーク位置
情報を生成するマーク機能と、
　前記 リンク位置情報と マーク位置情報とを照合して、前記印刷媒
体上の前記マークの書込みがなされた位置に対応するリンク情報を選択する機能と、
　該選択されたリンク情報に従う通信ホストに対してデータ送信を要求する機能と
　をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した記録媒体。
【００２３】
上記構成の第６の発明も、上記第２の発明と同様な作用・効果を有しており、ホームペー
ジを移動する際の操作性に優れている。
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【００２４】
【発明の他の態様】
この発明は、次のような他の態様も含んでいる。この態様は、コンピュータによって実行
されることによって、上記の発明の各工程を実現するコンピュータプログラムを、コンピ
ュータネットワークを介して通信端末装置に提供する通信データ提供装置である。
【００２５】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。図１は、この発明の第１実施例
を適用する通信端末装置１０の外観を示す説明図である。図示するように、この通信端末
装置１０は、給紙用のスタッカ１２と排紙用のトレイ１４とが取り付けられたプリンタ部
１８と、給紙用のスタッカ２０と排紙用のトレイ２１が取り付けられたスキャナ部２２と
を備える。なお、この通信端末装置１０は、モデム（図２）内蔵のもので、公衆ネットワ
ーク２４、すなわち電話網やＩＮＳネット（ＮＴＴによるＩＳＤＮのサービス名）を利用
して、インターネット２６と接続されている。また、通信端末装置１０は、表示手段と入
力手段を兼ねるタッチパネル２７を必要に応じて接続することができる。
【００２６】
図２は、通信端末装置１０の電気的な構成を示すブロック図である。図示するように、こ
の通信端末装置１０は、内部に電子制御ユニット２８を備える。電子制御ユニット２８は
、ＣＰＵ３０を中心にバス３１により相互に接続されたＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、プリン
タインタフェース３４、スキャナインタフェース３５、ＨＤＣ３６、パネルインタフェー
ス３７、Ｉ／Ｏポート３８およびタイマ３９を備える。
【００２７】
ＲＯＭ３２は、内蔵されている各種プログラム等を記憶する読み出し専用のメモリである
。ＲＡＭ３３は、各種データ等を記憶する読み出し・書込み可能なメモリであり、本発明
を実現するソフトウエアプログラムを記憶する。即ち、ＲＡＭ３３に記憶されたソフトウ
エアプログラムをＣＰＵ３０が実行することによって本発明の各種構成要件は実現される
。なお、このソフトウエアプログラム（アプリケーションプログラム）は、フロッピーデ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ等の携帯型記録媒体（可搬型記録媒体）に格納され、携帯型記録媒
体からＲＡＭ３３またはハードディスク装置４１に転送される。
【００２８】
プリンタインタフェース３４は、プリンタ部１８に内蔵されるプリンタユニット４２への
データの出力を制御するインタフェースである。スキャナインタフェース３５は、スキャ
ナ部２２に内蔵されるスキャナユニット４４からのデータの入力を制御するインタフェー
スである。ＨＤＣ３６は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）４１を制御するハードディ
スクコントローラである。パネルインタフェース３７は、通信端末装置１０の専用端子４
５に接続されるタッチパネル１６からの入力を制御するインタフェースである。
【００２９】
Ｉ／Ｏポート３８には、シリアル出力のポートが用意されており、モデム４４が接続され
ている。このモデム４４には、インターネット２６に続く公衆ネットワーク２４と接続さ
れている。タイマ３９は、各種の時間をカウントする。なお、前述したソフトウェアプロ
グラムは、インターネット２６、公衆ネットワーク２４に接続される通信ホストからこれ
らネットワークを介して提供されるプログラムデータをダウンロードして、ＲＡＭ３３ま
たはハードディスク装置４１に転送することにより得るようにすることもできる。
【００３０】
以上のようなハードウェア構成を有する通信端末装置１０で実現される機能について次に
説明する。図３は、通信端末装置１０によって実現される機能を示すブロック図である。
図中、１点鎖線により囲った部分が、アプリケーションプログラムを電子制御ユニット２
８のＣＰＵ３０が実行することにより実現されるプログラム処理部４８である。このプロ
グラム処理部４８は、本願発明の送信要求手段および受信手段を実現する送受信処理部５
０を主な構成としている。
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【００３１】
送受信処理部５０は、プロトコル制御部集合体５１と、ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び
出し部５２と、ＨＴＭＬデータ展開部５３とを備える。プロトコル制御部集合体５１は、
ＰＰＰプロトコル制御部５１ａ、ＴＣＰプロトコル制御部５１ｂ、ＨＴＴＰプロトコル制
御部５１ｃ等を備える周知のものであり、それぞれの間で階層的な構造を備えることで、
ＨＴＭＬ（ HyperText Markup Language ）で記述されたファイルの受信を可能としている
。
【００３２】
ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２は、ＵＲＬを示す文字列データの入力を受け
て、そのＵＲＬに従うＨＴＴＰ（ Hypertext Transport Protocol）オブジェクトデータの
呼び出しを行なう。ＨＴＭＬデータ展開部５３は、ＨＴＭＬで記述された文書ファイルを
データ展開して、ビットの集合としての画像データを生成する。なお、このデータ展開の
際にＨＴＭＬに含まれるタグ情報は別途ファイルとしてＲＡＭ３３に保存しておく。
【００３３】
こうした構成の送受信処理部５０は次のように動作する。ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼
び出し部５２に、ＵＲＬを示す文字列データを入力すると、ＨＴＴＰオブジェクトデータ
呼び出し部５２は、そのＵＲＬに従うＨＴＴＰオブジェクトデータの呼び出しをプロトコ
ル制御部集合体５１に向けて行なう。プロトコル制御部集合体５１は、そのＨＴＴＰオブ
ジェクトデータの呼び出しを下位層のプロトコルであるＰＰＰ（ Point to Point Protoco
l ）まで落として、モデム４４に送る。これにより、図４に示すように、通信端末装置１
０は、指定されたＵＲＬで示されるＷＷＷサーバ６０に対してデータ送信の要求を行なう
（図中、Ｒ１で示す経路）。
【００３４】
その後、送信要求を受けたＷＷＷサーバ６０からは、ホームページを表わすＨＴＭＬ（ Hy
perText Markup Language ）で記述された文書ファイルが送信される（図４中、Ｒ２で示
す経路）。図３に戻り、そのＨＴＭＬの文書ファイルは、モデム４４から通信端末装置１
０に取り込まれ、プロトコル制御部集合体５１を介して、ＨＴＭＬデータ展開部５３に送
られる。
【００３５】
　ＨＴＭＬデータ展開部５３は、そのＨＴＭＬで記述された文書ファイル らホームペー
ジを表わすビットマップ形式の画像データを生成する。このビットマップ形式の画像デー
タは、プリンタユニット４２に送られ、プリンタユニット４２により用紙に印刷される。
【００３６】
図５は、こうして印刷された用紙を示す説明図である。図示するように、プリンタユニッ
ト４２により印刷された用紙Ｐには、ホームページの画像が印刷される。なお、このホー
ムページの画像の中にはオブジェクト（文字列やイメージ）ＯＢを備えるが、実際のホー
ムページを表わすＨＴＭＬファイルでは、任意のオブジェクトＯＢに次の情報の所在を指
し示すＵＲＬが埋め込まれている。なお、この用紙Ｐの左上の位置には、そのホームペー
ジ自身のＵＲＬを表わす文字列ＯＢ１が印刷されている。この文字列ＯＢ１の印刷は、３
中には示さない構成により、ＨＴＭＬデータ展開部５３で生成されたビットマップ形式の
画像データとともにそのＵＲＬを表わす文字列データをプリンタユニット４２に送ること
により実現される。
【００３７】
図３に示すように、プログラム処理部４８は、上述した送受信処理部５０以外にも、特定
位置印刷文字検出部５５、マーク位置情報生成部５６、ＵＲＬ選択部５７およびリンク位
置情報生成部５８を備える。
【００３８】
特定位置印刷文字検出部５５は、スキャナユニット４４の出力信号を取り込んで、スキャ
ナユニット４４により読み取った画像の中の特定位置にある文字を検出するものである。
【００３９】
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ここで、スキャナユニット４４を用いて読み取る原稿は、どういったものであるかを説明
する。この原稿は、前述したプリンタユニット４２で印刷した用紙（図５）に、所定のマ
ークの書き込みがなされたものである。図６にその一例を示した。図６に示すように、原
稿には、ホームページが印刷され、さらに、そのホームページ中のオブジェクトＯＢ（Ｈ
ＴＭＬファイルにおいてＵＲＬが埋め込まれているもの）のうちの任意の箇所に、使用者
による手書きのマークＭＫが書き込まれている。なお、マークＭＫは、図示するように、
「Ｖ」の字形状であってもよいし、あるいは、図７に示すように、円形状をしたものであ
っても、その他の形状であってもよく、チェックマークとして適当な様々な形状に対応可
能である。また、図６，図７に示すようにマークＭＫの数は１ヶ所に限る必要はなく、複
数の箇所に書き込んだものでもよい。
【００４０】
なお、使用者によって書込みのなされる上記マークＭＫは、次のことを意味する。使用者
は、用紙Ｐに印刷されたホームページを見て、そのホームページの中でさらにリンクした
いホームページがある場合に、そのホームページの所在を示すＵＲＬが埋め込まれたオブ
ジェクトＯＢに対してマークＭＫの書込みを行なっており、このことから、マークＭＫは
リンク先のホームページを指定することを意味する。
【００４１】
また、スキャナユニット４４に読み取らせる原稿は、必ずしも、プリンタユニット４４を
用いて印刷したものから作成する必要はなく、ホームページの画像をそのＵＲＬを表わす
文字列とともに印刷した用紙を元に、その用紙の所望の位置に所定のマークの書き込みが
なされたものであれば、他の印刷装置で印刷したものであってもよい。例えば、原稿とな
る用紙を雑誌などにとじ込むことで、使用者に対して様々なホームページへのジャンプを
可能とするサービスを提供することができる。
【００４２】
特定位置印刷文字検出部５５では、スキャナユニット４４により読み取った画像の中の特
定位置、ここでは、左上部にあるホームページのＵＲＬを示す文字列ＯＢ１を検出するも
のである。図３に示すように、特定位置印刷文字検出部５５で検出した文字はＵＲＬ文字
列データとして、ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２に送られる。
【００４３】
マーク位置情報生成部５６は、特定位置印刷文字検出部５５と同様にスキャナユニット４
４の出力信号を取り込んでおり、そのスキャナユニット４４により読み取った画像から前
述した所定形状のマークＭＫのホームページ上の書込み位置を求め、それをマーク位置情
報としてＲＡＭ３３に記憶する。なお、このマーク位置情報は、図８に示すように、マー
クＭＫを矩形の範囲ＥＲで囲ったときの矩形範囲ＥＲの位置を示す位置データと大きさを
示すサイズデータとによって構成される。即ち、ホームページの左上隅を原点Ｏとして、
その矩形範囲ＥＲの所定点Ｐ１（例えば、左上隅）の座標値（ｘ１，ｙ１）を位置データ
とし、矩形範囲ＥＲの対角線の２点Ｐ１，Ｐ２の座標値（ｘ１，ｙ１），（ｘ２，ｙ２）
をサイズデータとして、両データによってマーク位置情報は構成される。
【００４４】
リンク位置情報生成部５８は、ＨＴＭＬデータ展開部５３で生成したビットマップ形式の
画像データとタグ情報とから、その画像データで示されるホームページ上のリンク情報、
すなわちＵＲＬの埋め込まれている位置を求め、それをリンク位置情報としてＲＡＭ３３
に格納する。なお、このリンク位置情報も、マーク位置情報と同様に、ホームページの左
上隅を原点としたときの座標値を示す位置データと、対角線の２点の座標値を示すサイズ
データとによって構成される。このリンク位置情報と、マーク位置情報生成部５６により
求めたマーク位置はＵＲＬ選択部５７に送られる。
【００４５】
ＵＲＬ選択部５７は、リンク位置情報とマーク位置情報とを照合して、マーク位置情報に
重なるリンク位置情報を選択し、その選択されたリンク位置情報に該当するＵＲＬから、
マークされた位置に埋め込まれたＵＲＬを特定し、このＵＲＬをＨＴＴＰオブジェクトデ
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ータ呼び出し部５２に送る。
【００４６】
上記構成のプログラム処理部４８は次のように動作する。特定位置印刷文字検出部５５に
よって、原稿に印刷されたホームページのＵＲＬが検出されると、そのＵＲＬ文字列デー
タは送受信処理部５０のＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２に送られる。送受信
処理部５０では、そのＵＲＬ文字列データにより指定されたＵＲＬで示されるＷＷＷサー
バ６０に対してデータ送信の要求を行なうとともに、その送信要求を受けたＷＷＷサーバ
６０からＨＴＭＬで記述されたホームページデータを受信して、ホームページを表わすビ
ットマップ形式の画像データを生成する。
【００４７】
このビットマップ形式の画像データを用いて、上述したリンク位置情報生成部５８、マー
ク位置情報生成部５６、ＵＲＬ選択部５７の働きにより、原稿に手書きにて書き込んだマ
ークの位置に対応するＵＲＬが選択される。この選択されたＵＲＬの文字列データは送受
信処理部５０のＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２に送られる。送受信処理部５
０では、そのＵＲＬ文字列データにより指定されたＵＲＬで示されるＷＷＷサーバ６０に
対してデータ送信の要求を行なうとともに、その送信要求を受けたＷＷＷサーバ６０から
ＨＴＭＬで記述されたホームページデータを受信して、そのホームページの画像をプリン
タユニット４２に送る。
【００４８】
したがって、スキャナユニット４４に読み込ませた原稿にマークしたリンク先のホームペ
ージが、プリンタユニット４２によって印刷される。
【００４９】
上記プログラム処理部４８の機能を用いることにより、ＣＰＵ３０により実行されるホー
ムページ印刷処理について次に説明する。
【００５０】
図９は、ＣＰＵ３０により実行されるホームページ印刷処理のメインルーチンを示すフロ
ーチャートである。このホームページ印刷処理は、ホームページ印刷用のスイッチ（図示
せず）が押下されたときに実行される。図９に示すように、ＣＰＵ３０は、処理が開始さ
れると、まず、この処理が電源投入後の最初のものであるか否かを判別する（ステップＳ
１００）。ここで、電源投入後、最初であると判別されると、初回時処理ルーチンを実行
し（ステップＳ２００）、最初でないと判別されると、２回目以後処理ルーチンを実行す
る（ステップＳ３００）。その後、このホームページ印刷処理を終了する。
【００５１】
図１０は、メインルーチンからサブルーチンコールされる初回時処理ルーチンを示すフロ
ーチャートである。メインルーチンのステップＳ２００（図９）からこの図１０のサブル
ーチンに処理が移り、ＣＰＵ３０は、まず、スキャナユニット４４を制御して、スキャナ
部２２の給紙スタッカ２０にセットされる原稿の画像を読み込む処理を行なう（ステップ
Ｓ２１０）。なお、この初回時には、原稿としては予め用意したスタート用紙を用いる。
スタート用紙は、最初に呼び出したいホームページのＵＲＬを指定するもので、この実施
例では、図５に示した用紙と同じ左上の位置にＵＲＬを表わす文字列だけが記入されたも
のである。
【００５２】
次いで、ＣＰＵ３０は、特定位置印刷文字検出部５５の機能により、上記ＵＲＬ文字列を
検出する（ステップＳ２２０）。続いて、ＣＰＵ３０は、その検出したＵＲＬ文字列で示
されるＵＲＬを指定することにより、そのＵＲＬに従うＷＷＷサーバ６０にデータ送信の
要求を行なう（ステップＳ２３０）。その後、その送信要求を受けたＷＷＷサーバ６０か
ら送られてくるＨＴＭＬで記述された文書ファイルを受信して（ステップＳ２４０）、そ
のＨＴＭＬで記述された文書ファイルをデータ展開する（ステップＳ２５０）。ステップ
Ｓ２３０ないしＳ２５０は、送受信処理部５０の機能により実行される。
【００５３】
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その後、ＣＰＵ３０は、ステップＳ２５０のデータ展開により生成されたビットマップ形
式の画像データをプリンタユニット４２に送って、その画像データに基づくホームページ
の画像を印刷する処理を行なう（ステップＳ２６０）。その後、ＣＰＵ３０は「リターン
」に処理を進めて、この「初回時処理ルーチン」を抜ける。
【００５４】
こうした構成の初回時処理ルーチンにより、電源投入後、最初に呼び出したいホームペー
ジのＵＲＬが記入されたスタート用紙を、スキャナ部２２に読み込ませるだけで、そのＵ
ＲＬで示すホームページの画像を用紙に印刷することができる。なお、この初回時処理ル
ーチンにおいては、ＵＲＬだけが記入されたスタート用紙をスキャナ部２２に読み込ませ
ることでＵＲＬの指定を行なっていたが、これに替えて、タッチパネル２７が接続されて
いる使用形態では、タッチパネル２７からＵＲＬ文字列を入力する構成としてもよい。ま
た、複数のＵＲＬが予め記入されたスタート用紙を用意して、使用者によりマークにより
選択されたＵＲＬについてのホームページを印刷する構成とすることも可能である。
【００５５】
図１１は、メインルーチンからサブルーチンコールされる２回目以後処理ルーチンを示す
フローチャートである。メインルーチンのステップＳ３００（図９）からこの図１１のサ
ブルーチンに処理が移り、ＣＰＵ３０は、まず、スキャナユニット４４を制御して、スキ
ャナ部２２の給紙用スタッカ２０にセットされる原稿の画像を読み込む処理を行なう（ス
テップＳ３１０）。なお、この２回目以後時には、原稿としては、上記初回時処理ルーチ
ンによりプリンタユニット４２で印刷された用紙であって、さらに、ジャンプしたいリン
ク先のオブジェクト部分に手書きによりマークがなされたもの（図６，図７で示したもの
）を用いる。
【００５６】
次いで、ＣＰＵ３０は、マーク位置情報生成部５６の機能により、そのマーク位置を表わ
すマーク位置情報を生成する（ステップＳ３２０）とともに、特定位置印刷文字検出部５
５の機能により、上記用紙の左上に記述されているＵＲＬ文字列を検出する（ステップＳ
３３０）。
【００５７】
続いて、ＣＰＵ３０は、その検出したＵＲＬ文字列で示されるＵＲＬを指定することによ
り、そのＵＲＬに従うＷＷＷサーバ６０にデータ送信の要求を行なう（ステップＳ３４０
）。その後、その送信要求を受けたＷＷＷサーバ６０から送られてくるＨＴＭＬで記述さ
れた文書ファイルを受信して（ステップＳ３５０）、そのＨＴＭＬで記述された文書ファ
イルをデータ展開する（ステップＳ３６０）。ステップＳ３４０ないしＳ３６０は、送受
信処理部５０の機能により実行される。この結果、スキャナ部２２に読み込ませた用紙に
印刷されているホームページを表わすＨＴＭＬファイルを読み込むことができる。
【００５８】
その後、ＣＰＵ３０は、ステップＳ３６０のデータ展開により生成されたビットマップ形
式の画像データとタグ情報を用いて、リンク位置情報生成部５８の機能によってリンク位
置情報を生成する（ステップＳ３７０）。その後、ＵＲＬ選択部５７の機能によって、ス
テップＳ３７０で求めたリンク位置情報とステップＳ３２０で求めたマーク位置情報とか
ら、ＵＲＬを選択する（ステップＳ３８０）。
【００５９】
続いて、ＣＰＵ３０は、その選択したＵＲＬを指定することにより、そのＵＲＬに従うＷ
ＷＷサーバ６０にデータ送信の要求を行なう（ステップＳ３９０）。その後、その送信要
求を受けたＷＷＷサーバ６０から送られてくるＨＴＭＬで記述された文書ファイルを受信
して（ステップＳ４００）、そのＨＴＭＬで記述された文書ファイルをデータ展開する（
ステップＳ４１０）。ステップＳ３９０ないしＳ４１０は、送受信処理部５０の機能によ
り実行される。
【００６０】
その後、ＣＰＵ３０は、ステップＳ４１０のデータ展開により生成されたビットマップ形
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式の画像データをプリンタユニット４２に送って、その画像データに基づくホームページ
の画像を印刷する処理を行なう（ステップＳ４２０）。その後、ＣＰＵ３０は「リターン
」に処理を進めて、この「２回目以後処理ルーチン」を抜ける。
【００６１】
こうした構成の２回目以後処理ルーチンでは、ホームページの画像が印刷され、ジャンプ
したいリンク先が手書きにてマークされた用紙を、スキャナ部２２に読み込ませるだけで
、そのマークした位置に対応するホームページ上の位置に埋め込まれているＵＲＬで示す
ホームページの画像を受信してプリンタユニット４２から印刷することができる。
【００６２】
このため、この実施例では、従来のようなポインティングデバイスを用いた操作が不要と
なることから、操作性に優れているといった効果を奏する。また、この実施例によれば、
所望のリンク先のホームページのデータを印刷することができることから、ＣＲＴ等の表
示装置を使用することなしにホームページの画像を視覚でとらえることができる。このた
め、表示装置の分だけ、機器の容積・設置面積を縮小することができる。
【００６３】
本発明の第２実施例について次に説明する。第２実施例の通信端末装置は、第１実施例の
通信端末装置１０と比較して、ＣＰＵ３０が実行することにより実現されるプログラム処
理部の構成が相違し、その他の構成は同一である。
【００６４】
図１２は、この第２実施例の通信端末装置によって実現される機能を示すブロック図であ
る。図中、第１実施例と同一の構成の部分には同一の番号をつけた。図示するように、プ
ログラム処理部５４８は、第１実施例のプログラム処理部４８と比較して、リンク位置情
報生成部５５８の構成が相違し、さらに、特定位置印刷文字検出部５５の出力信号の送信
先が相違している。
【００６５】
リンク位置情報生成部５５８は、位置情報蓄積部５５８ａと位置情報選択部５５８ｂとを
備える。位置情報蓄積部５５８ａは、送受信処理部５０でホームページの文書ファイルを
受信する毎に、そのホームページに埋め込まれているリンク情報を抽出して順に蓄積する
ものである。詳しくは、ＨＴＭＬデータ展開部５３で生成したビットマップ形式の画像デ
ータとタグ情報とから、その画像データで示されるホームページに埋め込まれているリン
ク情報、すなわちＵＲＬの埋め込み位置を求め、その位置情報をホームページ自身のＵＲ
Ｌの文字列と組にして、各ホームページ毎に順にＲＡＭ３３に蓄積していく。図１３はそ
うして蓄積されたリンク位置情報を示す説明図である。図示するように、ホームページ自
身のＵＲＬの文字列ｄ１毎に、１または複数のＵＲＬ位置情報のデータｄ２が格納される
。
【００６６】
位置情報選択部５５８ｂは、特定位置印刷文字検出部５５で検出したＵＲＬ文字列データ
を検索キーとして、位置情報蓄積部５５８ａに蓄積されたデータレコードから、そのＵＲ
Ｌ文字列データに一致するホームページＵＲＬｄ１に関するデータレコードを抽出するこ
とにより、ＵＲＬ文字列データ対応するホームページに埋め込まれているＵＲＬ位置情報
ｄ２を選択するものである。位置情報選択部５５８ｂで選択したＵＲＬの位置情報ｄ２は
、ＵＲＬ選択部５７に送られる。
【００６７】
上記プログラム処理部５４８の機能を用いることにより、ＣＰＵ３０は、第１実施例と同
一のホームページ印刷処理のメインルーチンを実行し、このメインルーチンからサブルー
チンコールされる「初回時処理ルーチン」および「２回目以後処理ルーチン」については
第１実施例とは異なる処理を行なう。
図１４は、初回時処理ルーチンを示すフローチャートである。この実施例における初回時
処理ルーチンは、第１実施例のそれと比較して、ステップＳ２５０とステップＳ２６０と
の間にリンク位置情報を蓄積する処理（ステップＳ６１０）を加えたことが相違し、その
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他のステップについては第１実施例と同一のもので、図中、同一のステップ番号を付けた
。なお、ステップＳ６１０の処理は、リンク位置情報生成部５５８の位置情報蓄積部５５
８ａの機能により実行されるものである。
【００６８】
こうした構成の初回時処理ルーチンによれば、電源投入後、スタート用紙により指定した
ＵＲＬから定まるホームページの画像をプリンタユニット４２により印刷するとともに、
その印刷に先立ちそのホームページに埋め込まれているＵＲＬの位置情報をＲＡＭ３３に
蓄積する。
【００６９】
図１５は、２回目以後処理ルーチンを示すフローチャートである。この実施例における２
回目以後処理ルーチンは、第１実施例のそれと比較して、ステップＳ３４０ないしＳ３７
０の処理に替えてステップＳ６２０の処理を設けるとともに、ステップＳ４１０とステッ
プＳ４２０との間にステップＳ６３０の処理を加えたことが相違し、その他のステップに
ついては第１実施例と同一のもので、図中、同一のステップ番号を付けた。ステップＳ６
２０の処理は、ステップＳ３３０で検出したＵＲＬ文字列データからリンク位置情報を選
択するもので、リンク位置情報生成部５５８の位置情報選択部５５８ｂの機能により実行
されるものである。ステップＳ６３０の処理は、リンク位置情報を蓄積するもので、リン
ク位置情報生成部５５８の位置情報蓄積部５５８ａの機能により実行されるものである。
【００７０】
こうした構成の２回目以後処理ルーチンによれば、ホームページの画像が印刷され、ジャ
ンプしたいリンク先が手書きにてマークされた用紙を、スキャナ部２２に読み込ませるだ
けで、そのマークしたオブジェクトに対応したＵＲＬで示すホームページの画像を印刷す
ることができる。特に、この第２実施例では、ホームページの画像をプリンタユニット４
２で印刷する毎に、そのホームページ上に埋め込まれているＵＲＬの位置情報をＲＡＭ３
３に蓄積することで、ＵＲＬの位置情報を生成する際に、第１実施例のように改めて起点
となるホームページを呼び出す必要がない。したがって、ホームページの呼び出しを高速
化することができる。
【００７１】
本発明の第３実施例について次に説明する。第３実施例の通信端末装置は、第１実施例の
通信端末装置１０と比較して、ＣＰＵ３０が実行することにより実現されるプログラム処
理部の構成が相違し、その他の構成は同一である。
【００７２】
図１６は、この第３実施例の通信端末装置によって実現される機能を示すブロック図であ
る。図中、第１実施例と同一の構成の部分には同一の番号をつけた。図示するように、プ
ログラム処理部６４８は、第１実施例のプログラム処理部４８と比較して、設定時刻報知
部６５０を備えることが相違する。
【００７３】
設定時刻報知部６５０は、タイマ３９からの出力信号に基づく時間が予め定めた所定の時
刻に達したときに、報知信号を出力するものである。なお、報知信号は、ＨＴＴＰオブジ
ェクトデータ呼び出し部５２に送られる。ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２に
おいては、この報知信号を入力すると、直ちに、先に指定されたＵＲＬ文字列データを、
ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部５２に送る。
【００７４】
この結果、スキャナユニット４４で原稿を読み取った後であれば、所定の時刻に定期的に
所望のリンク先のホームページを印刷することができる。したがって、ニュースの配信等
、定期的なホームページの読み込みに適している。
【００７５】
なお、この実施例において、設定時刻報知部６５０への時刻の設定は、タッチパネル２７
が接続されている使用形態では、タッチパネル２７から入力することもできるが、これに
替えて、スキャナユニット４４に読み取らせる原稿に、その時刻を示す数字を記入しても
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よいし、あるいは、その原稿に時計の文字盤を記入して時計針を記入すること設定入力を
行なう構成としてもよい。
【００７６】
また、前記実施例では、コンピュータネットワークとして、公衆回線接続のインターネッ
トを用いていたが、これに替えて、企業の構内に構築されたイーサネット（ Ethernet）、
Token-ring等のネットワーク、もしくは、既存のパソコン通信業者の提供するネットワー
ク等としてもよい。
【００７７】
以上、本発明の一実施例を詳述してきたが、本発明は、こうした実施例に何等限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様にて実施することが
できるのは勿論のことである。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例を適用する通信端末装置１０の外観を示す説明図である。
【図２】通信端末装置１０の電気的な構成を示すブロック図である。
【図３】通信端末装置１０によって実現される機能を示すブロック図である。
【図４】通信端末装置１０とＷＷＷサーバ６０とのデータ通信の様子を示す説明図である
。
【図５】プリンタユニット４２により印刷された用紙を示す説明図である。
【図６】プリンタユニット４２により印刷され、所定のマークの書込みがなされた用紙を
示す説明図である。
【図７】他の形状のマークの書込みがなされた用紙を示す説明図である。
【図８】マーク位置情報を構成する位置データとサイズデータとを説明するための説明図
である。
【図９】ＣＰＵ３０により実行されるホームページ印刷処理のメインルーチンを示すフロ
ーチャートである。
【図１０】上記メインルーチンからサブルーチンコールされる初回時処理ルーチンを示す
フローチャートである。
【図１１】上記メインルーチンからサブルーチンコールされる２回目以後処理ルーチンを
示すフローチャートである。
【図１２】第２実施例の通信端末装置によって実現される機能を示すブロック図である。
【図１３】第２実施例におけるリンク位置情報を示す説明図である。
【図１４】第２実施例における初回時処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図１５】第２実施例における２回目以後処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図１６】第３実施例の通信端末装置によって実現される機能を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０…通信端末装置
１２…給紙用スタッカ
１４…排紙用トレイ
１６…タッチパネル
１８…プリンタ部
２０…給紙用スタッカ
２１…排紙用トレイ
２２…スキャナ部
２４…公衆ネットワーク
２６…インターネット
２７…タッチパネル
２８…電子制御ユニット
３０…ＣＰＵ
３１…バス
３２…ＲＯＭ
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３３…ＲＡＭ
３４…プリンタインタフェース
３５…スキャナインタフェース
３６…ＨＤＣ
３７…パネルインタフェース
３８…Ｉ／Ｏポート
３９…タイマ
４１…ハードディスク装置
４２…プリンタユニット
４４…スキャナユニット
４４…モデム
４５…専用端子
４８…プログラム処理部
５０…送受信処理部
５１…プロトコル制御部集合体
５１ａ…ＰＰＰプロトコル制御部
５１ｂ…ＴＣＰプロトコル制御部
５１ｃ…ＨＴＴＰプロトコル制御部
５２…ＨＴＴＰオブジェクトデータ呼び出し部
５３…ＨＴＭＬデータ展開部
５５…特定位置印刷文字検出部
５６…マーク位置情報生成部
５７…ＵＲＬ選択部
５８…リンク位置情報生成部
６０…ＷＷＷサーバ
５４８…プログラム処理部
５５８…リンク位置情報生成部
５５８ａ…位置情報蓄積部
５５８ｂ…位置情報選択部
６４８…プログラム処理部
６５０…設定時刻報知部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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