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(57)【要約】
【課題】画像データに対する処理の実行の制御を容易に
行うこと。
【解決手段】配信サーバ２００において、フロー定義デ
ータ２０６に基づいて、スキャン画像データに対して一
または複数の処理の実行を制御するフロー実行制御部２
０３と、処理を実行する際に、画面定義データ２０７を
複合機１１００に送信して、画面定義データ２０７に基
づいて複合機１１００に表示された書誌情報入力画面か
ら入力された書誌情報を受信するリモート通信部２０１
と、を備え、フロー実行制御部２０３は、受信した書誌
情報とフロー定義データ２０６とを関連づけ、書誌情報
が関連づけられたフロー定義データ２０６に基づいて、
スキャン画像データに対して一または複数の処理の実行
を制御する。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続され、画像データを入力可能な画像形成装置に対し、画像データに
対する書誌情報を入力可能に表示する書誌情報入力画面を定義した画面定義データを記憶
する第１記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを
定義したフロー定義データを記憶する第２記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データおよび各種データの送受信を制御する
通信部と、
　前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の
実行を制御するフロー実行制御部と、を備え、
　前記通信部は、前記処理を実行する際に、前記画面定義データを前記画像形成装置に送
信して、前記画面定義データに基づいて前記画像形成装置に表示された前記書誌情報入力
画面から入力された前記書誌情報を受信し、
　前記フロー実行制御部は、受信した前記書誌情報と前記フロー定義データとを関連づけ
、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対
して前記一または複数の処理の実行を制御することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記フロー実行制御部は、受信した前記書誌情報を前記フロー定義データに設定するこ
とにより、受信した前記書誌情報と前記フロー定義データとを関連づけることを特徴とす
る請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記フロー定義データは、前記書誌情報を挿入可能な記述子が記述され、
　前記フロー実行制御部は、受信した前記書誌情報を前記記述子に挿入することにより、
受信した前記書誌情報を前記フロー定義データに設定することを特徴とする請求項２に記
載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記通信部は、前記画像形成装置から前記画面定義データの要求を受信し、前記要求を
受信した場合に、前記画面定義データを前記画像形成装置に送信することを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記フロー定義データは、前記画像データを出力する出力処理が定義され、
　前記フロー実行制御部は、前記画像データに対して、前記フロー定義データに定義され
た前記出力処理の実行を制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記出力処理は、フォルダへの配信処理、ＷＥＢサーバへの配信処理、電子メール送信
処理の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記フロー定義データは、さらに、前記出力処理の前段階で実行される中間処理と前記
出力処理の流れが定義され、
　前記フロー実行制御部は、前記画像データに対して、前記フロー定義データに定義され
た前記中間処理の実行を制御することを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記中間処理は、前記画像データの変換処理を含むことを特徴とする請求項７に記載の
情報処理装置。
【請求項９】
　前記画面定義データを生成して、生成した前記画面定義データを前記第１記憶部に保存
する第１生成部をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記フロー定義データを生成して、生成した前記フロー定義データを前記第２記憶部に
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保存する第２生成部をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　受信した前記書誌情報と前記画像データとの整合性を検証する検証部をさらに備え、
　前記フロー実行制御部は、前記検証部によって前記書誌情報と前記画像データとの整合
性がとれていないと判断した場合には、前記画面定義データを再度前記画像形成装置に送
信するように前記通信部を制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　操作表示および入力が可能な操作表示部と、画像データを入力する画像入力部と、
　前記画像データに対する書誌情報を入力可能に表示する書誌情報入力画面を定義した画
面定義データを記憶する第１記憶部と、
　前記画像入力部によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを定
義したフロー定義データを記憶する第２記憶部と、
　前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の
実行を制御するフロー実行制御部と、
　前記処理を実行する際に、前記画面定義データに基づいて前記書誌情報入力画面を前記
操作表示部に表示する表示制御部と、
　前記操作表示部に表示された前記書誌情報入力画面から前記書誌情報の入力を受け付け
る入力制御部と、を備え、
　前記フロー実行制御部は、入力を受け付けた前記書誌情報と前記フロー定義データとを
関連づけ、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義データに基づいて、前記画像デ
ータに対して前記一または複数の処理の実行を制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１３】
　画像形成装置と、前記画像形成装置にネットワークで接続された情報処理装置とを備え
た処理制御システムであって、
　前記画像形成装置に対し、画像データに対する書誌情報を入力可能に表示する書誌情報
入力画面を定義した画面定義データを記憶する第１記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを
定義したフロー定義データを記憶する第２記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データおよび各種データの送受信を制御する
通信部と、
　前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の
実行を制御するフロー実行制御部と、を備え、
　前記通信部は、前記画像形成装置から前記画面定義データの要求を受信し、前記要求を
受信した場合に、前記画面定義データを前記画像形成装置に送信して、前記画面定義デー
タに基づいて前記画像形成装置に表示された前記書誌情報入力画面から入力された前記書
誌情報を受信し、
　前記フロー実行制御部は、受信した前記書誌情報と前記フロー定義データとを関連づけ
、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対
して前記一または複数の処理の実行を制御し、
　前記画像形成装置は、
　操作表示および入力が可能な操作表示部と、
 　画像データを入力する画像入力部と、
　前記要求を前記情報処理装置に送信する要求部と、
　前記画面定義データを受信する受信部と、
　受信した前記画面定義データに基づいて前記書誌情報入力画面を前記操作表示部に表示
する表示制御部と、
　前記操作表示部に表示された前記書誌情報入力画面から前記書誌情報の入力を受け付け
る入力制御部と、
　入力を受け付けた前記書誌情報を前記情報処理装置に送信する送信部と、
　を備えたことを特徴とする処理制御システム。



(4) JP 2008-97586 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　画像形成装置とネットワークで接続された情報処理装置で実行される処理制御方法であ
って、
　前記情報処理装置は、前記画像形成装置に対し、画像データに対する書誌情報を入力可
能に表示する書誌情報入力画面を定義した画面定義データを記憶する第１記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを
定義したフロー定義データを記憶する第２記憶部と、を備え、
　通信部によって、前記画像形成装置によって入力された画像データおよび各種データの
送受信を制御する通信ステップと、
　フロー実行制御部によって、前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対し
て前記一または複数の処理の実行を制御するフロー実行制御ステップと、を含み、
　前記通信ステップは、前記通信部によって、前記処理を実行する際に、前記画面定義デ
ータを前記画像形成装置に送信して、前記画面定義データに基づいて前記画像形成装置に
表示された前記書誌情報入力画面から入力された前記書誌情報を受信し、
　前記フロー実行制御ステップは、前記フロー実行制御部によって、受信した前記書誌情
報と前記フロー定義データとを関連づけ、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義
データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の実行を制御するこ
とを特徴とする処理制御方法。
【請求項１５】
　画像形成装置とネットワークで接続されたコンピュータに実行させる処理制御プログラ
ムであって、
　前記コンピュータは、前記画像形成装置に対し、画像データに対する書誌情報を入力可
能に表示する書誌情報入力画面を定義した画面定義データを記憶する第１記憶部と、
　前記画像形成装置によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを
定義したフロー定義データを記憶する第２記憶部と、を備え、
　通信部によって、前記画像形成装置によって入力された画像データおよび各種データの
送受信を制御する通信ステップと、
　フロー実行制御部によって、前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対し
て前記一または複数の処理の実行を制御するフロー実行制御ステップと、を前記コンピュ
ータに実行させ、
　前記通信ステップは、前記通信部によって、前記処理を実行する際に、前記画面定義デ
ータを前記画像形成装置に送信して、前記画面定義データに基づいて前記画像形成装置に
表示された前記書誌情報入力画面から入力された前記書誌情報を受信し、
　前記フロー実行制御ステップは、前記フロー実行制御部によって、受信した前記書誌情
報と前記フロー定義データとを関連づけ、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義
データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の実行を制御するこ
とを前記コンピュータに実行させる処理制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを入力可能な画像形成装置と連携して画像データに対する処理を
制御する情報処理装置、画像形成装置、処理制御システム、処理制御方法およびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの企業において、多機能複合機などの画像入出力機器のネットワーク上への
配置・接続が進んでいる。画像入出力機器は、業務の効率化を図る手段として大きな役割
を担っている。特に、紙文書の電子化と配布を効率的に行う配信管理システムが重要にな
っている。このシステムを構成する大きな要素は、画像入力機器（スキャナ）と配信管理
サーバである。配信管理サーバには、あらかじめさまざまな業務・用途にあわせた複数の
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配信処理メニューが登録されている。利用者は、スキャナのオペレーションパネル（操作
部）から、業務に適した処理メニューを選択してスキャンを行う。現在の一般的な配信シ
ステムでは、配信が完了した電子データに対して、利用者が適切に書誌情報を設定しなお
している。以下に、これに関連する従来技術の例をいくつかあげる。
【０００３】
　特許文献１に開示された「スキャンイメージデータの配信システム」は、スキャナ機器
が取得するデジタルイメージデータを、リモートサーバでのイメージデータ管理と課金管
理に利用しやすくするものである。図２１－１に示すように、ネットワークに接続された
スキャナ機器で、原稿をスキャンしてイメージデータを取得する。ネットワークを介して
転送されるデジタルイメージデータを、リモートサーバに格納して管理する。リモートサ
ーバに格納管理されたデジタルイメージデータを、ネットワークを介してパーソナルコン
ピュータに配信する。
【０００４】
　特許文献２に開示された「文書管理システム」は、スキャナ入力文書を、指定のフォル
ダに格納する際のユーザー操作を簡略化し、適切な文書管理を行うために、自動配信機能
を導入したものである。図２１－２に示すように、自動配信機能を用いる時、ユーザーは
、配信先として配信先自動選択フォルダを選択して、スキャナから原稿文書の入力を行う
。文書上の所定領域に、配信先フォルダ情報が付与されている。入力された文書画像ファ
イルは、配信処理部を介して、一旦、配信先自動選択フォルダへ保存する。保存された画
像に付与された配信先フォルダは、ＯＣＲ処理部でテキストデータとして認識される。認
識結果を配信先として、再び画像データファイルを配信処理部へ送って配信先フォルダへ
再配信する。スキャナが複数枚原稿の連続読取モードで動作する場合には、それに適応し
た自動配信が可能である。
【０００５】
　特許文献３に開示された「文書配信処理装置」は、文書を読み取って配信する際に、自
動的に必要な画像処理を容易に行うことができるものである。図２１－３に示すように、
入力文書の先頭ページに、ＯＣＲフォームシートを配置する。文書をスキャナで読み取っ
た文書データから、ＯＣＲフォームシートに記入された画像処理メニューに対応する符号
データと、画像処理範囲を指定する画像処理位置データを認識して抽出する。抽出した符
号データに対応する画像処理を、画像処理位置データで決められた範囲について行う。指
定された画像処理が行われた後、決められた配信先に配信する。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－０３２４２５号公報
【特許文献２】特開２００４－１７１１９９号公報
【特許文献３】特開２００５－２０８９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の配信管理システムには、次のような問題がある。例えば、ある契
約書をスキャンしてフォルダへ保存配信する場合であれば、利用者は、配信処理が完了す
るのを待って、配信先となるフォルダを開き、配信された該当データファイルに対して文
書名変更などを行うことにより、ふさわしい書誌を設定することになる。文書をスキャン
して配信するたびに、上記のような手順を繰り返すのは、利用者にとって大変わずらわし
いことである。スキャンした文書を複数の配信先に配信した場合など、配信されたそれぞ
れの文書に書誌変更が必要となる。また、他者から配信された文書を受け取るときにも、
一見した限りではどういった内容の文書が配信されてきたのかわからず、不便である。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、入力される画像データに必要な書誌情
報を設定して、画像データに対する処理の実行の制御を容易に行うことができる情報処理
装置、画像形成装置、処理制御システム、処理制御方法およびプログラムを提供すること
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を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、ネットワークに接続され、
画像データを入力可能な画像形成装置に対し、画像データに対する書誌情報を入力可能に
表示する書誌情報入力画面を定義した画面定義データを記憶する第１記憶手段と、前記画
像形成装置によって入力された画像データに対する一または複数の処理の流れを定義した
フロー定義データを記憶する第２記憶手段と、前記画像形成装置によって入力された画像
データおよび各種データの送受信を制御する通信手段と、前記フロー定義データに基づい
て、前記画像データに対して前記一または複数の処理の実行を制御するフロー実行制御手
段と、を備え、前記通信手段は、前記処理を実行する際に、前記画面定義データを前記画
像形成装置に送信して、前記画面定義データに基づいて前記画像形成装置に表示された前
記書誌情報入力画面から入力された前記書誌情報を受信し、前記フロー実行制御手段は、
受信した前記書誌情報と前記フロー定義データとを関連づけ、前記書誌情報が関連づけら
れた前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理
の実行を制御することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、操作表示および入力が可能な操作表示部と、画像データを入力する画
像入力部と、前記画像データに対する書誌情報を入力可能に表示する書誌情報入力画面を
定義した画面定義データを記憶する第１記憶部と、前記画像入力部によって入力された画
像データに対する一または複数の処理の流れを定義したフロー定義データを記憶する第２
記憶部と、前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数
の処理の実行を制御するフロー実行制御部と、前記処理を実行する際に、前記画面定義デ
ータに基づいて前記書誌情報入力画面を前記操作表示部に表示する表示制御部と、前記操
作表示部に表示された前記書誌情報入力画面から前記書誌情報の入力を受け付ける入力制
御部と、を備え、前記フロー実行制御部は、入力を受け付けた前記書誌情報と前記フロー
定義データとを関連づけ、前記書誌情報が関連づけられた前記フロー定義データに基づい
て、前記画像データに対して前記一または複数の処理の実行を制御することを特徴とする
。
【００１１】
　また、本発明は、画像形成装置と、前記画像形成装置にネットワークで接続された情報
処理装置とを備えた処理制御システムであって、前記画像形成装置に対し、画像データに
対する書誌情報を入力可能に表示する書誌情報入力画面を定義した画面定義データを記憶
する第１記憶手段と、前記画像形成装置によって入力された画像データに対する一または
複数の処理の流れを定義したフロー定義データを記憶する第２記憶手段と、前記画像形成
装置によって入力された画像データおよび各種データの送受信を制御する通信手段と、前
記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処理の実行
を制御するフロー実行制御手段と、を備え、前記通信手段は、前記画像形成装置から前記
画面定義データの要求を受信し、前記要求を受信した場合に、前記画面定義データを前記
画像形成装置に送信して、前記画面定義データに基づいて前記画像形成装置に表示された
前記書誌情報入力画面から入力された前記書誌情報を受信し、前記フロー実行制御手段は
、受信した前記書誌情報と前記フロー定義データとを関連づけ、前記書誌情報が関連づけ
られた前記フロー定義データに基づいて、前記画像データに対して前記一または複数の処
理の実行を制御し、前記画像形成装置は、操作表示および入力が可能な操作表示手段と、
画像データを入力する画像入力手段と、前記要求を前記情報処理装置に送信する要求手段
と、前記画面定義データを受信する受信手段と、受信した前記画面定義データに基づいて
前記書誌情報入力画面を前記操作表示手段に表示する表示制御手段と、前記操作表示手段
に表示された前記書誌情報入力画面から前記書誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と
、入力を受け付けた前記書誌情報を前記情報処理装置に送信する送信手段と、を備えたこ
とを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明は、上記情報処理装置で実行される処理制御方法およびプログラムである
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、入力される画像データに必要な書誌情報が設定可能となるので、画像
データに対する処理の実行の制御を容易に行うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる情報処理装置、画像形成装置、処理制御
システム、処理制御方法およびプログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。以下に
示す実施の形態では、本発明の情報処理装置、画像形成装置、処理制御システム、処理制
御方法およびプログラムを、複合機によりスキャンした画像データの配信処理を行う配信
サーバ、複合機、ネットワーク配信システム、配信処理制御方法およびプログラムに適用
した例を挙げて説明する。ただし、本発明の情報処理装置、画像形成装置、処理制御シス
テム、処理制御方法およびプログラムはこれに限定されるものではなく、画像データに対
する処理を制御するものであれば、いずれの装置、システムにも適用することができる。
【００１５】
　また、以下に示す実施の形態では、画像データを入力する画像形成装置として、プリン
タ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能を一つの筐体に搭載した複合機を
例にあげて説明しているが、これに限定されるものではなく、画像データを入力可能な画
像形成装置であれば、スキャナ装置、ファクシミリ装置、コピー装置などいずれにも適用
することができる。
【００１６】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかるネットワーク配信システムのネットワーク構成を示す説
明図である。本実施の形態にかかるネットワーク配信システムは、図１に示すように、イ
ンターネット１０４に接続された配信サーバ２００と、インターネット１０４に接続され
たファイルサーバ１０１と、ＥＤＭＳ（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）１０２と、ＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protoco
ｌ）サーバ１０３と、配信サーバ２００と、ＬＡＮまたはインターネット等のネットワー
ク１０５に接続された複合機１１００とを主に備えている。
【００１７】
　複合機１１００は、スキャン機能、コピー機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能など
を一つの筐体に搭載したものである。この複合機１１００は、スキャナ機能により紙媒体
等をスキャン処理して画像データを生成し、生成された画像データを配信サーバ２００に
送信する。複合機１１００の詳細については後述する。
【００１８】
　配信サーバ２００は、複合機１１００でスキャンされた画像データを受信して、後述す
るフロー定義データに従って種種の処理や配信処理を実行するワークステーション等のコ
ンピュータである。
【００１９】
　複合機１１００は、スキャン機能、コピー機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能など
を一つの筐体に搭載したものである。この複合機１１００は、スキャナ機能により紙媒体
等をスキャン処理して画像データを生成し、生成された画像データを配信サーバ２００に
送信する。複合機１１００の詳細については後述する。
【００２０】
　ファイルサーバ１０１は、インターネット１０４上で共有するファイルを蓄積して管理
するコンピュータであり、ＥＤＭＳ１０２は、いわゆる文書管理システムであり、ＳＭＴ
Ｐサーバ１０３は、メール送信プロトコルであるＳＭＴＰに準拠した電子メールの送信す
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るためのサーバである。ファイルサーバ１０１、ＥＤＭＳ１０２，ＳＭＴＰ１０３のいず
れも配信サーバ２００による配信処理によりアクセスされる。
【００２１】
　次に、配信サーバ２００の詳細について説明する。図２は、配信サーバ２００の機能的
構成を示すブロック図である。配信サーバ２００は、図２に示すように、リモート通信部
２０１と、処理部２１０と、フロー実行制御部２０３と、フロー定義生成部２０４と、画
面定義生成部２０５と、フロー定義データ２０６と、画面定義データ２０７とを主に備え
ている。
【００２２】
　ここで、フロー定義データ（配信パラメータ設定データ）２０６は、複合機１１００に
よってスキャン入力され、複合機１１００から受信した画像データに対する各種処理の流
れを定義したデータである。画面定義データ２０７は、複合機１１００に対し、画像デー
タに対する書誌情報を複合機１１００のオペレーションパネルの表示部に入力可能に表示
する書誌情報入力画面を定義したデータであり、フローに必要な書誌情報を設定するフロ
ー定義データと対応付けられている。フロー定義データ２０６と画面定義データ２０７は
、ハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などの記憶
媒体（第１記憶部、第２記憶部）に格納されている。フロー定義データ２０６と画面定義
データ２０７の詳細については後述する。
【００２３】
　リモート通信部２０１は、複合機１１００から画面定義データの要求および画像データ
、書誌情報の受信、画面定義データの複合機１１００への送信を制御する。また、リモー
ト通信部２０１は、各種処理実行の際に各種データの送受信の制御を行う。
【００２４】
　処理部２１０は、フロー定義データ２０６に定義された各種処理を実行するものであり
、画像データの変換等の画像処理を行う画像処理部２１１や、画像データをファイルサー
バ１０１、ＥＤＭＳ１０２、ＳＭＴＰサーバ１０３、複合機１１００等に配信する配信処
理部２１２等を備えている。
【００２５】
　フロー実行制御部２０３は、フロー定義データ２０６をＨＤＤから読み出して、フロー
定義データ２０６で定義された各種処理の処理部２１０による実行を制御するものである
。また、フロー実行制御部２０３は、リモート通信部２０１によって複合機１１００から
受信した書誌情報をフロー定義データ２０６に設定することによって両者を関連づけ、書
誌情報が関連づけられたフロー定義データ２０６に基づいて、画像データに対して各種処
理の実行を制御する。
【００２６】
　フロー定義生成部２０４は、配信サーバ２００のアドミニストレータ等のシステム管理
者の指示によりフロー定義データ２０４を生成または編集して、生成または編集されたフ
ロー定義データ２０４をＨＤＤに保存するものである。
【００２７】
　画面定義生成部２０５は、システム管理者の指示によって画面定義データ２０７を生成
または編集し、生成または編集された画面定義データ２０７をＨＤＤに保存するものであ
る。
【００２８】
　フロー定義生成部２０４によるフロー定義データ２０６の生成処理、および画面定義生
成部２０５による画面定義データ２０７の生成処理の詳細については後述する。
【００２９】
　次に、フロー定義データ２０６の詳細について説明する。フローは、複合機１１００が
スキャン入力した画像データに対して実行する一または複数の処理の流れである。これら
の処理には、画像データの配信処理である出力処理と、出力処理の前段階で実行される中
間処理とがある。フロー定義データ２０６には、配信サーバ２００が実行する一または複
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数の中間処理と一または複数の出力処理とを順番に組み合わせた一連の処理の流れ、ある
いは一または複数の出力処理の流れを順番に組み合わせた一連の処理の流れが記述される
。また、このような一連の処理の流れを並列に実行するようにフロー定義データ２０６を
定義することもできる。
【００３０】
　ここで、出力処理としては、複合機１１００やインターネット１０４若しくはネットワ
ーク１０５上の任意のＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）のフォルダへの配信
処理、ファイルサーバ１０１やＷＥＢサーバへの配信処理、画像データを添付文書として
電子メールで送信する（この際にＳＭＴＰサーバ１０３を利用する）Ｅ－Ｍａｉｌ送信処
理（電子メール送信処理）等があげられる。また、中間処理としては画像データを所定の
形式の画像データに変換する画像変換処理等があげられる。
【００３１】
　図３は、フロー定義データ２０６に定義された処理の流れの一例を模式的に示した説明
図である。図３では、契約書をスキャンした画像データの配信処理に関する契約書フロー
の例を示している。この契約書フローのフロー定義データ２０６には、スキャンした契約
書の画像データに対する画像変換処理と、画像変換された画像データのフォルダへの配信
処理を順に実行するフローと、スキャンされた画像データを電子メールで送信するＥ－Ｍ
ａｉｌ処理のフローとを並行して実行することを示している。
【００３２】
　実際のフロー定義データ２０６は、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｄ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ）形式で記述される。図４は、フロー定義データ２０６の記述内容を示す説明図で
ある。図４のフロー定義データ２０６は、図３に示す契約書フローを定義したものである
。図４に示すように、ＸＭＬ形式のフロー定義データ２０６には、多数の記述子としての
タグが埋め込まれている。
【００３３】
　タグ＜ＩＤ＞は、フローを識別するためのフローＩＤを設定する記述子である。タグ＜
Ｐｌｕｇｉｎ＞は、フローを構成する処理を記述するための記述子である。タグ＜Ｐｌｕ
ｇｉｎＩＤ＞は処理を識別するための処理ＩＤである。＜ＰｌｕｇｉｎＩＤ＞が”Ｉｍａ
ｇｅＣｏｎｖｅｒｔｅｒ”の場合には画像変換処理を示し、＜ＰｌｕｇｉｎＩＤ＞が”Ｔ
ｏＦｏｌｄｅｒ”の場合にはフォルダ配信処理を示し、＜ＰｌｕｇｉｎＩＤ＞が”ＴｏＥ
ｍａｉｌ”の場合にはＥ－Ｍａｉｌ送信処理を示している。
【００３４】
　タグ＜ＰｌｕｇｉｎＴｙｐｅ＞はタグ＜ＰｌｕｇｉｎＩＤ＞の処理のタイプ、すなわち
中間処理か出力処理かを設定するための記述子である。＜ＰｌｕｇｉｎＴｙｐｅ＞が”Ｆ
ｉｌｔｅｒ”の場合には中間処理を示し、＜ＰｌｕｇｉｎＴｙｐｅ＞が”ＯｕｔＰｕｔ”
の場合には出力処理を示している。
【００３５】
　タグ＜Ｐａｒａｍｅｔｅｒ＞は、複合機１１００側で表示される書誌情報入力画面に対
して利用者に入力された書誌情報の入力値を設定するための記述子である。図４の例では
、符号４０１～４０３の｛｝の箇所に、入力された書誌情報が埋め込まれて配信パラメー
タとして設定される。
【００３６】
　次に、画面定義データ２０７の詳細について説明する。画面定義データ２０７は、フロ
ー定義データで定義された一連の処理に必要な書誌情報の入力値を入力させるための書誌
情報入力画面を構成するデータであり、ＸＭＬ形式で記述されている。図５は、画面定義
データ２０７の一例を示す説明図である。図５に示す画面定義データは、図３及び図４に
示すフロー定義データに設定される書誌情報の入力値を入力させるための書誌情報入力画
面に対応するものである。
【００３７】
　図５に示すように、画面定義データ２０７には、各種タグが記述されている。タグ＜Ｉ
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Ｄ＞は、画面定義データを識別するための定義データＩＤを設定するための記述子である
。また、タグ＜Ｉｔｅｍｓ＞は、この画面定義データから生成される書誌情報入力画面か
ら利用者に書誌情報の入力値を入力させるための入力フィールドやその表示名、フィール
ドの入力条件等を設定するための記述子である。
【００３８】
　図５に示す例では、書誌情報入力画面から利用者に、表示名（ＤｉｓｐｌａｙＮａｍｅ
）として、契約の締結先、契約書番号の書誌情報の入力値を入力させるようになっている
。また、入力条件として、文字型、数値型などの入力属性、最大フィールド長（ＭａｘＬ
ｅｎｇｔｈ）、入力文字列をパスワード扱いにするか否か（ＩｓＰａｓｓｗｏｒｄ）、検
証文字列（ＶａｌｉｄａｔｉｏｎＳｔｒｉｎｇ）、最大値（ＭａｘＶａｌｕｅ）、最小値
（ＭｉｎＶａｌｕｅ）を設定することができる。なお、“ＩｓＰａｓｓｗｏｒｄ”を“Ｙ
ｅｓ”に設定した場合には、入力時にアスタリスク（”＊“）でマスク表示される。
【００３９】
　複合機１１００において利用者がスキャン動作を開始する際に配信サーバ２００に送信
される画面定義データの要求を受けて、実行する配信処理のフローに対応した画面定義デ
ータ２０７が配信サーバ２００から複合機１１００に送信される。
【００４０】
　次に、フロー定義生成部２０４によるフロー定義データ２０６の生成処理について説明
する。フロー定義生成部２０４は、配信サーバ２００の表示装置（図示せず）にフロー定
義データ生成画面を表示する。そして、システム管理者は、このフロー定義データ表示画
面を用いて操作入力を行ってフロー定義データ２０６に定義する処理を構築し、フロー定
義生成部２０４はフロー定義データ生成画面上で構築された情報から、ＸＭＬ形式のフロ
ー定義データ２０６を生成する。
【００４１】
　図６は、システム管理者が表示可能なフロー定義データ生成画面の一例を示す模式図で
ある。図６は、図３および図４に示す契約書フローを生成する場合について示している。
【００４２】
　図６に示すように、フロー定義データ生成画面には、左側の領域に、中間処理、出力処
理の各処理のボタンのリストが表示されている。そして、利用者は、かかるリストの中か
らフローを構築したい処理のボタンを順次選択して、ドラッグアンドドロップ操作により
右側の領域の所望の位置に配置する。図６の契約書フローでは、右側の領域の○印がスキ
ャン処理を示し、これに矢印で続くボタンの順番に処理が実行されるように定義している
ことを示している。
【００４３】
　ここで、システム管理者が図６の右側の領域に配置された所望の処理のボタン上で右ク
リックを行うことにより、フロー定義生成部２０４は、処理に対応した処理設定ダイアロ
グボックスを表示する。そして、この処理設定ダイアログボックスからの入力によって処
理の設定内容を設定することができる。また。この処理設定ダイアログボックスによって
、複合機１１００で入力される書誌情報の入力値をパラメータとして処理の設定内容を設
定することができる。すなわち、この書誌情報の入力値は、処理実行時の配信パラメータ
として使用される。
【００４４】
　図７は、処理設定ダイアログボックスの一例を示す模式図である。図７に示す処理設定
ダイアログボックスは、Ｅ－Ｍａｉｌ送信処理の処理設定ダイアログボックスである。素
７に示す例では、添付ファイル名とメール本文に入力される書誌情報の入力値を使用して
いる。すなわち、後述する画面定義データ２０７の生成において表示される属性設定ダイ
アログで指定したＸＭＬ形式のタグ名を中括弧（｛｝）で囲むことにより、書誌情報の入
力値を参照設定することができる。
【００４５】
　そして、システム管理者がフロー定義データ生成画面上でフローの定義を行って実行を
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指示すると、フロー定義生成部２０４は、フロー定義データ生成画面の右側の領域に配置
された処理のボタンとその配置順序を、画面上の位置座標等から解析する。また、処理設
定ダイアログボックスで設定された内容を取得する。そして、フロー定義生成部２０４は
、各ボタンの処理に対応する処理ＩＤを定め、処理の順番を考慮して処理設定ダイアログ
ボックスで設定された内容をマージする。そして、フロー定義生成部２０４は、ＸＭＬの
タグの定義等を行い、マージした内容をタグを利用してＸＭＬ形式に変換して、図４に示
すＸＭＬ形式のフロー定義データ２０６を生成する。そして、フロー定義生成部２０４は
、生成されたフロー定義データ２０６をＨＤＤに保存する。
【００４６】
　次に、画面定義生成部２０５による画面定義データ２０７の生成処理について説明する
。画面定義生成部２０５は、配信サーバ２００の表示装置（図示せず）に画面定義データ
生成画面を表示する。そして、システム管理者がこの画面定義データ表示画面に操作入力
を行い、その操作入力を画面定義生成部２０５が受け付けて、画面定義データ２０７を生
成する。
【００４７】
　図８は、システム管理者が表示可能なフロー定義データ生成画面の一例を示す模式図で
ある。図８は、図３および図４に示す契約書フローに設定される書誌情報の入力値を入力
させるための書誌情報入力画面に対応する画面定義データを生成する場合について示して
いる。画面定義データ生成画面では、図８に示すように、文字列型、数値型、日付型、ド
ロップダウンリスト型、チェックボックス型の書誌情報の項目を設定可能となっている。
【００４８】
　なお、複合機１１００のオペレーションパネルに表示される書誌情報入力画面は、この
画面定義データ生成画面で構築したものと同様の画面デザインで表示される。ただし、追
加した書誌情報の項目をオペレーションパネルの表示画面に表示しないように設定をする
ことも可能である。この場合には、システム管理者が書誌情報の項目に固定値を設定する
。
【００４９】
　また、画面定義データ生成画面上で、システム管理者は、各書誌情報の項目に対して、
複合機１１００のオペレーションパネルへの表示の際の初期値を指定することができる。
また、各書誌情報の項目をダブルクリックすることにより、画面定義生成部２０５は、属
性設定ダイアログボックスを表示装置に表示する。この属性設定ダイアログボックスから
の入力によって書誌情報の項目の詳細を設定することができる。
【００５０】
　図９は、文字型の書誌情報の項目の属性設定ダイアログボックスの一例を示す説明図で
ある。図９に示す例では、オペレーションパネル上での編集の可否（否の場合、オペレー
ションパネルに表示はされるが利用者による値の変更はできない。管理者が固定値として
値を設定する）、値の入力が必須か否か、表示名（テキストボックスの左に表示されるタ
イトル文字列）、ＸＭＬ形式に保存したときのタグ名、最大文字長、パスワード表示する
か否か（Ｙｅｓの場合、入力値はアスタリスクでマスキングされる）、検証文字列（入力
値チェック用の正規表現。たとえば”Ａ”から始まる文字列でないといけない場合、”Ａ
*”のように指定する）を、属性として指定することが可能となっている。なお、複合機
１１００で表示された書誌情報入力画面上から検証文字列が設定されている書誌情報の項
目に書誌情報を入力した場合、入力値が検証文字列と合致しない場合には、エラーメッセ
ージが表示される。
【００５１】
　図１０は、数値型の書誌情報の属性設定ダイアログボックスの一例を示す説明図である
。図１０の例では、オペレーションパネル上での編集の可否、値の入力が必須か否か、表
示名、ＸＭＬ形式に保存したときのタグ名、最大値、最小値を、属性として指定すること
が可能となっている。
【００５２】
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　そして、システム管理者が画面定義データ生成画面上で実行を指示すると、画面定義生
成部２０５は、画面定義データ生成画面の設定内容、属性設定ダイアログボックスの設定
内容を取得する。そして、画面定義生成部２０５は、画面定義データのＩＤを定め、画面
定義データ生成画面の設定内容に属性設定ダイアログボックスの設定内容をマージして、
ＸＭＬのタグの定義等を行い、マージした内容を、タグを利用してＸＭＬ形式に変換して
、図５に示すＸＭＬ形式の画面定義データ２０７を生成する。そして、画面定義生成部２
０５は、生成された画面定義データ２０７をＨＤＤに保存する。
【００５３】
　次に、複合機１１００の詳細について説明する。図１１は、複合機１１００の機能的構
成を示すブロック図である。実施の形態１にかかる複合機１１００は、図１１に示すよう
に、スキャナアプリ１１０１と、プリンタアプリ１１０２と、制御部１１０３と、リモー
ト通信部１１０４と、表示制御部１１０５と、入力制御部１１０６と、オペレーションパ
ネル１１１０と、スキャナエンジン１１０７と、プリンタエンジン１１０８と、サーバ情
報１１０９とを主に備えている。
【００５４】
　ここで、サーバ情報１１０９は、配信サーバ２００のＩＰアドレス等を登録したデータ
ベースであり、ＨＤＤやメモリ等の記憶媒体に保存されている。
【００５５】
　スキャナエンジン１１０７は、スキャン動作を実行するハードウェアであり、プリンタ
エンジン１１０８は、プリンタ動作を実行するハードウェアである。オペレーションパネ
ル１１１０は、利用者に対し各種画面や操作入力を行わせるハードウェアである。オペレ
ーションパネル１１１０は、各種画面を表示可能な表示部１１１３と、スタートボタンや
ストップボタン、コピーボタン、スキャンボタン等の操作部１１１２とを備えている。
【００５６】
　制御部１１０３は、スキャナアプリ１１０１やプリンタアプリ１１０２等のアプリケー
ションからの要求を受けて、スキャナエンジン１１０７、プリンタエンジン１１０８、Ｈ
ＤＤやメモリ等の制御を行うものである。
【００５７】
　リモート通信部１１０４は、各種データの配信サーバ２００に対する送受信を制御する
ものである。具体的には、リモート通信部１１０４は、フロー選択画面の要求、選択した
フローのフローＩＤ、書誌情報の画面定義データ２０７の要求、スキャンした画像データ
をサーバ情報１１０９に登録されたＩＰアドレスの配信サーバ２００に対して送信する。
また、リモート通信部１０４は、フロー選択画面やフローに対応する書誌情報の画面定義
データ２０７を配信サーバ２００から受信する。リモート通信部１１０４は、受信した画
面定義データ２０７に基づいて表示された書誌情報入力画面から入力された書誌情報の入
力値を配信サーバ２００に送信する。
【００５８】
　表示制御部１１０５は、表示部１１１３に対し、各種画面やソフトウェアキーボード画
面等をタッチ入力可能に表示する制御を行う。具体的には、表示制御部１１０５は、リモ
ート通信部１１０４で受信したＸＭＬ形式の画面定義データ２０７を実行してか書誌情報
入力画面を表示部１１１３に表示する。
【００５９】
　入力制御部１１０６は、表示部１１１３からのタッチ入力やソフトウェアキー入力、操
作部１１１２からの操作入力を受け付けてその入力制御を行うものである。具体的には、
表示部１１１１に対するタッチ入力や操作部１１１２の各種ボタンの押下によるイベント
を入力することにより、上記タッチ入力やボタンの押下を検知する。かかる検知は、スキ
ャナアプリ１１０１に通知される。
【００６０】
　また、入力制御部１１０６は、書誌情報入力画面から入力された書誌情報の入力値を受
け付けて、ＸＭＬ形式のデータに変換する。
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【００６１】
　スキャナアプリ１１０１は、利用者による操作部１１１２（スキャンボタン等）から指
示により、スキャン条件の設定やスキャン処理を実行するアプリケーションである。具体
的には、スキャナアプリ１１０１は、制御部１１０３に対しスキャン要求を行って、スキ
ャナエンジン１１０７を動作させ、原稿をスキャンする。そして、スキャナアプリ１１０
１は、スキャンされた原稿の画像データを入力する。また、スキャナアプリ１１０は、ス
キャン処理開始時、すなわち、利用者がスキャンボタンを押下したことを入力制御部１１
０６で検知した場合には、配信フローを選択するために、フロー選択画面の要求を送信す
るようにリモート通信部１１０４に対して指示する。また、スキャナアプリ１１０１は、
書誌情報入力画面をオペレーションパネル１１１０の表示部１１１３に表示するため、画
面定義データ２０７の要求を配信サーバ２００に送信するようにリモート通信部１１０４
に対して指示する。
【００６２】
　プリンタアプリ１１０２は、プリント処理を実行するアプリケーションである。具体的
には、プリンタアプリ１１０２は、制御部１１０３に対しプリント要求を行って、プリン
タエンジン１１０８を動作させる。
【００６３】
　なお、図１１では、アプリケーションとしてスキャナアプリ１１０１とプリンタアプリ
１１０２しか示されていないが、この他のアプリケーションとして、コピー処理を行うコ
ピーアプリやファクシミリ送受信処理を行うファックスアプリ等が動作している。
【００６４】
　次に、以上のように構成された本実施の形態にかかるネットワーク配信システムによる
画像データの配信処理について説明する。図１２は、実施の形態１にかかる画像データの
配信処理のシーケンス図である。
【００６５】
　まず、複合機１１００側で利用者がオペレーションパネル１１１０の操作部１１１２で
あるスキャンボタンを押下すると、かかる押下を受け付けて、スキャナアプリ１１０１が
起動する（ステップＳ１１）。そして、スキャナアプリ１１０１は、リモート通信部１１
０４に指示を行って、リモート通信部１１０４はサーバ情報１１０９に登録された配信サ
ーバ２００に対してフロー選択画面の要求を送信する（ステップＳ１２）。配信サーバ２
００のリモート通信部２０１は、フロー選択画面の要求を受信すると、フロー選択画面（
またはその画面定義データ）を複合機１１００に送信する（ステップＳ１３）。
【００６６】
　複合機１１００のリモート通信部１１０４がフロー選択画面を受信すると、表示制御部
１１０５は、受信したフロー選択画面をオペレーションパネル１１１０の表示部１１１３
に表示する。図１３は、フロー選択画面の一例を示す模式図である。このフロー選択画面
の各フローのボタンには、フローＩＤが割り当てられている。このフロー選択画面から利
用者は所望のフローを選択する。
【００６７】
　入力制御部１１０６は、フローの選択を受け付け（ステップＳ１４）、リモート通信部
１１０４は選択されたフローのフローＩＤを配信サーバ２００に送信する（ステップＳ１
５）。
【００６８】
　配信サーバ２００では、リモート通信部２０１によってフローＩＤを受信すると、フロ
ー実行制御部２０３は、受信したフローＩＤのフロー定義データ２０６をＨＤＤから検索
する（ステップＳ１６）。そして、フロー実行制御部２０３は、検索されたフロー定義デ
ータ２０６に書誌情報入力画面の画面定義データ２０７が対応づけられているか否かを判
断して、対応づけられている場合には、その画面定義データ２０７をＨＤＤから検索する
（ステップＳ１７）。そして、リモート通信部２０１は、検索された画面定義データ２０
７を複合機１１００に送信する（ステップＳ１８）。
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【００６９】
　複合機１１００のリモート通信部１１０４は画面定義データ２０７を受信し、表示制御
部１１０５によってＸＭＬ形式の画面定義データ２０７を実行することにより、書誌情報
入力画面をオペレーションパネル１１１０の表示部１１１１に表示する（ステップＳ１９
）。図１４－１は、書誌情報入力画面の一例を示す模式図である。図１４－１に示す書誌
情報入力画面は、図５に示した契約用書誌情報の画面定義データ２０７に対応するもので
ある。
【００７０】
　利用者がこの書誌情報入力画面のフィールドに所望の書誌情報のデータを入力する。図
１４－２は、書誌情報の入力をした状態の書誌情報入力画面の一例を示す模式図である。
入力制御部１１０６は、かかる書誌情報の入力値を受け付ける（ステップＳ２０）。そし
て、スキャナアプリ１１０１によって制御部１１０３を介してスキャナエンジン１１０７
、を動作させ、原稿のスキャンを実行する（ステップＳ２１）。また、スキャナアプリ１
１０１は、入力された書誌情報の入力値をＸＭＬ形式に変換する。
【００７１】
　図１５は、ＸＭＬ形式に変換された書誌情報の入力値の一例を示す説明図である。図１
５は、図１４－２の書誌情報の入力値が入力された場合の例である。そして、リモート通
信制御部１１０４は、スキャンした画像データと、ＸＭＬ形式の書誌情報の入力値を配信
サーバ２００に送信する（ステップＳ２２）。
【００７２】
　配信サーバ２００では、スキャンした画像データとＸＭＬ形式の書誌情報の入力値とお
リモート通信部２０１で受信する。そして、フロー実行制御部２０３は、フロー定義デー
タ２０６に受信した書誌情報の入力値をマージする（ステップＳ２３）。具体的には、フ
ロー実行制御部２０３は、図４のフロー定義データ２０６の中括弧（｛｝）のある部分４
０１～４０６に、書誌情報の入力値を挿入して設定する。図１６は、書誌情報の入力値を
設定した状態のフロー定義データ２０６の一例を示す説明図である。図１６は、図４のフ
ロー定義データ２０６に図１５の書誌情報の入力値をマージした例を示している。
【００７３】
　そして、フロー実行制御部２０３は、書誌情報の入力値をマージしたフロー定義データ
２０６に基づいて処理の実行を制御する。具体的には、このフロー定義データ２０６に中
間処理が定義されている場合には、処理部２１０によって中間処理を実行させる（ステッ
プＳ２４）。また、フロー実行制御部２０３は、フロー定義データ２０６に定義されてい
る出力処理を処理部２１０に実行させる（ステップＳ２５）。
【００７４】
　このように実施の形態１にかかるネットワーク配信システムでは、複合機１１００によ
りスキャンの開始時に、書誌情報入力画面により配信フローに必要な書誌情報を入力させ
、配信サーバ２００側でこの書誌情報の入力値をフロー定義データ２０６に設定して、配
信フローを実行しているので、入力される画像データの配信に必要な書誌情報が設定可能
となり、画像データに対する処理の実行の制御を容易に行うことができる。
【００７５】
　なお、本実施の形態において、スキャンした画像データに対して、Ｅ－Ｍａｉｌ送信処
理とフォルダ配信処理などにより複数の配信先に同時に配信する場合、書誌情報の画面定
義データ２０７の書誌項目（すなわち、フロー定義データで配信パラメータ設定データと
して扱われる書誌情報の入力値）を配信種別の数だけ用意するように構成することができ
る。この場合、複合機１１００で入力された書誌情報の入力値を、それぞれのフロー定義
データ２０６の書誌情報の入力値として適用し、配信設定パラメータとして使用するがで
きる。
【００７６】
　また、書誌情報の画面定義データ２０７において、書誌情報の項目ごとに、過去の入力
履歴を保持するように構成してもよい。この場合、過去のその項目に入力された値をオペ
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レーションパネル１１１０の表示部１１１１に呼び出して再利用することができ、利用者
の入力の煩雑さを回避することができる。
【００７７】
　また、スキャナアプリ１１０１の保持する情報を書誌情報として利用するように構成す
ることもできる。書誌情報の画面定義データ２０７において、例えば、「スキャン実行者
」という書誌情報の項目を設け、書誌情報として利用者が表示部１１１１から指名を入力
しなくても、複合機１１００またはスキャナアプリ１１０１へのログイン時に入力したロ
グイン情報からログイン名を抽出して、かかる書誌情報の入力値に設定するように構成す
ることができる。また、書誌情報の項目としてスキャン日時を設け、スキャナアプリ１１
０１等でが現在日時を書誌情報の入力値として設定するように構成することができる。ま
た、ひとつの配信フローに複数の書誌情報の画面定義データ２０７と書誌情報の入力値（
配信パラメータ設定データ）を関連付けるように構成してもよい。この場合には、同一の
業務カテゴリでも性質（書誌情報）の異なる文書の配信を効率的に行うことができる。ま
た、この場合、いずれの書誌情報を使用するかは、利用者がオペレーションパネル１１１
０から選択可能に表示すればよい。
【００７８】
　また、この他、書誌情報として、複合機１１００のＩＰアドレスや配信サーバ２００へ
のログイン情報、データサイズ、データフォーマットなどを、上記と同様に自動的に入力
値として設定されるように構成してもよい。複合機１１００のＩＰアドレスを書誌情報の
入力値として使用する場合には、画面定義データ２０７の文字列型の項目として、｛ＩＰ
Ａｄｄｒｅｓｓ｝と記述するように構成し、スキャナアプリ１１０１等でＩＰアドレスを
当該記述子に設定するように構成することができる。
【００７９】
（実施の形態２）
　実施の形態２にかかるネットワーク配信システムは、複合機側で入力された書誌情報が
適切でないとフロー実行時に判明した場合に、再度、書誌情報入力画面を複合機に表示さ
せて書誌情報を入力させたり、スキャンを再実行させるものである。
【００８０】
　実施の形態２のネットワーク配信システムのネットワーク構成は、図１に示した実施の
形態１と同様である。また、実施の形態２にかかる複合機１１００も実施の形態１と同様
の構成である。
【００８１】
　図１７は、実施の形態２にかかる配信サーバ１７００の機能的構成を示すブロック図で
ある。実施の形態２にかかる配信サーバ１７００は、図１７に示すように、リモート通信
部２０１と、処理部２１０と、フロー実行制御部１７０３と、検証部１７０４と、フロー
定義生成部２０４と、画面定義生成部２０５と、フロー定義データ２０６と、画面定義デ
ータ２０７とを主に備えている。
【００８２】
　ここで、リモート通信部２０１、処理部２１０、フロー定義生成部２０４、画面定義生
成部２０５、フロー定義データ２０６、画面定義データ２０７については実施の形態１と
同様である。
【００８３】
　本実施の形態の配信サーバ１７００には、検証部１７０４が設けられている点が実施の
形態１と異なっている。検証部１７０４は、複合機１１００から受信した書誌情報の入力
値とスキャンした画像データとの整合性を検証するものである。
【００８４】
　また、フロー実行制御部１７０３は、実施の形態１と同様の機能を有する他、検証部１
７０４によって、複合機１１００から受信した書誌情報の入力値とスキャンした画像デー
タとの整合性がとれていないと判断した場合には、画面定義データ２０７を再度、複合機
１１００に送信するようにリモート通信部２０１に指示する。これにより、複合機１１０
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０では、再度、書誌情報入力画面が表示され、利用者が書誌情報入力画面から適切な書誌
情報を入力することが可能となる。あるいは、再度スキャンを行うように複合機１１００
に指示するように構成することもできる。
【００８５】
　例えば、アンケート等のマークシート式の原稿をスキャンしてスキャン画像データを配
信する場合において、検証部１７０４でスキャンした画像データでマークシートのチェッ
ク漏れの有無を検証し、チェック漏れが検出された場合に、フロー実行制御部１７０３に
よって、複合機１１００の利用者に修正および再スキャンを要求するようにする。
【００８６】
　また、申込書等の固定フォーム式の原稿をスキャンしてスキャン画像データを配信する
場合において、検証部１７０４でスキャンした画像データで必須項目の漏れの有無を検証
し、必須項目の漏れが検出された場合に、フロー実行制御部１７０３によって、複合機１
１００の利用者に修正および再スキャンを要求するようにする。
【００８７】
　また、書誌情報のチェックボックスの項目で「Ｙｅｓ」を選択した利用者は、必ずタイ
トルが「ＡＡＡ」という文書をスキャンする必要がある等の判定条件を予め定めておき、
検証部１７０３でスキャン画像データからタイトルが「ＡＡＡ」という文書であるか否か
と書誌情報のチェックボックスの項目が「Ｙｅｓ」であるか否かを検証し、フロー実行制
御部１７０３によって、両者の整合性がとれていない場合に、複合機１１００の利用者に
書誌情報の再入力または再スキャンを要求するようにする。
【００８８】
　なお、上記の検証の処理は一例であり、これらの検証処理の他、種種の検証処理を適用
することが可能である。また、検証部１７０４における検証の判定条件は、各処理の処理
設定ダイアログボックスにおいて設定するように構成すればよい。この場合、例えば、中
間処理としてフォーム認識処理やＯＣＲ処理等を設け、これらの各処理の処理設定ダイア
ログボックスで検証の判定条件を設定して、フロー定義データに反映するように構成する
ことができる。また、検証部１７０３によって常にこのような整合性の検証を行う他、シ
ステム管理者による各処理の設定で整合性の検証を行うか否かを設定するように構成して
もよい。例えば、上記フォーム認識処理やＯＣＲ処理等を設けた場合に、これらの各処理
の処理設定ダイアログボックスで検証の実行可否と、検証を実行する際の判定条件を設定
して、それぞれフロー定義データに反映するように構成することができる。
【００８９】
　次に、以上のように構成された本実施の形態にかかるネットワーク配信システムによる
画像データの配信処理について説明する。図１８は、実施の形態２にかかる画像データの
配信処理のシーケンス図である。
【００９０】
　複合機１１００におけるスキャナアプリ１１０１の起動から、配信サーバ１７００にお
ける書誌情報の入力値とフロー定義データ２０６のマージまでの処理（ステップＳ３１～
Ｓ４３）については実施の形態１におけるステップＳ１１からＳ２２までの処理と同様に
行われる。
【００９１】
　配信サーバ１７００において書誌情報の入力値とフロー定義データ２０６とマージした
ら、検証部１７０４によって、複合機１１００から受信した書誌情報の入力値とスキャン
した画像データとの整合性を検証する処理が行われる（ステップＳ４４）。そして、検証
部１７０４により書誌情報の入力値とスキャンした画像データとの整合性がとれていない
と判断された場合には、フロー実行制御部１７０３は、リモート通信部２０１に再度、書
誌情報を利用者に入力させるため、画面定義データ２０７を複合機１１００に送信させる
（ステップＳ３８）。
【００９２】
　一方、検証部１７０４により書誌情報の入力値とスキャンした画像データとの整合性が
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とれていると判断された場合には、実施の形態１と同様に、フロー定義データ２０６に基
づいた中間処理の実行が行われる（ステップＳ４５）。また、フロー定義データ２０６に
基づいて出力処理を行う前にもステップＳ４４と同様の検証処理が行われ（ステップ４６
）、書誌情報の入力値とスキャンした画像データとの整合性がとれていると判断された場
合には、実施の形態１と同様に、フロー定義データ２０６に基づいた出力処理の実行が行
われる（ステップＳ４７）。
【００９３】
　なお、図１８に示すシーケンス図では、検証部１７０４が書誌情報の入力値とスキャン
した画像データとの整合性がとれてない判断した場合に、画面定義データ２０７を複合機
１１００に送信していたが、かかる処理の代わりに、複合機１１００に対して再スキャン
要求を送信して、複合機１１００のスキャナアプリ１１０１で原稿の再スキャンを実行す
るように構成してもよい。
【００９４】
　このように実施の形態２にかかる配信サーバ１７００では、複合機１１００側で入力さ
れた書誌情報と画像データの整合性がとれていないとフロー実行時に判明した場合に、再
度、書誌情報入力画面を複合機１１００に表示させて書誌情報を入力させたり、スキャン
を再実行させるので、書誌情報の入力に誤りがあったり、スキャン対象の原稿に誤りがあ
った場合でも、適切にそれぞれ再度実行させてフローを続行することができる。このため
、画像データに対する処理の実行の制御をより適切に行うことができる。
【００９５】
（実施の形態３）
　実施の形態１および２では、配信サーバ２００、１７００側で配信フローの実行制御を
行っていたが、この実施の形態３では、複合機側で配信フローの実行制御を行うものであ
る。
【００９６】
　図１９は、実施の形態３にかかる複合機の機能的構成を示すブロック図である。実施の
形態３にかかる複合機１９００は、図１９に示すように、スキャナアプリ１１０１と、プ
リンタアプリ１１０２と、制御部１１０３と、リモート通信部１１０４と、表示制御部１
１０５と、入力制御部１１０６と、オペレーションパネル１１１０と、スキャナエンジン
１１０７と、プリンタエンジン１１０８と、処理部１９１０と、フロー実行制御部１９０
３と、フロー定義生成部１９０４と、画面定義生成部１９０５と、フロー定義データ１９
０６と、画面定義データ１９０７とを主に備えている。
【００９７】
　ここで、スキャナアプリ１１０１、プリンタアプリ１１０２、制御部１１０３、表示制
御部１１０５、入力制御部１１０６、オペレーションパネル１１１０、スキャナエンジン
１１０７、プリンタエンジン１１０８の機能については実施の形態１と同様である。
【００９８】
　また、フロー定義データ１７０６は、スキャン入力された画像データに対する各種処理
の流れを定義したデータであり、実施の形態１と同様の形式となっている。画面定義デー
タ１９０７は、画像データに対する書誌情報をオペレーションパネル１１１０の表示部１
１１１に入力可能に表示する書誌情報入力画面を定義したデータであり、実施の形態１と
同様の形式となっている。また、画面定義データ１９０７、フローに必要な書誌情報を設
定するフロー定義データ１９０６と対応付けられている。フロー定義データ２０６と画面
定義データ２０７は、ハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ）などの記憶媒体に格納されている。
【００９９】
　リモート通信部１１０４は、各種処理実行の際に各種データの送受信の制御を行う。処
理部１９１０は、フロー定義データ１９０６に定義された各種処理を実行するものであり
、画像データの変換等の画像処理を行う画像処理部１９１１や、画像データをファイルサ
ーバ１０１、ＥＤＭＳ１０２、ＳＭＴＰサーバ１０３等に配信する配信処理部１９１２等
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を備えている。
【０１００】
　フロー実行制御部１９０３は、フロー定義データ１９０６をＨＤＤから読み出して、フ
ロー定義データ１９０６で定義された各種処理の処理部１９１０による実行を制御するも
のである。また、フロー実行制御部１９０３は、入力された書誌情報をフロー定義データ
１９０６に設定することによって両者を関連づけ、書誌情報が関連づけられたフロー定義
データ１９０６に基づいて、画像データに対して各種処理の実行を制御する。具体的なフ
ロー実行制御部１９０３の処理については、実施の形態１の配信サーバ２００におけるフ
ロー実行制御部２０３の処理と同様に行われる。
【０１０１】
　フロー定義生成部１９０４は、複合機１９００のアドミニストレータ等のシステム管理
者の指示によりフロー定義データ１９０４を生成または編集して、生成または編集された
フロー定義データ１９０４をＨＤＤに保存するものである。
【０１０２】
　画面定義生成部１９０５は、システム管理者の指示によって画面定義データ２０７を生
成または編集し、生成または編集された画面定義データ１９０７をＨＤＤに保存するもの
である。
【０１０３】
　フロー定義生成部１９０４によるフロー定義データ２０６の生成処理、および画面定義
生成部１９０５による画面定義データ２０７の生成処理の詳細については、実施の形態１
の配信サーバ２００のフロー定義生成部２０４、画面定義生成部２０５による各処理と同
様に行われる。ただし、フロー定義データ生成画面、処理設定ダイアログ、画面定義デー
タ生成画面および属性設定ガイアログ等の各画面は、オペレーションパネル１１１０の表
示部１１１１に表示されることになる。
【０１０４】
　次に、以上のように構成された本実施の形態にかかる複合機１９００による画像データ
の配信処理について説明する。図２０は、実施の形態３にかかる画像データの配信処理の
フローチャートである。
【０１０５】
　まず、利用者がオペレーションパネル１１１０の操作部１１１２であるスキャンボタン
を押下すると、かかる押下を受け付けて、スキャナアプリ１１０１が起動する（ステップ
Ｓ５１）。そして、スキャナアプリ１１０１は、図１３に示すフロー選択画面をオペレー
ションパネル１１１０の表示部１１１３に表示する（ステップＳ５２）。このフロー選択
画面から利用者は所望のフローを選択する。
【０１０６】
　入力制御部１１０６は、フローの選択を受け付け（ステップＳ５３）、フロー実行制御
部１９０３は、選択されたフローのフローＩＤのフロー定義データ１９０６をＨＤＤから
検索する（ステップＳ５４）。そして、フロー実行制御部１９０３は、検索されたフロー
定義データ１９０６に書誌情報入力画面の画面定義データ１９０７が対応づけられている
か否かを判断して、対応づけられている場合には、その画面定義データ１９０７をＨＤＤ
から検索する（ステップＳ５５）。そして、表示制御部１１０５によって検索されたＸＭ
Ｌ形式の画面定義データ１９０７を実行することにより、図１４－１に示す書誌情報入力
画面をオペレーションパネル１１１０の表示部１１１１に表示する（ステップＳ５６）。
【０１０７】
　利用者がこの書誌情報入力画面のフィールドに所望の書誌情報のデータを入力する。入
力制御部１１０６は、かかる書誌情報の入力値を受け付ける（ステップＳ５７）。そして
、スキャナアプリ１１０１によって制御部１１０３を介してスキャナエンジン１１０７、
を動作させ、原稿のスキャンを実行する（ステップＳ５８）。また、スキャナアプリ１１
０１は、入力された書誌情報の入力値をＸＭＬ形式に変換する（図１５参照）。
【０１０８】
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　次に、フロー実行制御部１９０３は、実施の形態１と同様に、フロー定義データ１９０
６に入力された書誌情報の入力値をマージする（ステップＳ５９）。
【０１０９】
　そして、フロー実行制御部１９０３は、書誌情報の入力値をマージしたフロー定義デー
タ１９０６に基づいて処理の実行を制御する。具体的には、このフロー定義データ１９０
６に中間処理が定義されている場合には、処理部１９１０によって中間処理を実行させる
（ステップＳ６０）。また、フロー実行制御部１９０３は、フロー定義データ１９０６に
定義されている出力処理を処理部１９１０に実行させる（ステップＳ６１）。
【０１１０】
　このように実施の形態３にかかる複合機１９００では、スキャンの開始時に、書誌情報
入力画面により配信フローに必要な書誌情報を入力させ、この書誌情報の入力値をフロー
定義データ１９０６に設定して、配信フローを実行しているので、入力される画像データ
の配信に必要な書誌情報が設定可能となり、画像データに対する処理の実行の制御を容易
に行うことができる。
【０１１１】
　なお、本実施の形態において、実施の形態２と同様に、複合機から受信した書誌情報の
入力値とスキャンした画像データとの整合性を判断する検証部を設け、フロー実行制御部
１９０３によって、検証部により書誌情報の入力値とスキャンした画像データとの整合性
がとれていないと判断した場合には、画面定義データから書誌情報入力画面をオペレーシ
ョンパネル１１１０の表示部１１１１に再度表示して書誌情報を入力させたり、再度スキ
ャナアプリ１１０１により原稿のスキャンを実行するように構成してもよい。
【０１１２】
　実施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００は、ＣＰＵなどの制御装置と、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭなどの記憶装置と、ＨＤＤ、ＣＤドライブ装置などの
外部記憶装置と、ディスプレイ装置などの表示装置と、キーボードやマウスなどの入力装
置を備えており、ワークステーションや通常のコンピュータを利用したハードウェア構成
となっている。
【０１１３】
　実施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００で実行される配信処理制御プログ
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、フレキ
シブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄ
ｉｓｋ）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。
【０１１４】
　また、実施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００で実行される配信処理プロ
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。また、実
施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００で実行される配信処理プログラムをイ
ンターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。
【０１１５】
　また、実施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００で実行される配信処理プロ
グラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。
【０１１６】
　実施の形態１および２の配信サーバ２００，１７００で実行される配信処理プログラム
は、上述した各部（リモート通信部、処理部、フロー実行制御部、フロー定義生成部、画
面定義生成部、検証部）を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとして
はＣＰＵ（プロセッサ）が上記記憶媒体から配信処理プログラムを読み出して実行するこ
とにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、リモート通信部、処理部、フロー実行制
御部、フロー定義生成部、画面定義生成部、検証部が主記憶装置上に生成されるようにな
っている。
【０１１７】
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　また、実施の形態１～３の複合機で実行される配信処理プログラムは、ＲＯＭ等に予め
組み込まれて提供される。
【０１１８】
　実施の形態１～３の複合機で実行される配信処理プログラムは、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、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ
－Ｒ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等のコンピュータで読
み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１１９】
　さらに、実施の形態１～３の複合機で実行される配信処理プログラムを、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。また、実施の形態１～３の複合機
で実行される配信処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配
布するように構成しても良い。
【０１２０】
　実施の形態１～３の複合機で実行される配信処理プログラムは、上述した各部（スキャ
ナアプリ、プリンタアプリ、制御部、リモート通信部、表示制御部、入力制御部、処理部
、フロー実行制御部、フロー定義生成部、画面定義生成部）を含むモジュール構成となっ
ており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭから配信処理プ
ログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、スキャ
ナアプリ、プリンタアプリ、制御部、リモート通信部、表示制御部、入力制御部、処理部
、フロー実行制御部、フロー定義生成部、画面定義生成部が主記憶装置上に生成されるよ
うになっている。
【０１２１】
　なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】実施の形態１にかかるネットワーク配信システムのネットワーク構成を示す説明
図である。
【図２】実施の形態１の配信サーバの機能的構成を示すブロック図である。
【図３】フロー定義データに定義された処理の流れの一例を模式的に示した説明図である
。
【図４】フロー定義データの記述内容を示す説明図である。
【図５】画面定義データの一例を示す説明図である。
【図６】フロー定義データ生成画面の一例を示す模式図である。
【図７】処理設定ダイアログボックスの一例を示す模式図である。
【図８】フロー定義データ生成画面の一例を示す模式図である。
【図９】文字型の書誌情報の項目の属性設定ダイアログボックスの一例を示す説明図であ
る。
【図１０】数値型の書誌情報の属性設定ダイアログボックスの一例を示す説明図である。
【図１１】実施の形態１の複合機の機能的構成を示すブロック図である。
【図１２】実施の形態１にかかる画像データの配信処理のシーケンス図である。
【図１３】フロー選択画面の一例を示す模式図である。
【図１４－１】書誌情報入力画面の一例を示す模式図である。
【図１４－２】書誌情報の入力をした状態の書誌情報入力画面の一例を示す模式図である
。
【図１５】ＸＭＬ形式に変換された書誌情報の入力値の一例を示す説明図である。
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【図１６】書誌情報の入力値を設定した状態のフロー定義データの一例を示す説明図であ
る。
【図１７】実施の形態２にかかる配信サーバの機能的構成を示すブロック図である。
【図１８】実施の形態２にかかる画像データの配信処理のシーケンス図である。
【図１９】実施の形態３にかかる複合機の機能的構成を示すブロック図である。
【図２０】実施の形態３にかかる画像データの配信処理のフローチャートである。
【図２１－１】従来の配信処理システムの概念を示す説明図である。
【図２１－２】従来の配信処理システムの概念を示す説明図である。
【図２１－３】従来の配信処理システムの概念を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０１　ファイルサーバ
　１０２　ＥＤＭＳ
　１０３　ＳＭＴＰサーバ
　１０４　インターネット
　１０５　ネットワーク
　２００，１７００　配信サーバ
　２０１　リモート通信部
　２０３，１７０３，１９０３　フロー実行制御部
　２０４，１９０４　フロー定義生成部
　２０５，１９０５　画面定義生成部
　２０６，１９０６　フロー定義データ
　２０７，１９０７　画面定義データ
　２１０,１９１０　処理部
　２１１，１９１１　画像処理部
　２１２，１９１２　配信処理部
　１１００，１９００　複合機
　１１０１　スキャナアプリ
　１１０２　プリンタアプリ
　１１０４　リモート通信部
　１１０５　表示制御部
　１１０６　入力制御部
　１１０７　スキャナエンジン
　１１０８　プリンタエンジン
　１１０９　サーバ情報
　１１１０　オペレーションパネル
　１１１１　表示部
　１１１２　操作部
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