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(57)【要約】
【課題】ネットワークに接続された各画像処理装置の機
能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実
行することができる画像処理装置を提供する。
【解決手段】画像処理の指示を受け付ける操作部１０７
、画像処理の指示を受け付けた場合、指示に基づいて検
索サーバ１１０から他の画像処理装置の装置情報を含む
情報を取得する通信部３０３、検索サーバから取得した
装置情報を表示する表示制御部３０５、表示された装置
情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置をオペ
レータに選択させる選択制御部３０７を備え、選択され
た画像処理装置を検索サーバ１１０に通信部３０３によ
って通知する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の画像処理装置と、該画像処理装置とネットワークによって接続され、前記画像処理
装置に関する情報を検索する検索サーバと、を含む画像処理システムであって、
前記検索サーバは、
前記画像処理装置のいずれかに対する画像処理の要求に基づいて、前記ネットワークに接
続されている画像処理装置に関する装置情報を検索する検索手段と、
前記検索手段によって検索された装置情報を、画像処理が要求された画像処理装置に送信
する装置情報送信手段と、
前記装置情報を受信した画像処理装置において選択された画像処理装置を示す選択情報を
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受信する選択情報受信手段と、
前記選択情報が示す画像処理装置に画像処理を要求する画像処理要求手段と、を備え、
前記画像処理装置は、
前記装置情報送信手段から送信された装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて
画像処理を実行する画像処理装置をオペレータに選択させる画像処理装置選択手段と、
前記画像処理装置選択手段において選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する
選択装置通知手段と、を備えることを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
前記画像処理装置は、
自機の装置情報を前記検索サーバに送信して登録する装置情報登録手段をさらに備えるこ
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とを特徴とする請求項１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
前記検索サーバは、前記装置情報登録手段によって登録された装置情報を保存する装置情
報保存手段をさらに備え、前記検索手段は、前記装置情報保存手段に保存されている装置
情報を検索することを特徴とする請求項２に記載の画像処理システム。
【請求項４】
前記装置情報登録手段は、自機の性能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情報を装
置情報として登録することを特徴とする請求項２または３に記載の画像処理システム。
【請求項５】
前記装置情報登録手段は、コピー、プリンタ、ファクシミリの少なくとも一つを含む機能
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の有無を示す情報を装置情報として登録することを特徴とする請求項２〜４のいずれか一
つに記載の画像処理システム。
【請求項６】
前記装置情報登録手段は、前記画像処理装置が実行可能な画像処理の種別に関する情報を
装置情報として登録することを特徴とする請求項２〜５のいずれか一つに記載の画像処理
システム。
【請求項７】
前記画像処理装置が自機による画像処理において発生したエラーを前記検索サーバに通知
するエラー情報通知手段をさらに備え、
前記検索サーバは、前記エラー情報通知手段がエラーを通知した場合、エラーの通知があ
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った画像処理装置に送信した画像処理の指示を他の画像処理装置に送信することを特徴と
する請求項１〜５のいずれか一つに記載の画像処理システム。
【請求項８】
ネットワークに他の画像処理装置と共に接続される画像処理装置であって、
画像処理の指示を受け付ける画像処理指示受付手段と、
前記画像処理指示受付手段が画像処理の指示を受け付けた場合、前記指示に基づいて前記
検索サーバから他の画像処理装置の装置情報を含む情報を取得する装置情報取得手段と、
前記検索サーバから取得した装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理
を実行する画像処理装置をオペレータが選択するための画像処理装置選択手段と、
前記画像処理装置選択手段によって選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する
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選択装置通知手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
自機の装置情報を前記検索サーバに送信して登録する装置情報登録手段をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
前記装置情報登録手段は、画像処理装置が前記ネットワークに接続されたことによって自
動的に自機の装置情報を前記検索サーバに登録することを特徴とする請求項８または９に
記載の画像処理装置。
【請求項１１】
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前記装置情報登録手段は、自機の性能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情報を装
置情報として前記検索サーバに送信することを特徴とする請求項１０に記載の画像処理装
置。
【請求項１２】
前記装置情報登録手段は、コピー、プリンタ、ファクシミリの少なくとも一つを含む機能
の有無を示す情報を装置情報として登録することを特徴とする請求項１０または１１に記
載の画像処理装置。
【請求項１３】
前記装置情報登録手段は、前記画像処理装置が実行可能な画像処理の種別に関する情報を
装置情報として登録することを特徴とする請求項１０〜１２のいずれか一つに記載の画像
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処理装置。
【請求項１４】
自機による画像処理において発生したエラーを前記検索サーバに通知するエラー情報通知
手段をさらに備えることを特徴とする請求項９〜１３のいずれか一つに記載の画像処理装
置。
【請求項１５】
画像処理装置を操作するための操作画面と、
前記操作画面に表示される操作画像を選択するための操作画像選択手段と、をさらに備え
、
前記装置情報送信手段が前記操作画面に表示される操作画像を表示する表示プログラムを
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前記検索サーバに送信すると共に、前記操作画像選択手段によって選択された操作画像の
表示プログラムを前記検索サーバから受信し、該プログラムによって前記操作画面に操作
画像を表示することを特徴とする請求項９〜１４のいずれか一つに記載の画像処理装置。
【請求項１６】
前記操作画像が前記ネットワークに接続される画像処理装置間において共通の縦横比を持
つ矩形形状を有し、前記表示プログラムは、前記操作画像を縦、横共に等しい変倍率で変
倍し、表示することを特徴とする請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
前記操作画像が、前記ネットワークに接続される画像処理装置間で共通の画像を有するこ
とを特徴とする請求項１６に記載の画像処理装置。
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【請求項１８】
前記画像処理装置選択手段は、前記装置情報取得手段によって取得された装置情報に基づ
いて画像処理装置を前記操作画面にリストとして表示し、表示されたリストのうちオペレ
ータが選択した画像処理装置を画像処理を実行する画像処理装置に選択することを特徴と
する請求項１５〜１７のいずれか一つに記載の画像処理装置。
【請求項１９】
前記画像処理装置選択手段は、リストとして表示された画像処理装置の設置位置を前記操
作画面に表示することを特徴とする請求項１８に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
複数の画像処理装置と、該画像処理装置に関する情報を検索する検索サーバとでなされる
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画像処理方法であって、
前記検索サーバにおいて、前記ネットワークに接続されている画像処理装置に関する装置
情報を前記画像処理装置のいずれかに対してなされた画像処理の指示に基づいて検索する
検索ステップと、
前記検索ステップにおける検索によって得た装置情報を、画像処理の指示がなされた画像
処理装置に送信する装置情報送信ステップと、
前記装置情報送信ステップにおいて送信された装置情報を表示し、表示された装置情報に
基づいて画像処理を実行する画像処理装置をオペレータに選択させる画像処理装置選択ス
テップと、
前記画像処理装置選択ステップにおいて選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知
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する選択装置通知ステップと、
前記選択装置通知ステップにおいて通知された画像処理装置に画像処理の指示を送信する
画像処理指示送信ステップと、
を含む特徴とする画像処理方法。
【請求項２１】
ネットワークに他の画像処理装置および検索サーバと共に接続される画像処理装置におい
て実行されるプログラムであって、
前記画像処理装置が画像処理の指示を受けつけた場合、前記指示に基づいて前記検索サー
バから他の画像処理装置の装置情報を含む情報を取得する装置情報取得ステップと、
前記検索サーバから取得した装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理
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を実行する画像処理装置をオペレータに選択させる画像処理装置選択ステップと、
前記画像処理装置選択手段によって選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する
選択装置通知ステップと、
を含む画像形成方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２２】
自機の情報である装置情報を、前記検索サーバに送信して登録する装置情報登録ステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載のプログラム。
【請求項２３】
前記装置情報登録ステップにおいて、自機の性能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含
む情報が装置情報として前記検索サーバに登録されることを特徴とする請求項２２に記載
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のプログラム。
【請求項２４】
前記装置情報登録ステップにおいて、前記画像処理装置におけるコピー、プリンタ、ファ
クシミリの少なくとも一つを含む機能の有無を示す情報が装置情報として前記検索サーバ
に登録されることを特徴とする請求項２２または２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
前記装置情報登録ステップにおいて、前記画像処理装置が実行可能な画像処理の種別に関
する情報が装置情報として前記検索サーバに登録されることを特徴とする請求項２２〜２
４のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項２６】
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前記画像処理において発生したエラーを前記検索サーバに通知するエラー情報通知ステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項２１〜２５のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項２７】
前記装置情報送信ステップにおいて前記画像処理装置を操作するための操作画面に表示さ
れる操作画像を表示する表示プログラムを前記検索サーバに送信すると共に、
操作画像の表示プログラムを前記検索サーバから受信し、該プログラムによって前記操作
画面に操作画像を表示する受信画像表示ステップをさらに含むことを特徴とする請求項２
１〜２６のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項２８】
前記操作画像が前記ネットワークに接続される画像処理装置間において共通の縦横比を持
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つ矩形形状を有し、前記表示プログラムは、前記操作画像を縦、横共に等しい変倍率で変
倍し、表示することを特徴とする請求項２７に記載のプログラム。
【請求項２９】
前記操作画像が、前記ネットワークに接続される画像処理装置間で共通の画像を有するこ
とを特徴とする請求項２７または２８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、画像処理システム、画像処理装置、画像処理方法、その方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラムにかかり、特に画像処理装置をサーバと共にネットワーク
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に接続した画像処理システム、ネットワークに接続された画像処理装置および画像処理装
置で実行される画像処理方法、その方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、コピー、ファクシミリ、プリンタといった画像処理装置、あるいは画像処理機能を
複数併せ持つ複合機をネットワークに接続して構成されるシステム（画像処理システム）
がある。このような画像処理システムは、１つの画像処理要求にしたがってなされる画像
処理動作（１ジョブ）をネットワークに接続されている複数の画像処理装置で分散して処
理することによって画像処理時間を短縮することが可能である（例えば、特許文献１参照
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）。あるいは１つのジョブに占有された画像処理装置に他のジョブが指示された場合、ネ
ットワークに接続された他の画像処理装置に後のジョブを行わせることによって画像処理
を効率的に行うことが可能である（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１−１１０１４３号公報（段落００３７、００３８）
【特許文献２】
特開平０８−２７８８６３号公報（段落００２０、００２１）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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上記した従来技術では、オペレータは画像処理の指示を直接受け付ける画像処理装置の機
能を選択し、ジョブの条件を設定する。ジョブの条件としては、例えば、片面原稿を変倍
して集約し、１枚の用紙に原稿２枚分の画像を印刷する、あるいは印刷された用紙をソー
トして出力した上でホチキス止めする、さらに、印字すべき画像の一部を除去する、スタ
ンプを付して出力するといったものが考えられる。
【０００５】
しかしながら、画像処理装置には、装置の型格や機種ごとに、例えば、スキャナの読み取
り解像度、片面原稿の両面印刷、原稿の集約、スタック、ホチキスといった機能に相違が
あるものがある。従来の画像処理システムでは、オペレータが操作する画像処理装置にな
い機能を使って行われる動作はジョブの条件として設定することができない。このため、
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オペレータは、ネットワークに接続された各画像処理装置の機能を把握しておく必要があ
った。また、操作部を直接操作してジョブを指示する必要のある画像処理装置にあっては
、オペレータがジョブに必要な機能を持つ画像処理装置がある位置まで行って画像処理装
置を操作しなければならないという不具合があった。
【０００６】
また、画像処理装置は、操作部として機能する表示パネルに表示される画像（操作画像）
が機種や型格、製造時期によって異なることがある。オペレータがジョブの条件によって
画像処理装置を選択して使用する場合、ジョブによって異なる操作画像を操作することに
なる。この点は、オペレータにとって操作になれにくく、操作に手間取るうえ、操作を誤
る可能性が高くなるといった不具合を生じる。
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【０００７】
以上の点から、従来の画像処理システムは、ネットワーク化によって画像処理を効率化で
きるものの、操作性、機能性の点ではスタンド・アローンの画像処理装置と比較して有利
なものではない。
【０００８】
本発明は、上記した点に鑑みてなされたものであり、画像処理を効率的に行うことができ
るうえ、ネットワークに接続された各画像処理装置の機能をオペレータが移動することな
く使用してジョブを実行することができる画像処理システム、画像処理装置、画像処理方
法、その方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを得ることを目的とする。ま
た、本発明は、ネットワークに接続された各画像処理装置で操作部を共通にし、オペレー
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タにとって操作性の高い画像処理システム、画像処理装置を実現するプログラムを得るこ
とを目的とする。
【０００９】
【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にかかる画像処理システムは、複数の画像処理装置と
、該画像処理装置とネットワークによって接続され、前記画像処理装置に関する情報を検
索する検索サーバと、を含む画像処理システムであって、前記検索サーバは、前記画像処
理装置のいずれかに対する画像処理の要求に基づいて、前記ネットワークに接続されてい
る画像処理装置に関する装置情報を検索する検索手段と、前記検索手段によって検索され
た装置情報を、画像処理が要求された画像処理装置に送信する装置情報送信手段と、前記
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装置情報を受信した画像処理装置において選択された画像処理装置を示す選択情報を受信
する選択情報受信手段と、前記選択情報が示す画像処理装置に画像処理を要求する画像処
理要求手段と、を備え、前記画像処理装置は、前記装置情報送信手段から送信された装置
情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置をオペレ
ータに選択させる画像処理装置選択手段と、前記画像処理装置選択手段において選択され
た画像処理装置を前記検索サーバに通知する選択装置通知手段と、を備えることを特徴と
する。
【００１０】
この請求項１に記載の発明によれば、検索サーバが画像処理装置のいずれかに対する画像
処理の要求に基づいて、ネットワークに接続されている画像処理装置に関する装置情報を
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検索するので、ネットワークに接続された画像形成装置の情報を検索サーバが把握するこ
とができる。また、検索した装置情報を画像処理が要求された画像処理装置に送信し、装
置情報を受信した画像処理装置において選択された画像処理装置を示す選択情報を受信す
るので、画像処理が要求された画像処理装置において他の画像処理装置をオペレータが選
択することができる。さらに、選択された画像処理装置に画像処理を要求することができ
るので、画像処理が要求された画像処理装置から他の画像処理装置に対して画像処理を要
求することができる。このため、ネットワークに接続された各画像処理装置の機能をオペ
レータが移動することなく使用してジョブを実行することができる画像処理システムを実
現できる。
【００１１】
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請求項２に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記画像処理装置が、自機の装置情
報を前記検索サーバに送信して登録する装置情報登録手段をさらに備えることを特徴とす
る。
【００１２】
この請求項２に記載の発明によれば、画像処理装置が自機の装置情報を検索サーバに送信
して登録するので、検索サーバは、簡易に画像処理装置の装置情報を取得することができ
る。このため、検索サーバによる装置情報の検索が簡易になり、いっそう画像処理システ
ムにおいてなされる処理を効率化することができる。
【００１３】
請求項３に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記検索サーバが、前記装置情報登
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録手段によって登録された装置情報を保存する装置情報保存手段をさらに備え、前記検索
手段は、前記装置情報保存手段に保存されている装置情報を検索することを特徴とする。
【００１４】
この請求項３に記載の発明によれば、登録された装置情報が検索サーバにおいて保存され
るので、検索サーバは装置情報の取得の際に画像処理装置と通信する必要がなく、簡易に
装置情報を取得することができる。
【００１５】
請求項４に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記装置情報登録手段が、自機の性
能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情報を装置情報として登録することを特徴と
する。
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【００１６】
この請求項４に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置の性能、規格、稼動状況
の少なくとも一つを含む情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して送信
することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画像
処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選
択することができる。
【００１７】
請求項５に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記装置情報登録手段が、コピー、
プリンタ、ファクシミリの少なくとも一つを含む機能の有無を示す情報を装置情報として
登録することを特徴とする。
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【００１８】
この請求項５に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置が有するコピー、プリン
タ、ファクシミリといった機能を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して送
信することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画
像処理装置の機能に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択することができる。
【００１９】
請求項６に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記装置情報登録手段が、前記画像
処理装置が実行可能な画像処理の種別に関する情報を装置情報として登録することを特徴
とする。
【００２０】
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この請求項６に記載の発明によれば、検索サーバは各画像処理装置が実行可能な画像処理
の種別に関する情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して送信すること
ができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画像処理装置
が実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択すること
ができる。
【００２１】
請求項７に記載の発明にかかる画像処理システムは、前記画像処理装置が自機による画像
処理において発生したエラーを前記検索サーバに通知するエラー情報通知手段をさらに備
え、前記検索サーバは、前記エラー情報通知手段がエラーを通知した場合、エラーの通知
があった画像処理装置に送信した画像処理の指示を他の画像処理装置に送信することを特
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徴とする。
【００２２】
この請求項７に記載の発明によれば、画像処理装置が自機による画像処理において発生し
たエラーを検索サーバに通知するので、検索サーバが画像処理装置で発生したエラーを把
握することができる。また、検索サーバがエラーの通知があった画像処理装置に送信した
画像処理の指示を他の画像処理装置に送信するので、いったん選択された画像処理装置に
おいてエラーが発生した場合にも他の画像処理装置において画像処理を実行することがで
きる。
【００２３】
請求項８に記載の発明にかかる画像処理装置は、ネットワークに他の画像処理装置と共に
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接続される画像処理装置であって、画像処理の指示を受け付ける画像処理指示受付手段と
、前記画像処理指示受付手段が画像処理の指示を受け付けた場合、前記指示に基づいて前
記検索サーバから他の画像処理装置の装置情報を含む情報を取得する装置情報取得手段と
、前記検索サーバから取得した装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処
理を実行する画像処理装置をオペレータが選択するための画像処理装置選択手段と、前記
画像処理装置選択手段によって選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する選択
装置通知手段と、を備えることを特徴とする。
【００２４】
この請求項８に記載の発明によれば、画像処理の指示を受け付けた場合、指示に基づいて
検索サーバから他の画像処理装置の装置情報を含む情報を取得するので、画像処理が要求
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された画像処理装置において他の画像処理装置の情報を取得できる。また、検索サーバか
ら取得した装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理を実行する画像処
理装置をオペレータが選択するので、画像処理が要求された画像処理装置において他の画
像処理装置をオペレータが選択することができる。さらに、選択された画像処理装置を検
索サーバに通知するので、検索サーバが選択された画像処理装置を認識し、画像処理装置
に対して画像処理を要求することができる。このため、ネットワークに接続された各画像
処理装置の機能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実行することができる
画像処理装置を実現できる。
【００２５】
請求項９に記載の発明にかかる画像処理装置は、自機の装置情報を前記検索サーバに送信
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して登録する装置情報登録手段をさらに備えることを特徴とする。
【００２６】
この請求項９に記載の発明によれば、自機の装置情報を検索サーバに送信して登録するの
で、検索サーバは、簡易に画像処理装置の装置情報を取得することができる。このため、
検索サーバによる装置情報の検索が簡易になり、いっそう画像処理システムにおいてなさ
れる処理を効率化することができる。
【００２７】
請求項１０に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記装置情報登録手段が、画像処理装
置が前記ネットワークに接続されたことによって自動的に自機の装置情報を前記検索サー
バに登録することを特徴とする。
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【００２８】
この請求項１０に記載の発明によれば、画像処理装置がネットワークに接続されたことに
よって自動的に自機の装置情報を検索サーバに登録するので、ネットワーク接続後、直ち
に自機の装置情報を検索サーバに登録することができる。
【００２９】
請求項１１に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記装置情報登録手段が、自機の性能
、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情報を装置情報として前記検索サーバに送信す
ることを特徴とする。
【００３０】
この請求項１１に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置の性能、規格、稼動状
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況の少なくとも一つを含む情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して送
信することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画
像処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を
選択することができる。
【００３１】
請求項１２に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記装置情報登録手段が、コピー、プ
リンタ、ファクシミリの少なくとも一つを含む機能の有無を示す情報を装置情報として登
録することを特徴とする。
【００３２】
この請求項１２に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置が有するコピー、プリ
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ンタ、ファクシミリといった機能を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して
送信することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の
画像処理装置の機能に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択することができる
。
【００３３】
請求項１３に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記装置情報登録手段が、前記画像処
理装置が実行可能な画像処理の種別に関する情報を装置情報として登録することを特徴と
する。
【００３４】
この請求項１３に記載の発明によれば、検索サーバは各画像処理装置が実行可能な画像処
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理の種別に関する情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して送信するこ
とができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画像処理装
置が実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択するこ
とができる。
【００３５】
請求項１４に記載の発明にかかる画像処理装置は、自機による画像処理において発生した
エラーを前記検索サーバに通知するエラー情報通知手段をさらに備えることを特徴とする
。
【００３６】
この請求項１４に記載の発明によれば、画像処理装置が自機による画像処理において発生
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したエラーを検索サーバに通知するので、検索サーバが画像処理装置で発生したエラーを
把握することができる。
【００３７】
請求項１５に記載の発明にかかる画像処理装置は、画像処理装置を操作するための操作画
面と、前記操作画面に表示される操作画像を選択するための操作画像選択手段と、をさら
に備え、前記装置情報送信手段が前記操作画面に表示される操作画像を表示する表示プロ
グラムを前記検索サーバに送信すると共に、前記操作画像選択手段によって選択された操
作画像の表示プログラムを前記検索サーバから受信し、該プログラムによって前記操作画
面に操作画像を表示することを特徴とする。
【００３８】
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この請求項１５に記載の発明によれば、操作画面に表示される操作画像を表示する表示プ
ログラムを検索サーバに送信すると共に、操作画像選択手段によって選択された操作画像
の表示プログラムを前記検索サーバから受信するので、選択された画像処理装置の操作画
像を表示するためのプログラムを取得することができる。また、このプログラムによって
操作画像を表示するので、選択された画像処理装置の操作画像を使って画像処理の内容を
設定することができる。
【００３９】
請求項１６に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記操作画像が前記ネットワークに接
続される画像処理装置間において共通の縦横比を持つ矩形形状を有し、前記表示プログラ
ムは、前記操作画像を縦、横共に等しい変倍率で変倍し、表示することを特徴とする。
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【００４０】
この請求項１６に記載の発明によれば、操作画像がネットワークに接続される画像処理装
置間において共通の縦横比を持つ矩形形状を有するので、操作画像を他の画像処理装置の
操作画面に表示させた場合にも、オリジナルの操作画像のイメージを損なうことなく表示
することができる。このため、選択された画像処理装置によらず操作画像を適正に表示す
ることができるので、オペレータにとって操作性の高い画像処理装置を実現できる。
【００４１】
請求項１７に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記操作画像が前記ネットワークに接
続される画像処理装置間で共通の画像を有することを特徴とする。
【００４２】
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この請求項１７に記載の発明によれば、操作画像がネットワークに接続される画像処理装
置間で共通の画像を含むので、オペレータは選択された画像処理装置によらず同じ画像を
操作して画像処理の内容を設定することができる。このため、オペレータにとって操作性
の高い画像処理装置を実現できる。
【００４３】
請求項１８に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記画像処理装置選択手段が、前記装
置情報取得手段によって取得された装置情報に基づいて画像処理装置を前記操作画面にリ
ストとして表示し、表示されたリストのうちオペレータが選択した画像処理装置を画像処
理を実行する画像処理装置に選択することを特徴とする。
【００４４】
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この請求項１８に記載の発明によれば、取得された装置情報に基づいて画像処理装置を操
作画面にリストとして表示するので、オペレータが装置情報を見やすくなり、オペレータ
にとって操作性の高い画像処理装置を実現できる。
【００４５】
請求項１９に記載の発明にかかる画像処理装置は、前記画像処理装置選択手段が、リスト
として表示された画像処理装置の設置位置を前記操作画面に表示することを特徴とする。
【００４６】
この請求項１９に記載の発明によれば、リストとして表示された画像処理装置の設置位置
を操作画面に表示するので、オペレータが画像形成された用紙の出力先を簡易に知ること
ができるので、オペレータにとって操作性の高い画像処理装置を実現できる。
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【００４７】
請求項２０に記載の発明にかかる画像処理方法は、複数の画像処理装置と、該画像処理装
置に関する情報を検索する検索サーバとでなされる画像処理方法であって、前記検索サー
バにおいて、前記ネットワークに接続されている画像処理装置に関する装置情報を前記画
像処理装置のいずれかに対してなされた画像処理の指示に基づいて検索する検索ステップ
と、前記検索ステップにおける検索によって得た装置情報を、画像処理の指示がなされた
画像処理装置に送信する装置情報送信ステップと、前記装置情報送信ステップにおいて送
信された装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理を実行する画像処理
装置をオペレータに選択させる画像処理装置選択ステップと、前記画像処理装置選択ステ
ップにおいて選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する選択装置通知ステップ
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と、前記選択装置通知ステップにおいて通知された画像処理装置に画像処理の指示を送信
する画像処理指示送信ステップと、を含むことを特徴とする。
【００４８】
この請求項２０に記載の発明によれば、検索サーバが画像処理装置のいずれかに対する画
像処理の要求に基づいて、ネットワークに接続されている画像処理装置に関する装置情報
を検索するので、ネットワークに接続された画像形成装置の情報を検索サーバが把握する
ことができる。また、検索した装置情報を画像処理が要求された画像処理装置に送信し、
画像処理が要求された画像処理装置において他の画像処理装置をオペレータが選択するの
で、画像処理が要求された画像処理装置から他の画像処理装置を選択することができる。
通知された画像処理装置に画像処理の指示を送信するので、ネットワークに接続された各
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画像処理装置の機能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実行することがで
きる画像処理方法を実現できる。
【００４９】
請求項２１に記載の発明にかかるプログラムは、ネットワークに他の画像処理装置および
検索サーバと共に接続される画像処理装置において実行されるプログラムであって、前記
画像処理装置が画像処理の指示を受けつけた場合、前記指示に基づいて前記検索サーバか
ら他の画像処理装置の装置情報を含む情報を取得する装置情報取得ステップと、前記検索
サーバから取得した装置情報を表示し、表示された装置情報に基づいて画像処理を実行す
る画像処理装置をオペレータに選択させる画像処理装置選択ステップと、前記画像処理装
置選択手段によって選択された画像処理装置を前記検索サーバに通知する選択装置通知ス
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テップと、を含む画像形成方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００５０】
この請求項２１に記載の発明によれば、画像処理の指示に基づいて検索サーバから他の画
像処理装置の装置情報を含む情報を取得し、取得した装置情報を表示し、表示された装置
情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置をオペレータに選択させるので、画像処
理が要求された画像処理装置において他の画像処理装置をオペレータが選択することがで
きる。さらに、選択された画像処理装置を検索サーバに通知できるので、検索サーバが選
択された画像処理装置を認識し、選択された画像処理装置に対して画像処理を要求するこ
とができる。このため、ネットワークに接続された各画像処理装置の機能をオペレータが
移動することなく使用してジョブを実行することができるプログラムを実現できる。

10

【００５１】
請求項２２に記載の発明にかかるプログラムは、自機の情報である装置情報を、前記検索
サーバに送信して登録する装置情報登録ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００５２】
この請求項２２に記載の発明によれば、自機の装置情報を検索サーバに送信して登録する
ので、検索サーバは、簡易に画像処理装置の装置情報を取得することができる。このため
、検索サーバによる装置情報の検索が簡易になり、いっそう画像処理システムにおいてな
される処理を効率化することができる。
【００５３】
請求項２３に記載の発明にかかるプログラムは、前記装置情報登録ステップにおいて、自
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機の性能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情報が装置情報として前記検索サーバ
に登録されることを特徴とする。
【００５４】
この請求項２３に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置の性能、規格、稼動状
況の少なくとも一つを含む情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して登
録することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画
像処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を
選択することができる。
【００５５】
請求項２４に記載の発明にかかるプログラムは、前記装置情報登録ステップにおいて、前
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記画像処理装置におけるコピー、プリンタ、ファクシミリの少なくとも一つを含む機能の
有無を示す情報が装置情報として前記検索サーバに登録されることを特徴とする。
【００５６】
この請求項２４に記載の発明によれば、検索サーバは画像処理装置が有するコピー、プリ
ンタ、ファクシミリといった機能を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して
登録することができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の
画像処理装置の機能に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択することができる
。
【００５７】
請求項２５に記載の発明にかかるプログラムは、前記装置情報登録ステップにおいて、前
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記画像処理装置が実行可能な画像処理の種別に関する情報が装置情報として前記検索サー
バに登録されることを特徴とする。
【００５８】
この請求項２５に記載の発明によれば、検索サーバは各画像処理装置が実行可能な画像処
理の種別に関する情報を把握し、画像処理が要求された画像処理装置に対して登録するこ
とができる。このため、オペレータは、操作される画像処理装置において他の画像処理装
置が実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理を実行する画像処理装置を選択するこ
とができる。
【００５９】
請求項２６に記載の発明にかかるプログラムは、前記画像処理において発生したエラーを
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前記検索サーバに通知するエラー情報通知ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００６０】
この請求項２６に記載の発明によれば、画像処理において発生したエラーを検索サーバに
通知するので、検索サーバが画像処理装置で発生したエラーを把握することができる。
【００６１】
請求項２７に記載の発明にかかるプログラムは、前記装置情報送信ステップにおいて前記
画像処理装置を操作するための操作画面に表示される操作画像を表示する表示プログラム
を前記検索サーバに送信すると共に、操作画像の表示プログラムを前記検索サーバから受
信し、該プログラムによって前記操作画面に操作画像を表示する受信画像表示ステップを
さらに含むことを特徴とする。
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【００６２】
この請求項２７に記載の発明によれば、画像処理装置を操作するための操作画面に表示さ
れる操作画像を表示する表示プログラムを検索サーバに送信すると共に、操作画像の表示
プログラムを前記検索サーバから受信し、該プログラムによって前記操作画面に操作画像
を表示するので、選択された画像処理装置の操作画像を使って画像処理の内容を設定する
ことができる。
【００６３】
請求項２８に記載の発明にかかるプログラムは、前記操作画像が前記ネットワークに接続
される画像処理装置間において共通の縦横比を持つ矩形形状を有し、前記表示プログラム
は、前記操作画像を縦、横共に等しい変倍率で変倍し、表示することを特徴とする。
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【００６４】
この請求項２８に記載の発明によれば、操作画像がネットワークに接続される画像処理装
置間において共通の縦横比を持つ矩形形状を有するので、操作画像を他の画像処理装置の
操作画面に表示させた場合にも、オリジナルの操作画像のイメージを損なうことなく表示
することができる。このため、選択された画像処理装置によらず適正に表示することがで
きるので、画像処理装置の操作性を高めるプログラムを実現できる。
【００６５】
請求項２９に記載の発明にかかるプログラムは、前記操作画像が前記ネットワークに接続
される画像処理装置間で共通の画像を有することを特徴とする。
【００６６】
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この請求項２９に記載の発明によれば、操作画像がネットワークに接続される画像処理装
置間で共通の画像を含むので、オペレータは選択された画像処理装置によらず同じ画像を
操作して画像処理の内容を設定することができる。このため、画像処理装置の操作性を高
めるプログラムを実現できる。
【００６７】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像処理システム、画像処理装置、画像処
理方法、その方法をコンピュータに実行させるためのプログラムの好適な実施の形態を詳
細に説明する。なお、本明細書では、本発明の実施の形態の画像処理システム、画像処理
装置、画像処理方法、その方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを、以下の
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順序で説明するものとする。
▲１▼基本構成
▲２▼操作画像の共有化
▲３▼エラーに対する対処
【００６８】
（実施の形態１）
▲１▼基本構成
図１は、この発明の画像処理システムを示しており、本発明の実施の形態に共通の構成を
説明するための図である。図示した画像処理システムは、複数の画像処理装置１０１ａ、
１０１ｂ、１０１ｃ、１０１ｄ、１０１ｅおよび１０２と、画像処理装置１０１ａ〜１０
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１ｅ、１０２に関する情報を検索する検索サーバ１１０と、をネットワークＮに接続して
構成されている。
【００６９】
ネットワークＮに接続された画像処理装置のうち、画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅはい
ず れ も 複 数 種 の 機 能 を 持 っ た Ｍ Ｆ Ｐ （ Multi Function Printer） で あ っ て 、 図 示 し な い ネ
ットワーク接続部でネットワークＮと接続している。また、ネットワークＮには、検索サ
ーバ１１０が接続されている。実施の形態１の検索サーバ１１０は、Ｊａｖａ（Ｒ）によ
る分散ネットワーク環境下において使用されるサーバであり、ルックアップサービス機能
を有している。
【００７０】
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画像処理装置１０１ｄはファクシミリ装置１０４を備えていて、ファクシミリとしても機
能する。また、画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅは、いずれも自身（自機）に関する情報
（装置情報）を記憶する記憶装置１０５を内蔵している（画像処理装置１０１ｅにのみ図
示）。また、実施の形態１では、画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅが、記憶装置１０５に
ある装置情報をネットワークＮによって検索サーバ１１０に送信する。検索サーバ１１０
は、送信された装置情報を受信し、受信した装置情報を保存しておくための装置情報記憶
部１１１を有している。
【００７１】
また、画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅは、画像処理装置を操作するための操作部１０７
ａ〜１０７ｅをそれぞれ備えている（図中、画像処理装置１０１ａの操作部を１０７ａ、
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画像処理装置１０１ｂの操作部を１０７ｂ…画像処理装置１０１ｅの操作部を１０７ｅと
して示す）。操作部１０７ａ〜１０７ｅは、後述するように、いずれも表示パネルを有し
ている。
【００７２】
図２は、図１に示した検索サーバ１１０の構成を示すためのブロック図である。また、図
３は、画像処理装置に共通の構成を説明するためのブロック図である。図示したように、
検索サーバ１１０は、実施の形態１に関する構成である検索制御部２００を有している。
検索制御部２００は、画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅのいずれかに対する画像処理の要
求に基づいて、ネットワークＮに接続されている画像処理装置に関する装置情報を検索す
る検索部２０３を備えている。実施の形態１では、検索部２０３が、装置情報記憶部１１
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１に保存（登録）されている装置情報を検索し、要求された画像処理を実現するための機
能を持った画像処理装置の装置情報を取得している。
【００７３】
また、検索制御部２００は、検索部２０３によって検索された装置情報を、画像処理が要
求された画像処理装置に送信する、また、装置情報を受信した画像処理装置において選択
された画像処理装置を示す選択情報を受信する、さらに、選択情報が示す画像処理装置に
画像処理を要求する装置情報送信手段、選択情報受信手段、画像処理要求手段である通信
部２０１を備えている。
【００７４】
また、実施の形態１では、検索部２０３が、装置情報記憶部１１１に保存（登録）されて
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いる装置情報を検索し、要求された画像処理を実現するための機能を持った画像処理装置
の装置情報を取得している。装置情報記憶部１１１、装置情報については後に詳述する。
【００７５】
画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅは、図１に示したように、それぞれ操作部１０７ａ〜１
０７ｅ（図中１０７と表記）を備えている。画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅの実施の形
態１にかかる画像処理装置選択の制御部３００は、、操作部１０７ａ〜１０７ｅが有する
表示パネル３１１に通信部２０１から送信された装置情報を表示させるための表示制御部
３０５と、表示された装置情報に基づいて画像処理を実行する画像処理装置をオペレータ
に選択させる画像処理装置選択手段である選択制御部３０７と、選択された画像処理装置
を検索サーバ１１０に通知する選択装置通知手段である通信部３０３とを備えている。
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【００７６】
上記した構成は、以下のように動作する。すなわち、制御部３００は、ネットワークＮに
接続されたことによって自機の装置情報を記憶装置１０５から読み出し、通信部３０３か
らネットワークＮを介して自動的に検索サーバ１１０に送信し、装置情報記憶部１１１に
登録する。
【００７７】
実施の形態１では、装置情報を、自機の性能、規格、稼動状況の少なくとも一つを含む情
報、あるいは画像処理装置１０１ａ〜１０１ｅが実行可能な画像処理の種別に関する情報
、さらには画像処理装置のコピー、プリンタ、ファクシミリの少なくも一つを含む機能の
有無を示す情報とする。装置情報記憶部１１１に登録された装置情報は、以降、装置情報

10

記憶部１１１に保存される。
【００７８】
装置情報に含まれる画像処理装置の自機の性能、規格とは、例えば、画像処理装置がカラ
ー画像や写真画像の処理に対応できるか否か、画像処理に対応可能な用紙のサイズ、収容
可能な用紙枚数、読み取り可能な解像度といった内容が考えられる。また、稼動状況とは
、画像処理装置にすでに割り当てられた、あるいは実行中のジョブの内容（処理枚数など
）が考えられる。
【００７９】
また、実行可能な画像処理の種別に関する情報としては、さらに、用紙の片面にだけ形成
された画像を用紙の両面に形成する、用紙の両面に形成された画像をそれぞれ用紙の片面
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にだけ形成する処理、複数の原稿の画像を１枚の用紙に集約して形成する処理、画像形成
後の用紙をスタックあるいはソートする処理などを実現する機能を有するか否かを示す情
報が考えられる。また、画像処理装置のコピー、プリンタ、ファクシミリの少なくとも一
つを含む機能の有無を示す情報としては、例えば、ＭＦＰである画像処理装置１０１ａ〜
１０１ｅが、プリンタ機能の他にスキャナ機能を持つか否か、またはファクシミリ機能を
持つか否かといった情報が考えられる。
【００８０】
図４は、装置情報記憶部１１１に登録された装置情報を例示した図である。装置情報記憶
部１１１は、ネットワークに接続された画像処理装置を特定するａ、ｂ、ｃ…の識別子と
、各画像処理装置のアプリケーションのＩＤ、操作部１０７の表示パネル３１１のタイプ
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、アプリケーションの種別とを対応させて登録し、テーブルとして保存している。
【００８１】
オペレータが例えば画像処理装置１０１ａが備える操作部１０７ａを操作し、画像処理の
指示を与えた場合、画像処理装置１０１ａは、画像処理の指示を検索サーバ１１０に送信
する。検索サーバ１１０は、ネットワークＮに接続された他の画像処理装置の装置情報を
画像処理装置１０１ａに送信する。
【００８２】
図５は、以上の動作を説明するための模式図である。例えば、ネットワークＮに画像処理
装置１０１ａ〜ｅが接続されていた場合、ネットワークＮとの接続時、画像処理装置１０
１ａ〜ｅは、それぞれ自機の装置情報ａ、ｂ…を検索サーバ１１０に送信する。送信され
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た装置情報は、検索サーバ１１０に登録される。画像処理装置１０１ａが画像処理の指示
を受け付けたとき、検索サーバ１１０は、画像処理装置１０１ａが受けつけた指示に応じ
て画像処理装置の装置情報を検索する。そして、画像処理装置１０１ａ以外の画像処理装
置の装置情報ｂ、装置情報ｄを画像処理装置１０１ａに送信する。送信された装置情報ｂ
、装置情報ｄは、画像処理装置１０１ａの表示パネル３１１に表示される。
【００８３】
画像処理装置１０１ａのオペレータは、画像処理装置１０１ａの表示パネル３１１に表示
された画像処理装置から画像処理を実行する画像処理装置を選択する。選択された画像処
理装置を示す情報は検索サーバ１１０に通知され、検索サーバ１１０は、選択された画像
処理装置に対してジョブを設定できる画面を画像処理装置１０１ａの表示パネル３１１に
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表示する。オペレータは、選択された画像処理に表示された画面から画像処理を指示する
。
【００８４】
図６（ａ）〜（ｃ）は、以上の動作中に画像処理装置１０１ａの表示パネル３１１に表示
される画面を説明するための図である。この説明では、オペレータが画像処理装置１０１
ａから画像処理装置にないスタンプ機能を使って画像を形成する場合を例にあげるものと
する。
【００８５】
図６（ａ）は、画像処理装置１０１ａの表示パネル３１１に表示される操作画像を示して
いる。図示した表示パネル３１１は、拡張機能ボタン６０１を表示し、拡張機能ボタン６
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０１にオペレータがタッチすることによって（ｂ）に示す画像に切り換わる。（ｂ）に示
す画像は、図４に示したテーブルに基づいて表示されたものであり、ネットワークＮに接
続されている画像処理装置の型格を示す一覧表６０２を示している。また、（ｂ）に示す
操作画像には一覧表６０２と共に「ネットワーク上の装置を選択して下さい」のメッセー
ジが表示され、オペレータが所望の画像処理装置を示す位置にタッチすることによってジ
ョブを実行する画像処理装置が選択される。
【００８６】
選択された画像処理装置を示す情報は、検索サーバ１１０に送信される。検索サーバ１１
０は、この情報を受信し、選択された画像処理装置の操作画像を表示するためのソフトウ
ェアを画像処理装置１０１ａにダウンロードする。図６（ｃ）は、ダウンロードされたソ

20

フトウェアによって表示された操作画像を示している。（ｃ）に示した操作画像では、通
信部３０３によって取得された装置情報に基づいて画像処理装置が表示パネル３１１にリ
ストとして表示される。選択制御部３０７は、表示されたリストのうちオペレータが選択
した画像処理装置を画像処理を実行する画像処理装置に選択する。
【００８７】
図示した操作画像は、画像処理装置１０１ａにないスタンプ機能の設定をするものである
。 オ ペ レ ー タ は 、 図 ６ (ｃ )に 示 し た 操 作 画 像 を 操 作 し て ジ ョ ブ に 所 望 の ス タ ン プ 機 能 を 設
定する。設定されたジョブの内容は、通信部３０３から検索サーバ１１０に送信され、検
索サーバ１１０を介して選択された画像処理装置に送信される。画像処理装置１０１ａで
選択されたスタンプ機能を持つ画像処理装置は、検索サーバ１１０から送信されたジョブ

30

の内容にしたがって画像処理を実行し、形成された画像を紙出力する。
【００８８】
紙上に形成された画像は、選択された画像処理装置から紙出力される。このため、オペレ
ータは、選択された画像処理装置の設置場所まで向かい、紙出力された画像を回収する必
要がある。このため、実施の形態１では、図７に示すように、リストとして表示された画
像処理装置の設置位置を表示パネルに画像処理装置の型格などと併せて表示する。
【００８９】
上記した構成により、実施の形態１では、画像を形成して出力した画像処理装置がおかれ
た場所をオペレータが簡便に知ることができ、簡易かつ確実に画像を回収することができ
る。また、実施の形態１の構成は、最も近い位置にある画像処理装置からジョブ内容を設
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定し、他の画像処理装置に画像処理を指示できる。このため、ジョブ内容を設定した画像
処理装置から画像処理を実行する画像処理装置に向かうまでの時間を画像処理の実行時間
にあてることができる。また、画像処理に比較的長い時間を要する場合、オペレータは、
離れた位置にある画像処理装置が画像処理を実行しているにも関わらず、自身のオフィス
、あるいは席で画像処理の終了を待つことができる。
【００９０】
したがって、実施の形態１の画像処理システム、画像処理装置、画像処理方法は、離れた
位置にあってジョブを実行できる画像処理装置の設置位置まで行ってジョブを設定し、画
像処理を実行させるより従来の画像処理システムよりも、オペレータの画像処理にかかる
負荷を軽減し、効率化することができる。
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【００９１】
なお、上記した実施の形態１は、例えば、検索サーバがネットワークに接続された画像処
理装置で使用されるソフトウェアを保持し、保持されたソフトウェアを必要に応じてジョ
ブの設定に使用される画像処理装置にダウンロードする構成よりも、ダウンロードにかか
る時間をなくし、画像処理開始までの時間を短縮することができるという利点を有する。
さらに、検索サーバには画像処理装置の装置情報だけが登録されるため、ソフトウェアを
保持する構成よりも検索サーバに要求されるデータの蓄積容量が低減でき、検索サーバの
構成を小型、簡易化することができるという利点を有する。
【００９２】
▲２▼操作画像の共有化

10

次に、実施の形態１の画像処理装置の操作画像の共有化について説明する。実施の形態１
では、画像処理装置１０１ａでは設定できない条件（スタンプなど）を設定するため、画
像形成装置が、装置情報と同様に、操作部１０７ａの表示パネル３１１に表示される操作
画像を表示する表示プログラムを予め検索サーバ１１０に送信しておく。検索サーバ１１
０は、送信された表示プログラムを例えば装置情報記憶部１１１に保存しておく。
【００９３】
画像処理装置１０１ａは、選択制御部３０７によって選択された画像処理装置を検索サー
バ１１０に通知する。検索サーバ１１０は、通知によって選択された画像処理装置を認識
し、この画像処理装置の操作画像の表示プログラムを画像処理装置１０１ａに送信する。
画像処理装置１０１ａは、表示プログラムを受信し、受信されたプログラムによって表示
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パネル３１１に操作画像を表示する（すなわち、操作画像の表示プログラムを画像処理装
置１０１ａにダウンロードし、画像処理装置１０１ａがダウンロードされた表示プログラ
ムを使って操作画像を表示する）。
【００９４】
なお、実施の形態１では、表示パネル３１１に表示されている画像処理装置がオペレータ
によって選択されたとき、選択制御部３０７が、ソフトウェアをダウンロードすべき画像
として選択された画像処理装置の操作画像を選択する。したがって、選択制御部３０７は
、操作画像を選択するための操作画像選択手段としても機能する。
【００９５】
この際、実施の形態１では、操作画像がネットワークＮに接続される画像処理装置間にお
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いて共通の縦横比を持つ矩形形状を有するよう表示プログラムを設定すると共に、操作画
像を縦、横共に等しい変倍率で変倍し、表示する。図８は、共通の縦横比を持つ矩形形状
の操作画像を変倍した状態を示す。図８（ａ）に示した操作画像は、（ｂ）に示した操作
画像を縦、横共に約０．７倍に変倍したものである。
【００９６】
表示プログラムをこのように設定することにより、実施の形態１の画像処理装置は、他の
画像処理装置の操作画像をダウンロードしたときに操作画像の縦横比が変わって画像のイ
メージが変わることをなくすことができる。なお、さらに、ネットワークＮに接続された
画像処理装置の操作画像の共通の画像を統一しておけば、オペレータはどの画像処理装置
を選択した場合にも操作に戸惑うことなくジョブの内容を設定することができ、画像処理

40

システムの操作性をいっそう高めることができる。
【００９７】
図９は、以上述べた実施の形態１の画像処理装置（ＭＦＰ）、検索サーバ１１０間でなさ
れる画像形成方法を説明するためのフローチャートである。画像処理装置（例えば１０１
ａ）は、表示パネル３１１に操作画像を表示パネルに表示する（ステップＳ９０１）。そ
して、操作画像において拡張機能が選択されたか否か判断する（ステップＳ９０２）。判
断の結果、拡張機能が選択されていない場合（ステップＳ９０２：Ｎｏ）、画像処理装置
１０１ａにおいて設定されたジョブを自身で処理する他処理サブルーチンを実行する（ス
テップＳ９０３）。
【００９８】
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また、ステップＳ９０２において、拡張機能が選択されたと判断された場合（ステップＳ
９０２：Ｙｅｓ）、画像処理装置１０１ａは、検索サーバ１１０に対してネットワークに
接続されている画像処理装置（機器）の装置情報の一覧（ネットワーク）の取得を要求す
る（ステップＳ９０４）。
【００９９】
検索サーバ１１０は、画像処理装置１０１ａから通信開始の要求がなされたか否か判断す
る（ステップＳ９１０）。そして、通信開始要求がなされたと判断すると（ステップＳ９
１０：Ｙｅｓ）、機器一覧情報を画像処理装置１０１ａに返信する（ステップＳ９１１）
。また、通信開始の要求がなされない場合には（ステップＳ９１０：Ｎｏ）、要求がなさ
れるまで待機する。
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【０１００】
画像処理装置１０１ａは、機器一覧情報を受信し、表示パネル３１１に受信した機器一覧
情報を表示する（ステップＳ９０５）。そして、オペレータが表示された機器一覧情報の
うちいずれかの画像処理装置（機器）を選択したか否か判断する（ステップＳ９０６）。
ステップＳ９０６において、画像処理装置が選択されていない場合（ステップＳ９０６：
Ｎｏ）、画像処理装置が選択されるまで待機する。
【０１０１】
一方、ステップＳ９０６において、ネットワークＮに接続されている画像処理装置のいず
れかが選択された場合（ステップＳ９０６：Ｙｅｓ）、選択された画像処理装置を検索サ
ーバ１１０に通知する（ステップＳ９０７）。検索サーバ１１０は、選択された画像処理
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装置において操作画像を表示するためのプログラム（ソフトウェア）を装置情報記憶部１
１１から検索し（ステップＳ９１２）、画像処理装置１０１ａにダウンロードする（ステ
ップＳ９１３）。
【０１０２】
画像処理装置１０１ａの表示制御部３０５は、ダウンロードされたソフトウェアで表示パ
ネルに操作画像を表示する。選択制御部は、表示された画面においてジョブの内容が指定
されたか否か判断する（ステップＳ９０８）。そして、ジョブ内容が指定された場合（ス
テップＳ９０８：Ｙｅｓ）、ジョブの内容を検索サーバ１１０に送信する（ステップＳ９
０９）。検索サーバ１１０は、送信されたジョブの内容を受信し、画像処理装置１０１ａ
において選択された画像処理装置にジョブの内容を送信し、画像処理を指示する（ステッ
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プＳ９１４）。
【０１０３】
なお、上記した実施の形態１では、検索サーバ１１０がネットワークＮに接続されている
画像処理装置の装置情報を一覧にして画像処理装置１０１ａ送信するものとしたが、本発
明は、このような例に限定されるものではない。例えば、操作された画像処理装置がＭＦ
ＰであればネットワークＮに接続されているすべての画像処理装置の装置情報を送信する
、操作された画像処理装置がコピー機であればコピー機だけの装置情報を送信する、操作
された画像処理装置がファクシミリ装置であればファクシミリ装置だけの装置情報を送信
するというように、検索サーバ１１０が送信すべき装置情報を選択するようにしてもよい
。さらに、検索サーバ１１０が送信すべき装置情報を選択する場合、操作される画像処理
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装置にない機能（カラーコピー、両面→片面に集約など）を選択する画面を設け、検索サ
ーバ１１０に所望の機能を通知し、検索サーバが装置情報記憶部１１１から通知された機
能を持つ画像処理装置の装置情報だけを選択して操作された画像処理装置に送信するよう
にしてもよい。
【０１０４】
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２を説明する。ただし、実施の形態２の画像処理システムおよ
び画像処理装置の構成は実施の形態１で説明した構成と同様であるので、図示および説明
の一部を略す。
【０１０５】
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▲３▼エラーに対する対処
実施の形態２は、通信部２０１が、エラー情報通知手段として画像処理装置で発生したエ
ラーを検索サーバ１１０に通知するものである。画像処理装置には、一般的に紙詰りやト
ナー切れといったエラーの発生を検知して表示パネルに表示し、オペレータに通知する機
能を持っている。実施の形態１では、このような一般的なエラーの検知機能を使って検知
されたエラーをエラー情報として検索サーバ１１０に通知する。
【０１０６】
図１０は、実施の形態２の画像処理システム、画像処理装置でなされるエラーに対する対
処を説明するフローチャートである。画像処理装置（例えば１０１ａ）は、一般的なエラ
ーの検知機能によってエラーを検知したか否か判断する（ステップＳ１００１）。判断の
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結果、エラーが検知されなかった場合（ステップＳ１００１：Ｎｏ）、エラーが検知され
るまで待機する。
【０１０７】
一方、ステップＳ１００１の判断においてエラーが検知された場合（ステップＳ１００１
：Ｙｅｓ）、自身の表示パネル３１１にエラー情報を表示すると共に（ステップＳ１００
２）、検索サーバ１１０にエラーが発生したこと、発生したエラーに関する情報（エラー
箇所、紙詰まり、用紙切れといったエラーの種別）をエラー情報として通知する（ステッ
プＳ１００３）。
【０１０８】
検索サーバ１１０は、エラー情報を受信したか否か判断する（ステップＳ１００９）。エ
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ラー情報を受信したと判断した場合（ステップＳ１００９：Ｙｅｓ）、機器一覧情報を画
像処理装置１０１ａに再度送信する（ステップＳ１０１０）。なお、エラー情報が画像処
理装置から送信されてこない場合（ステップＳ１００９：Ｎｏ）、エラー情報が送信され
るまで待機する。
【０１０９】
画像処理装置１０１ａは、機器一覧情報を受信し、表示パネル３１１に受信した機器一覧
情報を表示する（ステップＳ１００４）。そして、オペレータが表示された画像処理装置
（機器）のうち、ジョブを引き継いで実行する画像処理装置を選択したか否か判断する（
ステップＳ１００５）。ステップＳ１００５において、画像処理装置が選択されていない
場合（ステップＳ１００５：Ｎｏ）、画像処理装置が選択されるまで待機する。
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【０１１０】
一方、ステップＳ１００５において、ネットワークＮに接続されている画像処理装置のい
ずれかが選択された場合（ステップＳ１００５：Ｙｅｓ）、選択された画像処理装置を検
索サーバ１１０に通知する（ステップＳ１００６）。検索サーバ１１０は、選択された画
像処理装置において操作画像を表示するためのプログラム（ソフトウェア）を装置情報記
憶部１１１から検索し（ステップＳ１０１１）、画像処理装置１０１ａにダウンロードす
る（ステップＳ１０１２）。
【０１１１】
画像処理装置１０１ａの表示制御部３０５は、ダウンロードされたソフトウェアで表示パ
ネルに操作画像を表示する。選択制御部は、表示された画面においてジョブの内容が指定
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されたか否か判断する（ステップＳ１００７）。そして、ジョブ内容が指定された場合（
ステップＳ１００７：Ｙｅｓ）、ジョブの内容を検索サーバ１１０に送信する（ステップ
Ｓ１００８）。ジョブの指定の際、オペレータは、エラーが起こったために中断されたジ
ョブのうち、未完了のジョブ（例えば１００枚の用紙に画像を形成する場合に２０枚に対
する画像形成が完了したときエラーが発生した場合には、残り８０枚に画像形成するジョ
ブを指定する）を指定すればよい。
【０１１２】
検索サーバ１１０は、送信されたジョブの内容を受信し、画像処理装置１０１ａにおいて
選択された画像処理装置にジョブの内容を送信し、画像処理を指示する（ステップＳ１０
１３）。
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【０１１３】
以上述べた実施の形態２によれば、画像処理を実行する画像処理装置においてエラーが発
生し、画像処理が中断した場合にも、オペレータは、移動することなく代替の画像処理装
置を指定し、画像処理を継続することができる。このため、実施の形態１の構成によって
得られる効果に加え、画像処理システム全体で行われる画像処理を効率化することができ
る。
【０１１４】
なお、上記した実施の形態２では、検索サーバ１１０がエラーの通知を受けた場合、検索
サーバ１１０が画像処理装置１０１ａに再度機器一覧情報を送信し、オペレータに代替の
画像処理装置を選択させている。しかし、本発明は、このような構成に限定されるもので
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なく、例えば検索サーバ１１０が先に受信しているジョブの内容からジョブを実行可能な
画像処理装置を選択し、自動的に代替の画像処理装置を選択するものであってもよい。ま
た、この際、検索サーバ１１０が画像処理装置１０１ａからジョブのうち未完了のジョブ
内容を取得し、未完了のジョブだけを実行するよう代替の画像処理装置に指示するように
してもよい。
【０１１５】
なお、以上の実施の形態１、実施の形態２の画像処理システム、画像処理装置でなされる
画像処理方法をコンピュータに実行させるプログラムは、インストール可能な形式又は実
行可能な形式のファイルでＣＤ−ＲＯＭ、フロッピー（Ｒ）ディスク（ＦＤ）、ＤＶＤ等
のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供される。また、実施の形態１
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、実施の形態２のプログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュ
ータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成
しても良い。
【０１１６】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明は、画像処理が要求された画像処理装置から
他の画像処理装置に対して画像処理を要求することができる。このため、ネットワークに
接続された各画像処理装置の機能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実行
することができる画像処理システムを提供するという効果を奏する。
【０１１７】

30

請求項２に記載の発明は、検索サーバによる装置情報の検索を簡易にし、いっそう効率的
に処理を実行できる画像処理システムを提供できるという効果を奏する。
【０１１８】
請求項３に記載の発明は、検索サーバが装置情報の取得の際に画像処理装置と通信する必
要がなく、簡易に装置情報を取得することができる。このため、装置情報取得にかかる時
間を短縮し、操作から画像処理完了までにかかる時間が短い画像処理システムを提供でき
るという効果を奏する。
【０１１９】
請求項４に記載の発明は、画像処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像処
理装置を選択可能にすることにより、操作性の高い画像処理システムを提供できるという
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効果を奏する。
【０１２０】
請求項５に記載の発明は、画像処理装置が有するコピー、プリンタ、ファクシミリといっ
た機能に基づいて画像処理装置を選択可能にすることにより、操作性の高い画像処理シス
テムを提供できるという効果を奏する。
【０１２１】
請求項６に記載の発明は、実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理装置を選択可能
にすることにより、操作性の高い画像処理システムを提供できるという効果を奏する。
【０１２２】
請求項７に記載の発明は、いったん選択された画像処理装置においてエラーが発生した場
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合にも他の画像処理装置において画像処理を実行可能にすることにより、操作性の高い画
像処理システムを提供できるという効果を奏する。
【０１２３】
請求項８に記載の発明は、画像処理が要求された画像処理装置から他の画像処理装置に対
して画像処理を要求することができる。このため、ネットワークに接続された各画像処理
装置の機能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実行することができる画像
処理装置を提供するという効果を奏する。
【０１２４】
請求項９に記載の発明は、検索サーバによる装置情報の検索を簡易にし、いっそう効率的
に処理を実行できる画像処理装置を提供できるという効果を奏する。

10

【０１２５】
請求項１０に記載の発明は、ネットワーク接続後、直ちに自機の装置情報を検索サーバに
登録することにより、ネットワーク接続と略同時に他の画像処理装置からの画像処理の依
頼を受け付けることが可能な画像処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１２６】
請求項１１に記載の発明は、画像処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像
処理装置を選択可能にすることにより、操作性の高い画像処理装置を提供できるという効
果を奏する。
【０１２７】
請求項１２に記載の発明は、画像処理装置が有するコピー、プリンタ、ファクシミリとい
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った機能に基づいて画像処理装置を選択可能にすることにより、操作性の高い画像処理装
置を提供できるという効果を奏する。
【０１２８】
請求項１３に記載の発明は、実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理装置を選択可
能にすることにより、操作性の高い画像処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１２９】
請求項１４に記載の発明は、自機による画像処理において発生したエラーを検索サーバに
通知することにより、検索サーバ側でエラーの発生に対応できる画像処理装置を提供でき
るという効果を奏する。
【０１３０】
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請求項１５に記載の発明は、選択された画像処理装置の操作画像を使って画像処理の内容
を設定することにより、選択された画像処理装置に対して適正にジョブの内容を設定し、
画像処理を指示できる画像処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１３１】
請求項１６に記載の発明は、選択された画像処理装置によらず操作画像を適正に表示する
ことにより、操作性の高い画像処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１３２】
請求項１７に記載の発明は、選択された画像処理装置によらずオペレータが同じ画像を操
作して画像処理の内容を設定することを可能にすることにより、操作性の高い画像処理装
置を提供できるという効果を奏する。
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【０１３３】
請求項１８に記載の発明は、装置情報を見やすく表示することにより、操作性の高い画像
処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１３４】
請求項１９に記載の発明は、画像形成された用紙の出力先をオペレータが簡易に知ること
ができる、操作性の高い画像処理装置を提供できるという効果を奏する。
【０１３５】
請求項２０に記載の発明は、画像処理が要求された画像処理装置から他の画像処理装置に
対して画像処理を要求することができる。このため、ネットワークに接続された各画像処
理装置の機能をオペレータが移動することなく使用してジョブを実行することができる画
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像処理方法を提供するという効果を奏する。
【０１３６】
請求項２１に記載の発明は、画像処理が要求された画像処理装置から他の画像処理装置に
対して画像処理を要求することができる。このため、ネットワークに接続された各画像処
理装置の機能をオペレータが移動することなく使用することができる画像処理方法をコン
ピュータに実行させることができるという効果を奏する。
【０１３７】
請求項２２に記載の発明は、検索サーバによる装置情報の検索を簡易にし、いっそう効率
的にコンピュータに処理を実行させることができるという効果を奏する。
【０１３８】
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請求項２３に記載の発明は、画像処理装置の性能、規格、稼動状況の情報に基づいて画像
処理装置を選択可能にすることにより、画像処理装置の操作性を高める画像処理をコンピ
ュータに実行させることができるという効果を奏する。
【０１３９】
請求項２４に記載の発明は、画像処理装置が有するコピー、プリンタ、ファクシミリとい
った機能に基づいて画像処理装置を選択可能にすることにより、画像処理装置の操作性を
高める画像処理をコンピュータに実行させることができるという効果を奏する。
【０１４０】
請求項２５に記載の発明は、実行可能な画像処理の種別に基づいて画像処理装置を選択可
能にすることにより、画像処理装置におけるオペレータの操作性を高めることができると
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いう効果を奏する。
【０１４１】
請求項２６に記載の発明は、いったん選択された画像処理装置においてエラーが発生した
場合にも他の画像処理装置において画像処理を実行可能にすることにより、画像処理装置
におけるオペレータの操作性を高めることができるという効果を奏する。
【０１４２】
請求項２７に記載の発明は、選択された画像処理装置の操作画像を使って画像処理の内容
を設定させることにより、選択された画像処理装置に対してオペレータが適正にジョブの
内容を設定し、画像処理を指示できるという効果を奏する。
【０１４３】
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請求項２８に記載の発明は、選択された画像処理装置によらず操作画像を適正に表示する
ことにより、画像処理装置におけるオペレータの操作性を高めることができるという効果
を奏する。
【０１４４】
請求項２９に記載の発明は、選択された画像処理装置によらずオペレータが同じ画像を操
作して画像処理の内容を設定することを可能にすることにより、画像処理装置におけるオ
ペレータの操作性を高めることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に共通の画像処理システムを示すための図である。
【図２】図１に示した検索サーバの構成を示すためのブロック図である。
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【図３】画像処理装置に共通の構成を説明するためのブロック図である。
【図４】装置情報記憶部に登録された装置情報を例示した図である。
【図５】実施の形態１における画像処理システム、画像処理装置の動作を説明するための
模式図である。
【図６】実施の形態１における画像処理システム、画像処理装置の動作中に画像処理装置
の表示パネルに表示される画像を説明するための図である。
【図７】図６に示した操作画像に画像処理装置の設置位置を併せて表示した操作画像を示
す図である。
【図８】操作画像を変倍した例を示す図である。
【図９】実施の形態１の画像処理を説明するためのフローチャートである。
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【図１０】実施の形態２の画像処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１０１ａ〜ｅ（１０１）
１０４

ファクシミリ装置

１０５

記憶装置

１０７ａ〜ｅ（１０７）
１１０

検索サーバ

１１１

装置情報記憶部

２００

検索制御部

２０１

通信部

２０３

検索部

３００

制御部

３０３

通信部

３０５

表示制御部

３０７

選択制御部

３１１

表示パネル

６０１

拡張機能ボタン

６０２

一覧表

Ｎ

画像処理装置

操作部

10

ネットワーク

【図１】

【図２】
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【図５】
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