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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置からページ記述言語にて記述されたＰＤＬデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信したＰＤＬデータを展開処理してプリントデータを生成する展開手
段であって、前記展開処理を実行するためのＣＰＵを有する展開手段と、
　前記受信手段が受信したＰＤＬデータに基づいて、前記ＣＰＵを動作させるクロックの
周波数を設定する設定手段と、
　前記展開手段が生成したプリントデータに基づいてプリント処理を実行するプリント手
段と、
　前記設定手段が設定する周波数に基づいて、前記展開処理と他の動作を同時に行なうか
否かを制御する制御手段と、
　を有することを特徴とするプリント装置。
【請求項２】
　前記設定手段による前記周波数の設定は、ＰＬＬを用いてシステムクロックに対する逓
倍数を変えることにより行われることを特徴とする請求項１に記載のプリント装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記展開処理と前記他の動作を同時に行なわない場合に、前記プリン
ト装置のユーザが操作可能な操作部上で前記他の動作の実行を指示できないように制御す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のプリント装置。
【請求項４】
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　前記設定手段は、前記受信手段が受信したＰＤＬデータのデータ量に基づいて前記周波
数を設定することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載のプリント装置。
【請求項５】
　前記受信手段が受信したＰＤＬデータの種別を認識する認識手段を有し、
　前記設定手段は、前記認識手段の認識結果に基づいて前記周波数を設定することを特徴
とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載のプリント装置。
【請求項６】
　原稿画像を読み取ってプリントデータを入力する入力手段を有し、
　前記他の動作は、前記入力手段が前記プリントデータを入力する動作であることを特徴
とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載のプリント装置。
【請求項７】
　プリント装置におけるプリント方法であって、
　外部装置からページ記述言語にて記述されたＰＤＬデータを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップが受信したＰＤＬデータを展開処理してプリントデータを生成する展
開ステップであって、前記展開処理をＣＰＵにより実行する展開ステップと、
　前記受信ステップが受信したＰＤＬデータに基づいて、前記ＣＰＵを動作させるクロッ
クの周波数を設定する設定ステップと、
　前記展開ステップが生成したプリントデータに基づいてプリント処理を実行するプリン
トステップと、
　前記設定ステップが設定する周波数に基づいて、前記展開処理と他の動作を同時に行な
うか否かを制御する制御ステップと、
を有することを特徴とするプリント方法。
【請求項８】
　前記設定ステップによる前記周波数の設定は、ＰＬＬを用いてシステムクロックに対す
る逓倍数を変えることにより行われることを特徴とする請求項７に記載のプリント方法。
【請求項９】
　前記制御ステップは、前記展開処理と前記他の動作を同時に行なわない場合に、前記プ
リント装置のユーザが操作可能な操作部上で前記他の動作の実行を指示できないように制
御することを特徴とする請求項７又は８に記載のプリント方法。
【請求項１０】
　前記受信ステップが受信したＰＤＬデータのデータ量に基づいて前記周波数を設定する
ことを特徴とする請求項７ないし９のいずれか１項に記載のプリント方法。
【請求項１１】
　前記受信ステップが受信したＰＤＬデータの種別を認識する認識ステップを有し、
　前記設定ステップは、前記認識ステップの認識結果に基づいて前記周波数を設定するこ
とを特徴とする請求項７ないし１０のいずれか１項に記載のプリント方法。
【請求項１２】
　原稿画像を読み取ってプリントデータを入力する入力ステップを有し、
　前記他の動作は、前記入力ステップが前記プリントデータを入力する動作であることを
特徴とする請求項７ないし１１のいずれか１項に記載のプリント方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、特にＰＤＬ（ページ記述言語）プリント及び複数ジョブ（ジョブ）の同時動
作が可能なネットワーク機器、デジタル複写機等からなるプリント装置およびプリント方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、ＰＤＬプリント及び複数ジョブの同時動作が可能な複合機やネットワーク対応
機器等は既に製品化されている。また、ＣＰＵ（中央演算処理装置）の高速化に伴って製
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品コストあるいは開発費削減ため、ＰＤＬの展開作業はハードウエアによる専用回路では
なく、ソフトウエアにより実現される様な動きも見られる。
【０００３】
近年では、ＰＤＬプリントを行なうアプリケーションも多様化され、アプリケーションの
種類によってはＣＰＵの処理の負担も重いため、スペックの向上のために、ＣＰＵを高速
化なものに置き換える例が増えてきている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、スペックの向上のためにＣＰＵを高速化する一方でシステムの省エネルキー化が
規格の取得等の理由で必要とされている。省エネルギー化はＣＰＵのスペック向上と相反
する条件なためこれを実現することは困難である。
【０００５】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたもので、その目的は、基準内の消費電力でＰＤＬ
パフォーマンス（ＣＰＵのコア周波数）と他のジョブとの同時動作のいずれに重点を置く
かを自動的に制御することができるプリント装置およびプリント方法を提供することにあ
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１のプリント装置の発明は、外部装置からページ記述
言語にて記述されたＰＤＬデータを受信する受信手段と、 前記受信手段が受信したＰＤ
Ｌデータを展開処理してプリントデータを生成する展開手段であって、前記展開処理を実
行するためのＣＰＵを有する展開手段と、 前記受信手段が受信したＰＤＬデータに基づ
いて、前記ＣＰＵを動作させるクロックの周波数を設定する設定手段と、 前記展開手段
が生成したプリントデータに基づいてプリント処理を実行するプリント手段と、前記設定
手段が設定する周波数に基づいて、前記展開処理と他の動作を同時に行なうか否かを制御
する制御手段と、 を有することを特徴とする。
【０００７】
　ここで、好ましくは、前記設定手段による前記周波数の設定は、ＰＬＬを用いてシステ
ムクロックに対する逓倍数を変えることにより行われる。
【００１２】
　また、好ましくは、前記制御手段は、前記展開処理と前記他の動作を同時に行なわない
場合に、前記プリント装置のユーザが操作可能な操作部上で前記他の動作の実行を指示で
きないように制御する。
【００１３】
　また、好ましくは、前記設定手段は、前記受信手段が受信したＰＤＬデータのデータ量
に基づいて前記周波数を設定する。
【００１４】
　また、好ましくは、前記受信手段が受信したＰＤＬデータの種別を認識する認識手段を
有し、前記設定手段は、前記認識手段の認識結果に基づいて前記周波数を設定する。
【００１５】
　また、好ましくは、原稿画像を読み取ってプリントデータを入力する入力手段を有し、
前記他の動作は、前記入力手段が前記プリントデータを入力する動作である。
【００１６】
　上記目的を達成するため、請求項７の発明は、プリント装置におけるプリント方法であ
って、 外部装置からページ記述言語にて記述されたＰＤＬデータを受信する受信ステッ
プと、 前記受信ステップが受信したＰＤＬデータを展開処理してプリントデータを生成
する展開ステップであって、前記展開処理をＣＰＵにより実行する展開ステップと、 前
記受信ステップが受信したＰＤＬデータに基づいて、前記ＣＰＵを動作させるクロックの
周波数を設定する設定ステップと、 前記展開ステップが生成したプリントデータに基づ
いてプリント処理を実行するプリントステップと、前記設定ステップが設定する周波数に
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基づいて、前記展開処理と他の動作を同時に行なうか否かを制御する制御ステップと、を
有することを特徴とする。
【００１７】
　ここで、好ましくは、前記設定ステップによる前記周波数の設定は、ＰＬＬを用いてシ
ステムクロックに対する逓倍数を変えることにより行われる。
【００２２】
　また、好ましくは、前記制御ステップは、前記展開処理と前記他の動作を同時に行なわ
ない場合に、前記プリント装置のユーザが操作可能な操作部上で前記他の動作の実行を指
示できないように制御する。
【００２３】
　また、好ましくは、前記受信ステップが受信したＰＤＬデータのデータ量に基づいて前
記周波数を設定する。
【００２４】
　また、好ましくは、前記受信ステップが受信したＰＤＬデータの種別を認識する認識ス
テップを有し、前記設定ステップは、前記認識ステップの認識結果に基づいて前記周波数
を設定する。
【００２５】
　また、好ましくは、原稿画像を読み取ってプリントデータを入力する入力ステップを有
し、前記他の動作は、前記入力ステップが前記プリントデータを入力する動作である。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照して本発明の実施形態の装置及びその動作について詳細に説明する。
（ハードウェア）
［全体構成］
本発明の一実施形態の制御装置の全体構成を図３に示す。制御装置２０００は、画像入力
デバイスであるスキャナ２０７０や画像出力デバイスであるプリンタ２０９５と接続し、
一方ではＬＡＮ（ラン：ローカルエリアネットワーク）２０１１や公衆回線（ＷＡＮ：広
域ネットワーク）２０５１と接続することで、画像情報やデバイス情報の入出力を行う為
のコントローラである。ＣＰＵ（中央演算処理装置）２００１はシステム全体を制御する
コントローラである。ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２００２はＣＰＵ２００１が動
作するためのシステムワークメモリであり、画像データを一時記憶するための画像メモリ
でもある。ＲＯＭ（リードオンリメモリ）２００３はブートＲＯＭであり、システムのブ
ートプログラムが格納されている。ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２００４はシステ
ムソフトウェア、画像データを格納する。操作部Ｉ／Ｆ（インターフェース）２００６は
操作部（ＵＩ：ユーザインターフェース）２０１２とのインターフェース部で、操作部２
０１２に表示する画像データを操作部２０１２に対して出力する。また、操作部Ｉ／Ｆ２
００６は、操作部２０１２から本発明を適用したネットワークシステム使用者が入力した
情報を、ＣＰＵ２００１に伝える役割をする。ネットワークＩ／Ｆ２０１０はＬＡＮ２０
１１に接続して、情報の入出力を行う。モデム２０５０は公衆回線２０５１に接続して、
情報の入出力を行う。以上のデバイスがシステムバス２００７上に配置される。
【００２７】
ＣＰＵ２００１はシステムバス２００７との間で画像データを高速で転送する画像バス２
００８を接続し、データ構造を変換するバスブリッジを内蔵している。画像バス２００８
は、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスまたは高速バス規格のＩＥＥＥ
１３９４で構成される。画像バス２００８上には以下のデバイスが配置される。ラスター
イメージプロセッサ（ＲＩＰ）２０６０はＰＤＬ（ページ記述言語）コードをビットマッ
プイメージに展開する。デバイスＩ／Ｆ部２０２０は、画像入出力デバイスであるスキャ
ナ２０７０やプリンタ２０９５と制御装置２０００とを接続し、画像データの同期系／非
同期系の変換を行う。スキャナ画像処理部２０８０は、入力画像データに対して補正、加
工、編集を行う。プリンタ画像処理部２０９０は、プリント出力画像データに対して、プ
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リンタの補正、解像度変換等を行う。画像回転処理部２０３０は画像データの回転を行う
。画像圧縮処理部２０４０は、多値画像データはＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts
 Group）の圧縮伸張処理、２値画像画像データはＪＢＩＧ（Joint Bi-level Image Exper
ts Group）、あるいはＭＭＲ（modified modified READ）、あるいはＭＨ（Modified Huf
fman）の圧縮伸張処理を行う。
【００２８】
［画像入出力部］
本実施形態の画像入出力デバイスの外観を図４に示す。画像入力デバイスであるスキャナ
部２０７０は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤ（電荷結合素子）ラインセンサ（
図示せず）を走査することで、ラスターイメージデータとして電気信号に変換する。原稿
用紙は原稿フィーダ２０７２のトレイ２０７３にセットされ、装置使用者が図３の操作部
２０１２から読み取り起動指示することにより、図３のコントローラＣＰＵ２００１がス
キャナ２０７０に指示を与え、フィーダ２０７２は原稿用紙を１枚ずつフィード（給送）
して原稿画像の読み取り動作を行う。
【００２９】
画像出力デバイスであるプリンタ２０９５は、ラスターイメージデータを用紙上の画像に
変換する部分であり、そのプリント方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真
方式、微少ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェッ
ト方式等があるが、どのプリント方式でも構わない。プリント動作の起動は、コントロー
ラＣＰＵ２００１からの指示によって開始する。プリンタ２０９５は、異なる用紙サイズ
または異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙段を持ち、それに対応した用紙カセ
ット２１０１、２１０２、２１０３、２１０４がある。また、排紙トレイ２１１１は印字
し終わった用紙を受けるものである。
【００３０】
［操作部］
図５に操作部２０１２の外観を示す。同図に示すように、操作部２０１２のＬＣＤ（液晶
素子）表示部２０１３には、液晶画面上にタッチ入力用のタッチパネルシートが貼られて
おり、これによりシステムの操作画面を表示するとともに、それに表示してあるキー（ソ
フトキー）が押されると、その位置情報をコントローラＣＰＵ２００１に伝える。スター
トキー２０１４は原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いる。スタートキー２０
１４の中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤ（発光ダイオード）２０１８があり、その発光色
によって、スタートキー２０１４が使える状態にあるか否かを示す。例えば、緑色の発光
の時にスタートキー２０１４が使えるように設定されている。ストップキー２０１５は稼
働中の動作を止める働きをする。ＩＤ（識別子、識別番号）キー２０１６は、使用者のユ
ーザーＩＤを入力する時に用いる。リセットキー２０１７は操作部からの設定を初期化す
る時に用いる。
【００３１】
［スキャナ画像処理部］
スキャナ画像処理部２０８０の詳細構成を図６に示す。フィルタ処理部２０８２は、空間
フィルタによりコンボリューション演算（畳み込み演算）を行う。編集部２０８３は、例
えば入力画像データからマーカーペンで囲まれた閉領域を認識して、その閉領域内の画像
データに対して、影つけ、網掛け、ネガポジ反転等の画像加工処理を行う。変倍処理部２
０８４は、読み取り画像の解像度を変える場合にラスターイメージの主走査方向について
補間演算を行い拡大、縮小を行う。副走査方向の変倍については、画像読み取りラインセ
ンサ（図示せず）を走査する速度を変えることで行う。テーブル２０８５は、読み取った
輝度データである画像データを濃度データに変換するためのテーブル変換を行うルックア
ップテーブルである。２値化部２０８６は、多値のグレースケール画像データを、誤差拡
散処理やスクリーン処理によって２値化する。
【００３２】
［プリンタ画像処理部］
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プリンタ画像処理部２０９０の詳細構成を図７に示す。解像度変換部２０９２は、ＬＡＮ
２０１１あるいは公衆回線２０５１から伝送された画像データを、プリンタ２０９５の解
像度に変換するための解像度変換を行う。スムージング処理部２０９３は、解像度変換後
の画像データのジャギー（斜め線等の白黒境界部に現れる画像のがさつき）を滑らかにす
る処理を行う。
【００３３】
［画像圧縮処理部］
画像圧縮処理部２０４０の詳細構成を図８に示す。入力バッファ２０４２は受け取った画
像データを一時格納し、画像データ要求に応じて一定のスピードで画像を転送する。ＲＡ
Ｍ２０４４は画像圧縮部２０４３が受け取った画像データを一旦格納する。出力バッファ
２０４５は画像圧縮部２０４３で画像圧縮を施された画像データを一次格納してから画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に転送する。
【００３４】
次に、画像圧縮処理部２０４０の詳細な動作を説明する。画像バス２００８を介して、Ｃ
ＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に画像圧縮制御のための設定を行
う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１は画像圧縮部２０４３に対して
画像圧縮に必要な設定（たとえばＭＭＲ圧縮・ＪＢＩＧ伸長等の設定）を行う。画像圧縮
に必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４
１に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、画像バスＩ／Ｆコントローラ
２０４１はＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイスから画像切換え部２
０６２を介して画像データの転送を開始する。受け取った画像データは入力バッファ２０
４２に一時格納され、画像圧縮部２０４３の画像データ要求に応じて一定のスピードで画
像を転送する。この際、入力バッファ２０４２は画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１と
、画像圧縮部２０４３の両者の間で、画像データを転送できるか否かを判断し、画像バス
２００８からの画像データの読み込み及び、画像圧縮部２０４３への画像の書き込みが不
可能である場合には、データの転送を行わないような制御を行う（以後このような制御を
ハンドシェークと称する）。
【００３５】
画像圧縮部２０４３は受け取った画像データを、一旦ＲＡＭ２０４４に格納する。これは
画像圧縮を行う際には、実行する画像圧縮処理の種類によって、数ライン分のデータを要
するためであり、最初の１ライン分の圧縮を行うためには数ライン分の画像データを用意
してからでないと、画像圧縮が行えないためである。画像圧縮を施された画像データは直
ちに出力バッファ２０４５に送られる。出力バッファ２０４５では、画像切換え部２０６
２及び画像圧縮部２０４３とのハンドシェークを行い、画像切換え部２０６２を介して画
像データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１に転送する。画像バスＩ／Ｆコントロー
ラ２０４１では転送された圧縮（もしくは伸長）された画像データをＲＡＭ２００２もし
くは画像バス２００８上の各デバイスにデータを転送する。
【００３６】
こうした一連の処理は、ＣＰＵ２００１からの処理要求が無くなるまで（必要なページ数
の処理が終わったとき）、もしくはこの画像圧縮部２０４３から停止要求が出るまで（圧
縮及び伸長時のエラー発生時等）、繰り返される。
【００３７】
［画像回転処理部］
画像回転処理部２０３０の詳細構成を図９に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１
は、画像バス２００８と接続して、そのバスシーケンスの制御と、画像回転部２０３２に
モード等を設定する制御と、画像回転部２０３２に画像データを転送するためのタイミン
グ制御とを行う。以下に画像回転処理部２０３０の処理手順を説明する。
【００３８】
画像バス２００８を介して、ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１に
画像回転制御のための設定を行う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１
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は画像回転部２０３２に対して画像回転に必要な設定（例えば、画像サイズや回転方向・
角度等の設定）を行う。画像回転に必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画
像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従
い、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１はＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上
の各デバイスから画像データの転送を開始する。尚、ここでは、３２ｂｉｔをその画像デ
ータのサイズとして回転を行う画像サイズを３２×３２（ｂｉｔ）とし、又、画像バス２
００８上に画像データを転送させる際に３２ｂｉｔを単位とする画像転送を行うものとす
る（扱う画像は２値を想定する）。
【００３９】
上記のように、３２×３２（ｂｉｔ）の画像を得るためには、上述の単位データ転送を３
２回行う必要があり、且つ不連続なアドレスから画像データを転送する必要がある（図１
０を参照）。
【００４０】
不連続アドレッシングにより転送された画像データは、読み出し時に所望の角度に回転さ
れているように、ＲＡＭ２０３３に書き込まれる。例えば、９０度反時計方向回転であれ
ば、最初に転送された３２ｂｉｔの画像データを、図１１に示すように、Ｙ方向に書き込
んでいく。読み出し時にＸ方向に読み出すことで、画像が回転される。
【００４１】
３２×３２（ｂｉｔ）の画像回転（ＲＡＭ２０３３への書き込み）が完了した後、画像回
転部２０３２はＲＡＭ２０３３から上記の読み出し方法で画像データを読み出し、画像バ
スＩ／Ｆコントローラ２０３１に画像を転送する。回転処理された画像データを受け取っ
た画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１は、連続アドレッシングを以て、ＲＡＭ２００２
もしくは画像バス２００８上の各デバイスにデータを転送する。
【００４２】
こうした一連の処理は、ＣＰＵ２００１からの処理要求が無くなるまで（必要なページ数
の処理が終わったとき）、繰り返される。
【００４３】
［デバイスＩ／Ｆ部］
デバイスＩ／Ｆ部２０２０の詳細構成を図１２に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０
２１は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセスシーケンスを制御する働きと、デ
バイスＩ／Ｆ部２０２０内の各デバイスの制御及びタイミングを発生させる。また、画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０２１は、画像切換え部２０６２への制御信号を発生させる。
【００４４】
スキャンバッファ２０２２は、画像切換え部２０６２から送られてくる画像データを一時
保存し、画像バス２００８に同期させて画像データを出力する。シリアルパラレル・パラ
レルシリアル変換部２０２３は、スキャンバッファ２０２２に保存された画像データを順
番に並べて、あるいは分解して、画像バス２００８に転送できる画像データのデータ幅に
変換する。
【００４５】
パラレルシリアル・シリアルパラレル変換部２０２４は、画像バス２００８から転送され
た画像データを分解して、あるいは順番に並べて、プリントバッファ２０２５に保存でき
る画像データのデータ幅に変換する。プリントバッファ２０２５は、画像バス２００８か
ら送られてくる画像データを一時保存し、画像切換え部２０６２からの転送要求に応じて
プリンタ２０９５に画像データを出力する。
【００４６】
次に、画像スキャン時の処理手順を説明する。スキャナ２０７０から送られてくる画像デ
ータをスキャナ２０７０から送られてくるタイミング信号に同期させて、画像切換え部２
０６２に送る。画像切換え部２０６２ではスキャナ２０７０から受け取った画像をＣＰＵ
２００１からの設定に応じて選択された転送先へ画像を送る。通常はスキャナ２０７０か
ら受け取った画像はスキャナ画像処理部２０８０へ送られ、所定の画像処理を行った後、
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画像切換え部２０６２を介してスキャンバッファ２０２２に保存される。そして、画像バ
ス２００８がＰＣＩバスの場合には、バッファ内に画像データが３２ビット以上入ったと
きに、画像データを先入れ先出しで３２ビット分、バッファからシリアルパラレル・パラ
レルシリアル変換部２０２３に送り、３２ビットの画像データに変換し、画像バスＩ／Ｆ
コントローラ２０２１を通して画像バス２００８上に転送する。また、画像バス２００８
がＩＥＥＥ１３９４の場合には、バッファ内の画像データを先入れ先出しで、バッファか
らシリアルパラレル・パラレルシリアル変換部２０２３に送り、シリアル画像データに変
換し、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１を通して画像バス２００８上に転送する。
【００４７】
次に、画像プリント時の処理手順を説明する。画像バス２００８がＰＣＩバスの場合には
、画像バスから送られてくる３２ビットの画像データを、画像バスＩ／Ｆコントローラ２
０２１で受け取り、パラレルシリアル・シリアルパラレル変換２０２４に送り、ここでプ
リンタ２０９５の入力データビット数の画像データに分解し、それをプリントバッファ２
０２５に保存する。また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４の場合には、画像バスか
らおくられてくるシリアル画像データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１で受け取り
、パラレルシリアル・シリアルパラレル変換２０２４に送り、ここでプリンタ２０９５の
入力データビット数の画像データに変換し、それをプリントバッファ２０２５に保存する
。画像データはプリントバッファ２０２５から画像切換え部２０６２を介してプリンタ画
像処理部２０９０に送られる。そして、プリンタ画像処理部２０９０所定の画像処理を行
った後、再び画像切換え部２０６２を介して、プリンタ２０９５から送られてくるタイミ
ング信号に同期させて、プリントバッファ２０２５内の画像データを先入れ先出しで、プ
リンタ２０９５に送る。
【００４８】
（ソフトウェア）
［システム全体］
本発明の一実施形態におけるネットワークシステムの全体構成を図１に示す。同図におい
て、１００１は複合機または多機能複写装置などと呼ばれる本発明を適用した装置であっ
て、前述のスキャナとプリンタとを含み、スキャナから読み込んだ画像をローカルエリア
ネットワーク（以下、ＬＡＮと称する）１０１０に流したり、ＬＡＮから受信した画像を
プリンタによりプリントアウトできる。また、本発明の装置１００１はスキャナから読ん
だ画像をＦＡＸ送信手段（図示しない）により、ＰＳＴＮ（公衆電話網）またはＩＳＤＮ
（統合サービスデジタル網）１０３０に送信したり、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮから受信し
た画像をプリンタによりプリントアウトできる。
【００４９】
１００２はデータベースサーバであって、本発明の装置１００１により読み込んだ２値画
像及び多値画像をデータベースとして管理する。１００３はデータベースサーバ１００２
のデータベースクライアントであって、データベース１００２に保存されている画像デー
タを閲覧／検索等できる。１００４は電子メールサーバであって、本発明の装置１００１
により読み取った画像を電子メールの添付として受け取ることができる。１００５は電子
メールのクライアントであって、電子メールサーバ１００４が受け取ったメールを受信し
て閲覧したり、電子メールを送信したりすることができる。１００６はＨＴＭＬ（Hypert
ext Markup Language）文書をＬＡＮに提供するＷＷＷ（Word Wide Web）サーバであって
、本発明の装置１００１によりＷＷＷサーバで提供されるＨＴＭＬ文書をプリントアウト
することができる。１００７はルータ１０１１を介して、ＬＡＮ１０１０をインターネッ
ト／イントラネット１０１２と連結するためのサーバである。
【００５０】
上述の本発明の装置１００１、データベースサーバ１００２、ＷＷＷサーバ１００６、お
よび電子メールサーバ１００４と同様の装置である、１０２０、１０２１、１０２２、１
０２３が、それぞれインターネット／イントラネット１０１２に連結している。一方、本
発明の装置１００１は、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０を介して、ＦＡＸ（ファクシミ
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リ）装置１０３１と送受信可能になっている。また、ＬＡＮ１０１０上にプリンタ１０４
０も連結されており、本発明の装置１００１により読み取った画像を外部のプリンタ１０
４０でプリントアウト可能なように構成されている。
【００５１】
［ソフトウェアブロック全体構成］
図２は本発明を実施した複合機（図１の１００１あるいは１０２０）のソフトウエアの構
成を示す。同図において、１５０１はＵＩ（ユーザインターフェイス）を司るものであり
、オペレータが本複合機の各種操作・設定を行う際、機器との仲介を行うモジュールであ
る。本ＵＩモジュール１５０１は、オペレータの操作に従い、後述の各種モジュールに入
力情報を転送し処理の依頼、或いはデータの設定等を行う。
【００５２】
１５０２はアドレスブック即ち、データの送付先、通信先等を管理するデータベースモジ
ュールである。アドレスブックの内容は、ＵＩモジュール１５０１からの操作によりデー
タの追加、削除、取得が行われ、オペレータの操作により後述の各モジュールにデータの
送付・通信先情報を与えるものとして使用される。
【００５３】
１５０３はウェッブサーバモジュール（ウエッブサーバデバイスマネージャアカンティン
グ）であり、図外のウェッブクライアントからの要求により、本複合機の管理情報を通知
するために使用される。この管理情報は、後述のコントロール－ＡＰＩ（Application Pr
ogram Interface）１５１８を介して読み取られ、後述のＨＴＴＰ（Hypertext Transport
 Protocol）１５１２、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol / Internet Prot
ocol ）１５１６、ネットワーク－ドライバ１５１７を介してウェッブクライアントに通
知される。
【００５４】
１５０４はユニバーサル・センド（Universal-Send）即ち、データの配信を司るモジュー
ルであり、ＵＩモジュール１５０１によりオペレータに指示されたデータを、同様に指示
された通信（出力）先に配布する。また、このモジュール１５０４は、オペレータにより
、本複合機のスキャナ機能を使用してその配布データの生成を行うことが指示された場合
には、後述のコントロール－ＡＰＩ１５１８を介して機器を動作させて、データの生成を
行う。１５０５はユニバーサル・センド１５０４内で出力先にプリンタが指定された際に
実行されるモジュール（Ｐ５５０モジュール）である。１５０６はユニバーサル・センド
１５０４内で通信先にＥメール（E-mail）アドレスが指定された際に実行されるモジュー
ル（Ｅメールモジュール）である。１５０７はユニバーサル・センド１５０４内で出力先
にデータベースが指定された際に実行されるモジュール（ＤＢモジュール）である。１５
０８はユニバーサル・センド１５０４内で出力先に本複合機と同様の複合機が指定された
際に実行されるモジュール（ＤＰ(Data Processing)モジュール）である。
【００５５】
１５０９はリモートコピースキャン（Remote- Copy -Scan）モジュールであり、本複合機
のスキャナ機能を使用し、ネットワーク等により接続された他の複合機を出力先とし、本
複合機単体で実現しているコピー機能と同等のスキャン処理を行うモジュールである。１
５１０はリモートコピープリント（Remote- Copy -Print）モジュールであり、本複合機
のプリンタ機能を使用して、ネットワーク等により接続された他の複合機を入力先とし、
本複合機単体で実現しているコピー機能と同等のプリント処理を行うモジュールである。
【００５６】
１５１１はウェッブプルプリント（Web-Pull-Print）、即ちインターネットまたはイント
ラネット（図１の１０１２）上の各種ホームページの情報を読み出し、印刷するモジュー
ルである。
【００５７】
１５１２は本複合機がＨＴＴＰにより通信する際に使用されるモジュール（ＨＴＴＰモジ
ュール）であり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより、上述のウェッブサーバ
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モジュール１５０３、ウェッブプルプリントモジュール１５１１に通信を提供するもので
ある。１５１３はｌｐｒ（Line　Printer：プリントコマンド）モジュールであり、後述
のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより、上述のユニバーサル・センド１５０４内のプ
リンタモジュール１５０５に通信を提供するものである。１５１４はＳＭＴＰ（Simple M
ail Transfer Protocol）モジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールに
より、上述のユニバーサル・センド１５０４内のＥメールモジュール１５０６に通信を提
供するものである。１５１５はＳＬＭ（Salutation-Manager：サリューションマネージャ
）モジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより、上述のユニバーサ
ル・センド１５０４内のデータベースモジュール１５１７、ＤＰ（Data Processing）モ
ジュール１５１８、及びリモートコピースキャンモジュール１５０９、リモートコピープ
リントモジュール１５１０に通信を提供するものである。
【００５８】
１５１６はＴＣＰ／ＩＰ通信モジュールであり、後述のネットワーク－ドライバ１５１７
により、上述の各種モジュールにネットワーク通信を提供するものである。１５１７はネ
ットワークドライバであり、ネットワーク（図１の１０１０、１０１２、１０３０）に物
理的に接続される部分を制御するものである。
【００５９】
１５１８はコントロール－ＡＰＩであって、ユニバーサル・センド１５０４等の上流モジ
ュールに対し、後述のジョブマネージャ（Job-Manager）１５１９等の下流モジュールと
のインターフェイスを提供するものであり、上流及び下流のモジュール間の依存関係を軽
減し、それぞれの流用性を高めるものである。
【００６０】
１５１９はジョブマネージャであり、上述の各種モジュールからコントロールＡＰＩ１５
１８を介して指示される処理を解釈し、後述の各モジュールに指示を与えるものである。
また、本モジュール１５１９は、本複合機内で実行されるハード的な処理を一元管理する
ものである。
【００６１】
１５２０はＣＯＤＥＣ（符号器／復号器）マネージャ（CODEC-Manager）であり、ジョブ
マネージャ１５１９が指示する処理の中でデータの各種圧縮・伸長を管理・制御するもの
である。１５２１はＦＢＥエンコーダ（FBE -Encoder）であり、ジョブマネージャ１５１
９、スキャンマネージャ１５２４により実行されるスキャン処理により読み込まれたデー
タをＦＢＥ（First Binary Encoding）フォーマットにより圧縮するものである。１５２
２はＪＰＥＧ－ＣＯＤＥＣであり、ジョブマネージャ１５１９、スキャンマネージャ１５
２４により実行されるスキャン処理、及びプリントマネージャ１５２６により実行される
印刷処理において、読み込まれたデータのＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group
）圧縮及び印刷データのＪＰＥＧ展開処理を行うものである。１５２３はＭＭＲ－ＣＯＤ
ＥＣであり、ジョブマネージャ１５１９、スキャンマネージャ１５２４により実行される
スキャン処理、及びプリントマネージャ１５２６により実行される印刷処理において、読
み込まれたデータのＭＭＲ（modified modified READ）圧縮及び印刷データのＭＭＲ伸長
処理を行うものである。
【００６２】
１５２４はスキャンマネージャ（Scan-Manager）であり、ジョブマネージャ１５１９が指
示するスキャン処理を管理・制御するものである。１５２５はＳＣＳＩ（小型コンピュー
タインタフェース）ドライバであり、スキャンマネージャ１５２４と本複合機が内部的に
接続しているスキャナ部との通信を行うものである。
【００６３】
１５２６はプリントマネージャ（Print-Manager）であり、ジョブマネージャ１５１９が
指示する印刷処理を管理・制御するものである。１５２７はエンジンＩ／Ｆドライバであ
り、プリントマネージャ１５２６と印刷部とのＩ／Ｆを提供するものである。
【００６４】
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１５２８はパラレルポートドライバであり、ウェッブプルプリント（Web-Pull-Print）モ
ジュール１５１１がパラレルポートを介して図外の出力機器にデータを出力する際のＩ／
Ｆを提供するものである。
【００６５】
［アプリケーション］
次に、本発明の複合機に組込まれる、組み込みアプリケーションの実施形態について説明
する。
【００６６】
図１３は本発明を適用した配信に関する組み込みアプリケーションの構成を表す。同図に
おいて、４０５０は本発明の操作部アプリケーション（図２の１５０１）を示すブロック
である。４１００はリモートコピーアプリケーション（図２の１５０９、１５１０）の送
信側を示すブロックである。４１５０は同報配信の送信側を示すブロックである。４２０
０はウェッブプルプリントモジュール（図２の１５１１）を示すブロックである。４２５
０はウェッブサーバモジュール（図２の１５０３）を示すブロックである。
【００６７】
４３００はリモートコピーの受信側（プリント側）を示すブロックである。４３５０は同
報配信で送信されてきたイメージを汎用のプリンタで受信・プリントするブロックである
。４４００はリモートプリントの受信側（プリント側）を示すブロックである。
【００６８】
４４５０は同報配信で送信されてきたイメージを公知のノートサーバで受信・格納するブ
ロックである。４５００は同報配信で送信されてきた２値のイメージを受信・格納するブ
ロックである。４５５０は同報配信で送信されてきたイメージを公知のメールサーバで受
信・格納するブロックである。４６００は同報配信で送信されてきた多値のイメージを受
信・格納するブロックである。
【００６９】
４６５０は情報コンテンツを含んだ、公知のウェッブサーバである。４７００は本発明の
ウェッブサーバなどにアクセスする、公知のウェッブブラウザ（Web -Browser）である。
【００７０】
以下、それぞれのブロックに照らし合わせながら、アプリケーション群の説明を詳細に行
う。
［ユーザインターフェース（User Interface）アプリケーション］
ブロック４０５０で示すユーザインターフェース（以下、ＵＩ）の詳細は、前述したとお
りであるが、ここでは、ブロック４０５１のアドレスブック（Address Book）について説
明する。このアドレスブックは、本発明の機器内の不揮発性の記憶装置（不揮発性メモリ
やハードディスクなど）に保存されており、この中には、ネットワークに接続された機器
の特徴が記載されている。例えば、アドレスブックには、以下に列挙するようなものが含
まれている。
（ａ）機器の正式名やエイリアス名
（ｂ）機器のネットワークアドレス
（ｃ）機器の処理可能なネットワークプロトコル
（ｄ）機器の処理可能なドキュメントフォーマット
（ｅ）機器の処理可能な圧縮タイプ
（ｆ）機器の処理可能なイメージ解像度
（ｇ）プリンタ機器の場合の給紙可能な紙サイズ、給紙段情報
（ｈ）サーバー（コンピュータ）機器の場合のドキュメントを格納可能なフォルダ名
【００７１】
以下に説明する各アプリケーションは、上記のアドレスブック４０５１に記載された情報
により配信先の特徴を判別することが可能となる。また、このアドレスブックは、編集可
能であると共に、ネットワーク内のサーバーコンピュータなどに保存されているものをダ
ウンロードして使用するか、または、直接参照することも可能である。
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【００７２】
［リモートコピーアプリケーション］
リモートコピーアプリケーションは、配信先に指定された機器の処理可能な解像度情報を
上記のアドレスブック４０５１から判別し、その解像度情報に従い、スキャナにより読み
とった２値画像を公知のＭＭＲ圧縮を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Tagged Ima
ge File Format）化し、ＳＬＭ４１０３に通して、ネットワーク上のプリンタ機器に送信
する。ＳＬＭ４１０３は公知のサリューションマネージャ（Salutation Manager）（また
は、Smart Link Manager：スマートリンクマネージャ）と呼ばれる機器制御情報などを含
んだネットワークプロトコルの一種である。
【００７３】
［同報配信アプリケーション］
同報配信アプリケーションは、上記のリモートコピーアプリケーションと違い、一度の画
像走査で複数の配信宛先に画像を送信することが可能である。また、配信先もプリンタ機
器にとどまらず、いわゆるサーバーコンピュータにも直接配信可能である。以下、配信先
に従って順に説明する。
【００７４】
配信先の機器が、公知のネットワークプリンタプロトコルであるＬＰＤ（Line printer D
aemon）、およびプリンタ制御コマンドとして公知のＬＩＰＳを処理可能であるとアドレ
スブック４０５１から判別した場合には、同様にアドレスブック４０５１から判別した画
像解像度に従って画像読み取りを行い、画像自体は本実施形態では、公知のＦＢＥ（Firs
t Binary Encoding）を用いて圧縮し、さらにＬＩＰＳ（LBP(Laser Beam Printer) Image
 Processing System）コード化して、公知のネットワークプリンタプロトコルであるｌｐ
ｒにより相手機器に送信する。
【００７５】
配信先の機器が、上記のＳＬＭで通信可能なサーバー機器の場合には、アドレスブック４
０５１から、サーバーアドレス、サーバー内のフォルダの指定を判別し、リモートコピー
アプリケーションと同様に、スキャナにより読みとった２値画像を公知のＭＭＲ圧縮を用
いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）化し、ＳＬＭを通して
、ネットワーク上のサーバー機器の特定のフォルダに格納することができる。
【００７６】
また、本実施形態の機器では、相手機器であるサーバーが、公知のＪＰＥＧ圧縮された多
値画像を処理可能であると判別した場合には、上記の２値画像と同様に、多値読み取りし
た画像を公知のＪＰＥＧ圧縮を用いて、やはり公知のＪＦＩＦ（JPEG File Interchange 
Format：カラー静止画方式）化し、ＳＬＭを通して、ネットワーク上のサーバー機器の特
定のフォルダに格納することが可能である。
【００７７】
配信先の機器が公知のＥメールサーバーである場合には、アドレスブック４０５１に記載
されたメールアドレスを判別して、スキャナにより読みとった画像の２値画像を公知のＭ
ＭＲ圧縮を用いて圧縮し、その圧縮画像を公知のＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）
化し、公知のＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）４１５３を使用して、Ｅメー
ルサーバーに送信する。その後の配信は、メールサーバ４５５０に従って実行される。
【００７８】
［ウェッブプルプリントアプリケーション］
ウェッブプルプリントアプリケーションは、本実施形態と直接関係しないので、その説明
は省略する。
【００７９】
［ウェッブサーバアプリケーション］
ウェッブサーバアプリケーションは、本実施形態と直接関係しないので、その説明は省略
する。
【００８０】
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［デバイスインフォメーションサービス］
ウェッブコントローラ内において、ジョブに対する設定値、デバイス（スキャナ、プリン
タなど）の機能、ステータス、課金情報等をコントロール　ＡＰＩに準拠したデータ形態
で保持するデータベースと、そのデータベースとのＩ／Ｆをデバイスインフォメーション
サービス（以下、ＤＩＳと称する）として定義している。図１４に、そのＤＩＳ７１０２
、ジョブマネージャ７１０１、及びスキャンドキュメントマネージャ７１０３、プリント
キュメントマネージャ７１０４との間の情報のやり取りを示す。
【００８１】
基本的に、ジョブの開始命令などの動的な情報は、ジョブマネージャ７１０１から各ドキ
ュメントマネージャに直接指示され、デバイスの機能やジョブの内容など静的な情報はジ
ョブマネージャ７１０１がＤＩＳ７１０２を参照する。各ドキュメントマネージャ７１０
３、７１０４からの静的、動的情報、イベント（事象）はＤＩＳ７１０２を介してジョブ
マネージャ７１０１に伝えられる。
【００８２】
各ドキュメントマネージャ７１０３、７１０４からＤＩＳ７１０２のデータベース（図示
しない）にデータの設定、取得を行う場合には、ＤＩＳ７１０２の内部のデータ形式がコ
ントロールＡＰＩ準拠であることから、コントロールＡＰＩに準拠したデータ形式と、各
ドキュメントマネージャ７１０３、７１０４が理解できるデータ形式との相互の変換処理
を、ジョブマネージャ７１０１で行う。例えば、各ドキュメントマネージャ７１０３、７
１０４からステータスデータの設定を行う場合には、ジョブマネージャ７１０１は、デバ
イス固有のデータを解釈し、この固有のデータをコントロールＡＰＩで定義される対応す
るデータに変換し、この変換したデータをＤＩＳ７１０２のデータベースに書き込む動作
を行う。
【００８３】
ジョブマネージャ７１０１からＤＩＳ７１０２のデータベースにデータの設定、取得を行
う場合には、ジョブマネージャ７１０１とＤＩＳ７１０２との間でデータの変換は生じな
い。また、ＤＩＳ７１０２には、ドキュメントマネージャ７１０１から通知される各種イ
ベント情報に基づき、イベントデータの更新が行われる。
【００８４】
図１５に、上記のＤＩＳ７１０２の内部に保持される各種データベース（以下、ＤＢと称
する）を示し、以下にそれぞれのＤＢについて説明する。図１５の図中の丸角長方形は個
々のＤＢを表している。同図において、まず、７２０１はスーパバイザ（Supervisor）Ｄ
Ｂであって、機器全体についてのステータスやユーザ情報を保持する。一方、ユーザＩＤ
やパスワード等の、バックアップが必要な情報はＨＤ（ハードディスク）装置、あるいは
バックアップメモリなどの不揮発性の記憶装置に保持される。
【００８５】
７２０２はスキャンコンポーネントＤＢ、７２０３はプリントコンポーネントＤＢであり
、これらコンポーネントＤＢは存在するコンポーネント毎に対応して保持される。例えば
、プリンタのみからなる機器の場合はプリントコンポーネントＤＢのみが存在し、また例
えば、ＦＡＸを備えた機器の場合はＦＡＸコンポーネントＤＢが保持される。各コンポー
ネントＤＢには初期化時に、それぞれ対応するドキュメントマネージャがコンポーネント
の機能やステータスを設定する。
【００８６】
７２０４はスキャンジョブサービスＤＢ、７２０５はプリントジョブサービスＤＢであり
、これらのジョブサービスＤＢもコンポーネントＤＢ同様に、初期化時にそれぞれ対応す
るドキュメントマネージャが機器で使用できる機能や、それらのサポート状況を設定する
。
【００８７】
次に、ジョブＤＢ、ドキュメントＤＢについて説明する。７２０６はスキャンジョブＤＢ
、７２０７はプリントジョブＤＢの各ジョブＤＢ、７２０８はスキャンドキュメントＤＢ
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、７２０９はプリントドキュメントＤＢである。
【００８８】
ジョブＤＢ７２０６、７２０７、およびドキュメントＤＢ７２０８、７２０９は、ジョブ
とそれに付随するドキュメントが生成される度に、ジョブマネージャ７１０１により動的
に確保され、初期化が行われ、必要な項目の設定が行われる。各ドキュメントマネージャ
７１０３、７１０４は、ジョブの処理開始前にジョブＤＢ７２０６、７２０７およびドキ
ュメントＤＢ７２０８、７２０９から処理に必要な項目を読み出し、ジョブを開始する。
その後、ジョブが終了すると、これらのジョブ、及びそれに付随していたドキュメントの
ＤＢは解放される。ジョブは１つ以上のドキュメントを持つので、あるジョブに対して複
数のドキュメントＤＢが確保される場合がある。
【００８９】
７２１１は各ドキュメントマネージャ７１０３、７１０４から通知されるイベント情報を
保持するデータベース（イベントテーブル）であり、７２１０は装置のスキャン回数、プ
リント回数を記録するためのカウンタテーブル（ソフトカウンタ）である。ドキュメント
マネージャ７１０３、７１０４から通知されるイベントには、スキャンドキュメントマネ
ージャ７１０３からのコンポーネントの状態遷移、スキャン処理動作完了や各種のエラー
、またプリントドキュメントマネージャ７１０４からのコンポーネントの状態遷移、プリ
ント処理動作完了、紙詰まり、給紙カセットオープンなどがあり、それぞれのイベントを
識別するためのイベントＩＤが予め定められている。
【００９０】
ドキュメントマネージャ７１０３、７１０４からイベントが発行された場合、ＤＩＳ７１
０２はイベントデータベース７２１１に発行されたイベントＩＤと、必要ならそのイベン
トに付随する詳細データとを登録する。また、ＤＩＳ７１０２は、ドキュメントマネージ
ャ７１０３、７１０４からイベントの解除が通知された場合には、解除指定されたイベン
トデータをイベントデータベース７２１１から削除する。
【００９１】
ジョブマネージャ７１０１によりイベントのポーリングが行われた場合には、ＤＩＳ７１
０２は、イベントデータベース７２１１を参照して、現在発生しているイベントＩＤと、
必要ならばイベントに付随する詳細データとをジョブマネージャ７１０１へ返信し、現在
イベントが発生していなければその旨をジョブマネージャ７１０１へ返信する。
【００９２】
また、スキャン処理動作完了、あるいはプリント処理動作完了のイベントが通知された場
合には、ＤＩＳ７１０２は、ソフトカウンタ７２１０内のスキャン、プリントを行ったユ
ーザのカウンタ値を更新する。このソフトウエアによるカウンタ７２１０は不慮の電源遮
断などでその値が失われないように、バックアップされたメモリ装置やＨＤ装置の不揮発
性記憶装置にその値が更新されるたびに書き戻す。
【００９３】
（スキャン動作）
次に、本発明の一実施形態における複合機のスキャン動作の詳細について説明する。図１
６はこのスキャン動作に関連する制御系の構成部分を示す。ＰＣＩバス８１０５に対して
、ＣＰＵ８１０１、メモリ８１０２、画像の圧縮・伸長ボード（ＣＯＤＥＣ）８１０４、
スキャナ８１０７、及びこのシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供するＳＣＳＩ・Ｉ／
Ｆ回路（ＳＣＳＩコントローラ）８１０３が接続されている。ＳＣＳＩ・Ｉ／Ｆ回路８１
０３とスキャナ（または複合機能を有する複写機のスキャナ機能ユニット）８１０７は、
ＳＣＳＩインターフェースケーブル８１０６で接続されている。
【００９４】
また、ＰＣＩバス８１０５には、ＩＤＥ（Integrated Device Electronics　：接続イン
タフェース）コントローラ８１０８が接続されており、ＩＤＥケーブル８１０９を介して
ＩＤＥハードディスク８１１０に接続されている。
【００９５】
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図１７は本発明の一実施形態における複合機のスキャン動作に関するソフトウェア構造を
示す。ジョブマネージャ８２０１はアプリケーションレベルの要求を分類、保存する機能
を持つ。ＤＩＳ８２０２はアプリケーションレベルからのスキャン動作に必要なパラメー
タを保存する。アプリケーションからの要求はメモリ８１０２に保存される。スキャン動
作管理部８２０３はジョブマネージャ８２０１とＤＩＳ８２０２とからスキャンを行うの
に必要な情報を取得する。スキャン動作管理部８２０３はジョブマネージャ８２０１から
図１８に示すジョブ番号、ドキュメント番号のテーブルデータ８３０１を受け取り、ジョ
ブ番号、ドキュメント番号のテーブルデータ８３０１を基に、ＤＩＳ８２０２からスキャ
ンパラメータ８３０２を受け取る。これにより、アプリケーションから要求されているス
キャン条件に応じたスキャンを行うことができる。
【００９６】
スキャン動作管理部８２０３はＤＩＳ８２０２から取得したスキャンパラメータ８３０２
をドキュメント番号順にスキャンシーケンス制御部８２０４に渡す。スキャンパラメータ
８３０２を受け取ったスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン画像属性８３０８の
内容に従ってＳＣＳＩ制御部８２０７をコントロールする。これにより、図１６のＰＣＩ
８１０５に接続されたＳＣＳＩコントローラ８１０３を動作させることにより、ＳＣＳＩ
ケーブル８１０６を介してスキャナ８１０７に、ＳＣＳＩ制御コマンドを送ることにより
スキャンが実行される。
【００９７】
スキャナ８１０７でスキャンした画像はＳＣＳＩケーブル８１０６を介してＳＣＳＩコン
トローラ８１０３にわたり、さらにＰＣＩ８１０５を介してメモリ８１０２に格納される
。スキャンシーケンス制御部８２０４はスキャンが終了し、ＰＣＩ８１０５を介してメモ
リ８１０２に画像が格納された時点で、スキャンパラメータ８３０２のスキャン画像圧縮
形式８３０９の内容にしたがって、メモリ８１０２に格納されているスキャン画像を圧縮
するために、圧縮・伸長制御部８２０５に対して要求を出す。この要求を受け取った圧縮
・伸長制御部８２０５はＰＣＩ８１０５に接続されているＣＯＤＥＣ８１０４を用いて、
スキャンシーケンス制御部８２０４からのスキャン画像圧縮形式８３０９の指定で圧縮を
行う。
【００９８】
圧縮・伸長制御部８２０５は圧縮された画像をＰＣＩ８１０５を介してメモリ８１０２に
格納する。
【００９９】
スキャンシーケンス制御部８２０４は圧縮・伸長制御部８２０５がスキャン画像圧縮形式
８３０９で指定された形式にスキャン画像を圧縮し、メモリ８１０２に格納した時点で、
スキャンパラメータ８３０２の画像ファイルタイプ８３０７に従ってメモリ８１０２に格
納されている圧縮されたスキャン画像をファイル化する。
【０１００】
スキャンシーケンス制御部８２０４はファイルシステム８２０６に対して、スキャンパラ
メータ８３０２の画像ファイルタイプ８３０７で指定されたファイル形式でファイル化す
ることを要求する。ファイルシステム８２０６はスキャンシーケンス制御部８２０４から
の画像ファイルタイプ８３０７に従って、メモリ８１０２に格納されている圧縮された画
像をファイル化し、これをＰＣＩ８１０５を介してＩＤＥコントローラ８１０８に転送し
、ＩＤＥケーブル８１０９を介してＩＤＥハードディスク８１１０に転送することにより
、スキャンされた圧縮画像をファイル化する。
【０１０１】
スキャンシーケンス制御部８２０４はファイルシステム８２０６がＩＤＥハードディスク
８１１０にファイル化された画像を格納した時点で、スキャナ８１０７上の一枚の現行の
処理が終了したとして、スキャン動作管理部８２０３にスキャン終了通知を送り返す。
【０１０２】
この時点で、スキャナ８１０７上にまだスキャンが行われていない原稿が存在し、ジョブ
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マネージャ８２０１からスキャン要求が存在する場合には、スキャン動作管理部８２０３
は、再度、ＤＩＳ８２０２に格納されているスキャンパラメータ８３０２を用いてスキャ
ンシーケンス制御部８２０４にスキャン動作を要求する。
【０１０３】
スキャナ８１０７上にスキャンされていない原稿が存在しない場合、またはジョブマネー
ジャ８２０１からのスキャン要求が存在しない場合には、スキャン動作管理部８２０３は
、スキャン動作が終了したものとしてジョブマネージャ８２０１に対してスキャン終了通
知を発行する。
【０１０４】
（プリント動作）
次に、本発明の一実施形態における複合機のプリント動作について詳細に説明する。図１
９はこのプリント動作に関連する制御系の構成部分を示す。ＰＣＩバス９００５に対して
、ＣＰＵ９００１、メモリ９００２、画像の圧縮・伸張ボード９００４、プリンタ９００
７、及びこのシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供するエンジンＩ／Ｆボード９００３
が接続されている。エンジンＩ／Ｆボード９００３とプリンタ（または複合機能を有する
複写機のプリンタ機能ユニット）９００７はエンジンインターフェースケーブル９００６
で接続されている。
【０１０５】
エンジンＩ／Ｆボード９００３は内部にＤＰＲＡＭ（Dual Port RAM）を持ち、このＤＰ
ＲＡＭを介してプリンタ９００７へのパラメータ設定、及びプリンタ９００７の状態読み
出しと、プリントの制御コマンドのやりとりを行う。またこのボード９００３はビデオコ
ントローラを有し、プリンタ９００７からエンジンインターフェースケーブル９００６経
由で与えられるＶＣＬＫ（ビデオクロック：垂直同期信号）とＨＳＹＮＣ（水平同期信号
）に合わせて、ＰＣＩ上に展開されているイメージデータをエンジンインターフェースケ
ーブル９００６を介してプリンタ９００７に送信する。この送信のタイミングを図で表す
と図２０の様になる。
【０１０６】
図２０に示すように、上記のＶＣＬＫ信号は常に出続け、上記のＨＳＹＮＣ信号がプリン
タ９００７の１ラインの開始に同期して与えられる。エンジンＩ／Ｆボード９００３のビ
デオコントローラは、設定された画像幅（ＷＩＤＴＨ）分のデータを、設定されたＰＣＩ
上のメモリ（ＳＯＵＲＣＥ）９００２から読み出して、ビデオ信号としてエンジンインタ
ーフェースケーブル９００６に出力する。これを指定ライン分（ＬＩＮＥＳ）繰り返した
後、ビデオコントローラは、ＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤ割り込み信号を発生する。
【０１０７】
先に説明したとおり、ＣＰＵ９００１上のアプリケーションプログラムから図２のコント
ロールＡＰＩ１５１８にプリントジョブの指示が渡されると、コントロールＡＰＩ１５１
８はこれをコントローラレベルのジョブマネージャ１５１９（図１４の７１０１）にジョ
ブとして渡す。さらにこのジョブマネージャ１５１９はジョブの設定をＤＩＳ（図１４の
７１０２）に格納し、プリントマネージャ１５２６（図１４の７１０４）にジョブの開始
を指示する。プリントマネージャ１５２６（図１４の７１０４）はジョブを受け付けると
ＤＩＳ（図１４の７１０２）からジョブ実行に必要な情報を読み出し、これを図１９のエ
ンジンＩ／Ｆボード９００３及びＤＰＲＡＭ（図示しない）を介してプリンタ９００７に
設定する。
【０１０８】
エンジンＩ／Ｆボード９００３の設定項目を図２１に示し、プリンタのＤＰＲＡＭを介し
た設定項目及び制御コマンド、状態コマンドを図２２に示す。
【０１０９】
説明を簡潔にするため、プリント対象のジョブを、非圧縮、レター（１１”×８．５”）
サイズの２値画像で、２ページ、１部プリントとし、かつ実行するプリンタが６００ｄｐ
ｉ（ドット／インチ）の性能を持つものと仮定して、以下に具体的にそのプリント動作を
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説明する。
【０１１０】
まず、このジョブを受けると、プリントマネージャ１５２６（図１４の７１０４）はこの
画像の幅（この場合８．５”の側とする）の画像バイト数を算出する。
ＷＩＤＴＨ　＝　８．５　×　６００　÷　８　≒　６３０（Bytes）
次にライン数を演算する。
ＬＩＮＥＳ　＝　１１　×　６００　＝　６６００（行）
これらの算出した値と、与えられた１ページ目の画像が格納されているＳＯＵＲＣＥアド
レスとを、図２１に示すＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥのメモリ領域にそれぞれ
設定する。この時点で、エンジンＩ／Ｆボード９００３は画像出力の用意が完了している
が、プリンタ９００７からまだＨＳＹＮＣ信号が来ていないため（ＶＣＬＫは来ている）
、画像データを出力していない。
【０１１１】
次に、プリントマネージャ１５２６（図１４の７１０４）は図２２に示すＤＰＲＡＭの所
定のアドレス（Ｂｏｏｋ　Ｎｏ．）に出力部数である１を書き込む。その後、プリントマ
ネージャは、１ページ目に対する出力用紙の給紙要求の信号（ＦＥＥＤ＿ＲＥＱ）を出力
し、プリンタ９００７から画像要求信号であるＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱの入力を待つ。プリン
タ９００７からＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱの信号が来たら、プリントマネージャは、画像開始信
号であるＩＭＡＧＥ＿ＳＴＡＲＴの信号を出す。
【０１１２】
このＩＭＡＧＥ＿ＳＴＡＲＴの信号を受けて、プリンタ９００７はＨＳＹＮＣ信号を出し
始め、ＨＳＹＮＣ信号待ちであったエンジンＩ／Ｆボード９００３は画像を出力する。プ
リンタ９００７は出力用紙の後端を検出すると、画像終了信号であるＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤ
の信号を出力し、出力用紙が排出されると排出完了信号であるＳＨＥＥＴ＿ＯＵＴの信号
を出力する。
【０１１３】
プリントマネージャ１５２６（図１４の７１０４）は１ページ目のＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤ信
号を受けて、２ページ目のＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥのデータをエンジンＩ
／Ｆボード９００３に設定し、ＦＥＥＤ＿ＲＥＱ信号を出して、ＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱ信号
を待つ。２ページ目のＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱ信号が来てからの動作は、１ページ目と同様で
ある。
【０１１４】
［ＰＤＬの展開処理］
本実施形態のマルチファンクションシステムでは、図３において、ネットワークＩ／Ｆ部
２０１０から入力されたＰＤＬデータは、画像バス２００８を経由して、ＨＤＩ／Ｆ部２
００５を介してＨＤＤ２００４に格納される。ここで、ＨＤＩ／Ｆ部２００５では、ＨＤ
Ｄ２００４に格納されるＰＤＬのデータ量をカウントし、そのサイズ（カウント値）によ
りＰＤＬデータの種別を振り分ける。一般的にＰＤＬデータ量は、図２３に示すようなテ
キストの場合は少なく、図２４に示すような図形データの場合は大きくなる。
【０１１５】
また、ＰＤＬデータは、ＣＰＵ２００１で、ソフトウエアによりインタープリタ処理によ
るディスプレーリスト作成及びレンダリング処理を行い、ビットマップデータを生成する
。これらのＰＤＬ展開処理に掛かる時間は、図２３に示すようなテキストを出力する場合
は、プリンタ２０９５で出力されるエンジン処理間隔よりも短いことが多い。図２５の（
ａ）のタイミングチャートはこの時のＰＤＬ展開処理とＶＳＹＮＣ（プリント垂直同期信
号）の関係を示している。この場合、ＰＤＬ展開処理は短く、ＶＳＹＮＣよりも先行して
処理が行なわれ、ＰＤＬ展開処理されたページはＲＡＭ２００２に格納されていく。その
ため、プリンタ２０９５はＶＳＹＮＣに同期して画像を出力するタイミングで、常にプリ
ントすべきビットマップデータがＲＡＭ２００２に存在することになり、このためエンジ
ンのプリント間隔に影響を及ぼすことなく、プリント出力を実現することが出来る。
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【０１１６】
一方、図２４に示すような図形データを出力する場合には、ＰＤＬ展開処理に掛かる時間
が、プリンタ２０９５で出力されるエンジン処理間隔よりも長いことが多い。図２５の（
ｂ）のタイミングチャートはこの時のＰＤＬ展開処理とＶＳＹＮＣ（プリント垂直同期信
号）の関係を示している。この場合、ＰＤＬ展開処理は長く、ＶＳＹＮＣのタイミングに
処理が間に合わない。そのため、プリンタ２０９５は、ＶＳＹＮＣに同期して画像を出力
するタイミングで、プリントすべきビットマップデータがＲＡＭ２００２に存在しないた
め、エンジンのプリント間隔に影響を及ぼし、プリント出力の間隔が長くなってしまう。
この状態を図中の矢印で示している。
【０１１７】
［ＣＰＵコアの周波数］
図２６は図３のＣＰＵ２００１の本発明に係わる部分の構成を示す。ＣＰＵ２００１は図
２６に示すように、ＣＰＵコア３００１、メモリコントローラ部３００４、バスブリッジ
３００７を含んでいる。ＣＰＵコア３００１は、システムクロックを逓倍して高速なＣＰ
Ｕコア動作クロックを作り出すためのＰＬＬ（位相ロック・ループ）部３００３と、キャ
ッシュ３００２（命令キャッシュ、データキャッシュ）を含んでいる。また、ＣＰＵコア
３００１とバスブリッジ３００７はフロントサイドバス３００５で結ばれ、メモリコント
ローラ部３００４とバスブリッジ３００７はメモリバス３００６で結ばれている。メモリ
コントローラ部３００４はＲＡＭ２００２への読み書きの制御を行う。また、バスブリッ
ジ３００７はシステムバス２００７や画像バス２００８を介して他のデバイスとの接続を
可能にしている。
【０１１８】
前述のＰＤＬ処理時間はＣＰＵコア３００１を駆動するクロックの周波数が大きくなれば
短縮することができる。図２７はＣＰＵコア３００１の周波数とＰＤＬの処理時間の関係
を示したものである。ＰＬＬ部３００３の逓倍率を１から２、３に上げることにより、Ｃ
ＰＵコア３００１のクロックの周波数はシステムクロックに対して２倍、３倍となり、そ
の周波数が増大する。ＣＰＵコア３００１の周波数が増大するに連れて、ＰＤＬ展開に必
要な演算命令を行なう周期が１／２、１／３と短縮されるため、トータルのＰＤＬ展開時
間が短くなる。
【０１１９】
従って、上記の図２５の（ｂ）の様な制御になっている場合に、ＣＰＵコア３００１のク
ロックの周波数を増大させることで、ＣＰＵ処理能力の向上が得られその結果、図２５の
（ａ）の様な制御に近づけることが可能となる。
【０１２０】
しかし、その反面、ＣＰＵコア３００１の周波数を増大させることによって、ＣＰＵ２０
０１の消費電力が増大する。図２８はＣＰＵコア３００１の周波数とＣＰＵ２００１の関
係を示したものである。ＰＬＬ部３００３の逓倍率を１から２、３に上げることにより、
ＣＰＵ２００１の消費電力はそれに連れて増大していく。
【０１２１】
［消費電力と同時動作の制御］
上記の様にＰＤＬの処理時間の短縮とＣＰＵ２００１の消費電力の節減はトレードオフの
関係にある。本実施形態では、このトレードオフに対処するために、図２９に示す様なフ
ローで制御を行っている。
【０１２２】
図２９の例は、規格等によってトータルの消費電力が制限されていることを前提に、ＰＤ
Ｌデータの種別に対応するデータ量に応じて、ＣＰＵコア３００１の周波数の調整をする
とともに、ＰＤＬプリントと同時に動作可能な他の動作モードを実施させるか否かの制御
を行なうものである。
【０１２３】
前述の様に、ＨＤＩ／Ｆ部２００５にはＨＤＤ２００４に格納されるＰＤＬデータ量をカ
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ウントする機構が存在する(ステップＳ１)。
まず、上記カウント機構によりカウントされたＰＤＬデータのカウント値（以下、ＰＤＬ
カウント値と称する）と、あらかじめ定義された第１の閾値（小）とを比較して（ステッ
プＳ２）、ＰＤＬカウント値がその第１の閾値よりも小さいと判断した場合には、図２３
に示す様な軽いＰＤＬデータと見なし、ＰＬＬ部３００３の逓倍率を１に設定する（ステ
ップＳ３）。この場合は、ＣＰＵ２００１の消費電力が小さいため（図２８参照）、その
他の動作モードの制御は通常通りであって、ＰＤＬ展開中もスキャン等の他のジョブを受
け付け同時動作が可能とする。
【０１２４】
次に、ＰＤＬカウント値が第１の閾値よりも大きいと判断した場合には、ＰＤＬカウント
値とあらかじめ定義された第２の閾値（大）とを比較して（ステップＳ４）、ＰＤＬカウ
ント値が第２の閾値よりも大きいと判断した場合には、図２４に示す様な重いＰＤＬデー
タと見なして、ＰＬＬ部３００３の逓倍率を３に設定する（ステップＳ５）。
【０１２５】
この場合は、ＣＰＵ２００１の消費電力が大きいため（図２８参照）、全体の消費電力の
制限からＵＩ（操作部）の表示をＯＦＦし、操作を不許可にすることで他のジョブとの同
時動作を行なわない様に制御する（ステップＳ６）。さらに、ＰＤＬ動作に無関係なスキ
ャナ画像処置部２０９０は電源をＯＦＦし、ＣＬＫ（クロック）の供給も止めて省電力化
を図り、消費電力をＣＰＵ２００１につぎ込む制御を行なう（ステップＳ７）。
【０１２６】
一方、上記のステップＳ４において，ＰＤＬカウント値が第２の閾値よりも小さいと判断
された場合は、図２３に示す様な軽いＰＤＬデータと、図２４に示す様な重いＰＤＬデー
タの中間レベルの重さのデータと見なして、ＰＬＬ部３００３の逓倍率を２に設定する（
ステップＳ８）。この場合は、ＣＰＵ２００１の消費電力が中レベルであるため（図２８
参照）、全体の消費電力の制限からＵＩ（操作部）上でスキャン系の動作を行なうための
操作を不許可にし、スキャン系のジョブとの同時動作のみを禁止する様に制御する（ステ
ップＳ９）。スキャナ画像処置部２０９０は電源をＯＦＦし、ＣＬＫの供給も止めて省電
力化を図り、消費電力をＣＰＵ２００１につぎ込む制御を行なう（ステップＳ１０）。
【０１２７】
（他の実施の形態）
以上、本発明の実施形態を詳述したが、図２９の本発明の実施形態では、スプールされた
ＰＤＬデータのサイズ（データ量）からＰＤＬ展開処理負荷を予測しているが、スプール
されたＰＤＬデータのアプリケーション（データの種類）の識別結果からＰＤＬ展開処理
負荷を予測してもよく、同様な効果が期待できる。
【０１２８】
なお、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良いし、１つの機器か
らなる装置に適用してもよい。
【０１２９】
また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラム（本実施
形態では、図２９に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システム或いは装置
に直接或いは遠隔から供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータがその供給された
プログラムを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。その場合、プロ
グラムの機能を有していれば、形態は、プログラムである必要はない。
【０１３０】
従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、そのコンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明のク
レームでは、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる
。
【０１３１】
その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
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実行されるプログラム、ＯＳ（オペレーティングシステム）に供給するスクリップトデー
タ等、プログラムの形態を問わない。
【０１３２】
プログラムを供給するための記録媒体としては、例えばフロッピー（登録商標）ディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ
－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード（ＩＣメモリカード）、ＲＯＭ、ＤＶＤ（
ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【０１３３】
その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのプラウザを用いて
インターネットのホームページに接続し、このホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディ
スク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログ
ラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異な
るホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の
機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルをユーザに対してダウンロ
ードさせるＷＷＷサーバも、本発明のクレームに含まれるものである。
【０１３４】
また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納してユーザに配
布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから
暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化された
プログラムを実行してコンピュータにインストールさせて本発明を実現することも可能で
ある。
【０１３５】
また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した本発明
の実施形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た本発明の実施形態の機能が実現され得る。
【０１３６】
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、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た後、そ
のプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵな
どが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した本発明の実施形態
の機能が実現される。
【０１３７】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、ＰＤＬデータに応じた適切な周波数で、ＰＤＬ
データの展開処理を実行するＣＰＵを動作させるとともに、展開処理と他の動作を同時に
行うか否かを適切に制御するプリント装置及びプリント方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）を含むネットワーク
システムの全体構成を示す回線図である。
【図２】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のソフトウェアの全
体構成を示すブロック図である。
【図３】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）の全体構成を示すブ
ロック図である。
【図４】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のスキャナ部、プリ
ンタ部、及び操作部の外観を示す正面図である。
【図５】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）の操作部の配置構成
を示す平面図である。
【図６】図３のスキャナ画像処理部の構成を示すブロック図である。
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【図７】図３のプリンタ画像処理部の構成を示すブロック図である。
【図８】図３の画像圧縮処理部の構成を示すブロック図である。
【図９】図３の画像回転処理部の構成を示すブロック図である。
【図１０】図９の画像バスＩ／Ｆコントローラの画像データの転送の方法を説明する概念
図である。
【図１１】図９の画像回転部の画像回転処理の方法を説明する概念図である。
【図１２】図３のデバイスＩ／Ｆ部の構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）の組み込みアプリ
ケーションを説明するブロック図である。
【図１４】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のＤＩＳ（Device
 Information Service）、ジョブマネージャ、プリントマネージャ、スキャンマネージャ
間の情報のやり取りを示すブロック図である。
【図１５】図１４のＤＩＳの内部のデータベース、及びカウンタを示す模式図である。
【図１６】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のスキャンに関す
るハードウェア制御系の構成を示すブロック図である。
【図１７】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のスキャンにおけ
るソフトウェア制御の情報の流れを示す流れ図である。
【図１８】図１７のスキャン動作管理部のパラメータテーブルの概略を示す概念図である
。
【図１９】本発明を適用したマルチファンクションシステム（複合機）のプリントに関す
るハードウェア制御系の構成を示すブロック図である。
【図２０】図１９のプリントに関するハードウェア制御系で行われるプリントイメージデ
ータの転送タイミングを示すタイミングチャートである。
【図２１】図１９のエンジンＩ／Ｆボード内のプリントパラメータレジスタのテーブルを
示すアドレスマップ図である。
【図２２】図１９のプリンタとエンジンＩ／Ｆボードとの通信コマンドのテーブルを示す
アドレスマップ図である。
【図２３】ＰＤＬデータ量が少ないデータの例を示した図である。
【図２４】ＰＤＬデータ量が大きいデータの例を示した図である。
【図２５】本発明の一実施形態におけるＰＤＬ処理とプリントのタイミングを示すタイミ
ングチャートである。
【図２６】図３のＣＰＵの構成を示すブロック図である。
【図２７】図２６のＣＰＵコアのクロック周波数とＰＤＬ展開時間の関係を示すグラフで
ある。
【図２８】図２６のＣＰＵコアのクロック周波数と消費電力の関係を示すグラフである。
【図２９】図２６のＣＰＵコアのクロック周波数逓倍と同時動作の可、不可を判断するた
めの処理手順の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００１、１０２０　複合機
１００２、１０２１　データベースサーバ
１００３　データベースクライアント
１００４　電子メールサーバ
１００５　電子メールのクライアント
１００６、１０２３　ＨＴＭＬ文書をＬＡＮに提供するＷＷＷサーバ
１００７　インターネット／イントラネット連結用サーバ
１０１０　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
１０１１　ルータ
１０１２　インターネット／イントラネット
１０３０　PSTN(公衆電話網)またはISDN（統合サービスデジタル網）
１５０１　ＵＩ（ユーザインターフェイス）を司るモジュール
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１５０２　データベースモジュール
１５０３　ウェッブサーバモジュール
１５０４　ユニバーサル・センドを司るモジュール
１５０５　出力先にプリンタが指定された際に実行されるモジュール
１５０６　通信先にＥメールアドレスが指定された際に実行されるモジュール
１５０７　出力先にデータベースが指定された際に実行されるモジュール
１５０８　本複合機と同様の複合機が指定された際に実行されるモジュール
１５０９　リモートコピースキャンモジュール
１５１０　リモートコピープリントモジュール
１５１１　ウェッブプルプリントモジュール
１５１２　ＨＴＴＰ通信用モジュール
１５１３　ｌｐｒモジュール
１５１４　ＳＭＴＰモジュール
１５１５　ＳＬＭモジュール
１５１６　ＴＣＰ／ＩＰモジュール
１５１８　コントロール－ＡＰＩモジュール
１５１９　ジョブマネージャ
１５２０　ＣＯＤＥＣマネージャ
１５２１　ＦＢＥエンコーダ
１５２２　ＪＰＥＧ－ＣＯＤＥＣ
１５２３　ＭＭＲ－ＣＯＤＥＣ
１５２４　スキャンマネージャ
１５２５　ＳＣＳＩマネージャ
１５２６　プリントマネージャ
１５２７　エンジンＩ／Ｆ　マネージャ
１５２８　パラレルポートドライバ
２０００　制御装置
２００１　ＣＰＵ（中央演算処理装置）
２００２　ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）
２００３　ＲＯＭ（リードオンリメモリ）
２００４　ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）
２００６　操作部Ｉ／Ｆ（インターフェース）
２００７　システムバス
２００８　画像バス
２０１０　ネットワークＩ／Ｆ
２０１１　ＬＡＮ（ラン：ローカルエリアネットワーク）
２０１２　操作部（ＵＩ：ユーザインターフェース）
２０１４　スタートキー
２０１５　ストップキー
２０１６　ＩＤ（識別子、識別番号）キー
２０１７　リセットキー
２０１８　２色ＬＥＤ（発光ダイオード）
２０２０　デバイスＩ／Ｆ部
２０２１　画像バスＩ／Ｆコントローラ
２０２３　シリアルパラレル・パラレルシリアル変換部
２０２２　スキャンバッファ
２０２４　パラレルシリアル・シリアルパラレル変換部
２０３０　画像回転処理部
２０３１　画像バスＩ／Ｆコントローラ
２０３２　画像回転部
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２０３３　ＲＡＭ
２０４０　画像圧縮処理部
２０４１　画像バスＩ／Ｆコントローラ
２０４２　入力バッファ
２０４３　画像圧縮部
２０４４　ＲＡＭ
２０４５　出力バッファ
２０５０　モデム
２０５１　公衆回線（ＷＡＮ：広域ネットワーク）
２０６０　ラスターイメージプロセッサ（ＲＩＰ）
２０６２　画像切換え部
２０７２　原稿フィーダ
２０７０　スキャナ
２０７３　トレイ
２０８０　スキャナ画像処理部
２０８２　フィルタ処理部
２０８３　編集部
２０８４　変倍処理部
２０８５　テーブル
２０８６　２値化部
２０９０　プリンタ画像処理部
２０９２　解像度変換部
２０９３　スムージング処理部
２０９５　プリンタ
２１０１、２１０２、２１０３、２１０４　用紙カセット
２１１１　排紙トレイ
３００１　ＣＰＵコア
３００２　キャッシュ（命令キャッシュ、データキャッシュ）
３００３　ＰＬＬ（位相ロック・ループ）部
３００４　メモリコントローラ部
３００５　フロントサイドバス
３００６　メモリバス
３００７　バスブリッジ
４０５０　操作部アプリケーション
４０５１　アドレスブック
４１００　リモートコピーアプリケーションの送信側
４１０３　ＳＬＭ
４１５０　同報配信の送信側
４１５３　ＳＭＴＰ
４２００　ウェッブプルプリントモジュール
４２５０　ウェッブサーバモジュール
４３００　リモートコピーの受信側（プリント側）
４３５０　同報配信のイメージを受信・プリントするメールサーバ
４４００　リモートプリントの受信側（プリント側）
４４５０　同報配信のイメージを受信・格納するメールサーバ
４５００　同報配信での２値のイメージを受信・格納するメールサーバ
４５５０　同報配信のイメージを受信・格納するメールサーバ
４６００　同報配信での多値のイメージを受信・格納するメールサーバ
４６５０　情報コンテンツを含んだ、公知のウェッブサーバ
４７００　ウェッブサーバなどにアクセスする、ウェッブブラウザ
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７１０２　デバイスインフォメーションサービス（ＤＩＳ）
７１０１　ジョブマネージャ
７１０３　スキャンドキュメントマネージャ
７１０２　デバイスインフォメーションサービス（ＤＩＳ）
７１０４　プリントキュメントマネージャ
７２０１　スーパバイザＤＢ
７２０２　スキャンコンポーネントＤＢ
７２０３　プリントコンポーネントＤＢ
７２０４　スキャンジョブサービスＤＢ
７２０５　プリントジョブサービスＤＢ
７２０６　スキャンジョブＤＢ
７２０７　プリントジョブＤＢの各ジョブＤＢ
７２０８　スキャンドキュメントＤＢ
７２０９　プリントドキュメントＤＢ
７２１０　ソフトカウンタ
７２１１　イベントテーブル
８１０１　ＣＰＵ
８１０２　メモリ
８１０３　ＳＣＳＩ・Ｉ／Ｆ回路（ＳＣＳＩコントローラ）
８１０４　画像の圧縮・伸長ボード（ＣＯＤＥＣ）
８１０５　ＰＣＩバス
８１０６　ＳＣＳＩインターフェースケーブル
８１０７　スキャナ（または複写機のスキャナ機能ユニット）
８１０８　ＩＤＥコントローラ
８１０９　ＩＤＥケーブル
８１１０　ＩＤＥハードディスク
８２０１　ジョブマネージャ
８２０２　ＤＩＳ
８２０３　スキャン動作管理部
８２０４　スキャンシーケンス制御部
８２０５　圧縮・伸長制御部
８２０６　ファイルシステム
８２０７　ＳＣＳＩ制御部
８３０１　ジョブ番号、ドキュメント番号のテーブルデータ
８３０２　スキャンパラメータ
８３０３　ジョブ番号
８３０４　ドキュメント番号
８３０５　ジョブ番号
８３０６　ドキュメント番号
８３０７　画像ファイルタイプ
８３０８　スキャン画像属性
８３０９　スキャン画像圧縮形式
９００１　ＣＰＵ
９００２　メモリ
９００３　エンジンＩ／Ｆボード
９００４　画像の圧縮・伸張ボード
９００５　ＰＣＩバス
９００６　エンジンインターフェースケーブル
９００７　プリンタ（または複写機のプリンタ機能ユニット）
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