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(57)【要約】
【課題】画像形成装置のＵＩの統一性を容易に保つこと
ができる画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置１のウェブブラウザ５３は、
ウェブアプリケーションを利用する指示に応じて、ウェ
ブサーバ５０１から、ページ文書５１５ａを取得する。
ウェブブラウザ５３は、ページ文書５１５ａに含まれる
ＵＲＩ（統一資源識別子）に、予め設定された固定名称
が含まれるか否かを解析する。ＵＲＩに固定名称が含ま
れるとき、ウェブブラウザ５３は、予め固定名称に対応
付けられたＨＤＤ１５やＲＯＭ２３などの所定の場所か
ら、ＵＲＩに対応するデータを取得する。ウェブブラウ
ザ５３は、データ取得手段により取得されたデータを用
いて、ページ文書５１５ａに基づいて、ウェブアプリケ
ーションの表示画面を生成する。固定名称に応じて内蔵
アプリケーションで用いられるものと同じ画像データを
用いることができ、画像形成装置１のＵＩの統一性が保
たれる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブアプリケーションを提供するサーバにアクセスして前記ウェブアプリケーション
を利用可能にする画像形成装置であって、
　前記ウェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた指示に応じて、前記ウェブアプリケーションのウェ
ブページを表す文書を取得する文書取得手段と、
　前記文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、予め
設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、
　前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判断されたとき、予め前記
固定名称に対応付けられた所定の場所から前記ＵＲＩに対応するデータを取得するデータ
取得手段と、
　前記データ取得手段により取得されたデータを用いて、前記文書に基づいて、前記ウェ
ブアプリケーションの表示画面を生成する生成手段とを備える、画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成装置は、前記データのうち他のアプリケーションと共用されうる共通デー
タを画像形成装置の内部に記憶する第１の記憶手段をさらに備え、
　前記固定名称としては、少なくとも、前記第１の記憶手段により前記共通データが記憶
されている場所に対応するものが設定されており、
　前記データ取得手段は、前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判
断されたとき、前記固定名称及び前記ＵＲＩに応じて、前記第１の記憶手段により記憶さ
れている前記共通データを取得する、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記画像形成装置は、前記サーバにより提供されるウェブアプリケーションの登録を行
う登録手段と、
　前記登録手段により前記ウェブアプリケーションの登録が行われるとき、前記ウェブア
プリケーションで用いられるデータのうち前記画像形成装置の内部に記憶されていないも
のの少なくとも一部を取得して前記画像形成装置の内部に記憶する第２の記憶手段と、
　前記登録手段により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称を、前記第２
の記憶手段による前記データの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段とをさらに備
え、
　前記解析手段は、前記名称設定手段により設定された固定名称が前記ＵＲＩに含まれる
か否かを解析し、
　前記データ取得手段は、前記名称設定手段により設定された固定名称が前記ＵＲＩに含
まれると前記解析手段により判断されたとき、前記固定名称に対応付けられている前記デ
ータの記憶場所から前記データを取得する、請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記名称設定手段は、前記サーバからの指示に基づいて、前記固定名称の設定を行う、
請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記名称設定手段は、前記固定名称の設定を行ったとき、設定された固定名称に関する
情報を前記サーバに送信する、請求項３又は４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記固定名称としては、少なくとも、前記サーバ又は前記サーバとは異なる別のサーバ
のうち、前記データの少なくとも一部が記憶されている場所に対応するものが設定されて
おり、
　前記データ取得手段は、前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判
断されたとき、前記固定名称及び前記ＵＲＩに応じて、前記サーバ又は前記別のサーバか
ら前記データの少なくとも一部を取得する、請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項７】
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　前記固定名称としては、少なくとも、前記サーバ又は前記サーバとは異なる別のサーバ
のうち、前記データのうち他のアプリケーションと共用されうる共通データが記憶されて
いる場所に対応するものが設定されており、
　前記データ取得手段は、前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判
断されたとき、前記固定名称及び前記ＵＲＩに応じて、前記サーバ又は前記別のサーバか
ら前記共通データを取得する、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記共通データは、前記画像形成装置の内蔵アプリケーションの動作時に表示される画
像と同じ、共通画像である、請求項２又は７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記共通画像は、前記ウェブアプリケーションのウェブページの背景画像、ボタン画像
、アイコン画像、及び認定表示画像のうち少なくとも１つである、請求項８に記載の画像
形成装置。
【請求項１０】
　前記画像形成装置は、前記サーバにより提供されるウェブアプリケーションが認定され
ているものであるか否かを判断する判定手段をさらに備え、
　前記データ取得手段は、前記判定手段により認定されていないと判定されたウェブアプ
リケーションについては、前記データの取得を行わず、
　前記生成手段は、前記判定手段により認定されていないと判定されたウェブアプリケー
ションについては、前記ＵＲＩが指し示すデータを用いて、前記ウェブアプリケーション
の表示画面を生成する、請求項１から９のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記画像形成装置は、前記サーバにより提供されるウェブアプリケーションが認定され
ているものであるか否かを判断する判定手段をさらに備え、
　前記データ取得手段は、前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判
断された場合において、前記判定手段により前記ウェブアプリケーションが認定されてい
るものであると判定されたときと認定されているものではないと判定されたときとで、前
記所定の場所から取得するデータを変更する、請求項１から９のいずれかに記載の画像形
成装置。
【請求項１２】
　前記生成手段は、前記ＵＲＩに対応するデータが前記画像形成装置の内部に一時的にキ
ャッシュデータとして記憶されている場合において、前記データ取得手段により前記デー
タが取得されたとき、前記キャッシュデータよりも前記データ取得手段により取得された
データを優先して用いる、請求項１から１１のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記生成手段は、前記画像形成装置の内部に一時的に記憶されているキャッシュデータ
を使用しないように設定されている場合において、前記データ取得手段により前記データ
が取得されたとき、前記データ取得手段により取得されたデータを使用する、請求項１か
ら１２のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記解析手段は、前記ＵＲＩのうち画像を指し示すものについて前記固定名称が含まれ
るか否かを解析し、
　前記データ取得手段は、前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判
断されたとき、前記所定の場所から前記ＵＲＩに対応する画像を取得する、請求項１から
１３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれかに記載の画像形成装置と、
　ウェブアプリケーションを提供するサーバとを有し、
　前記サーバにアクセスした前記画像形成装置を通じて、前記ウェブアプリケーションが
利用可能である、画像形成システム。



(4) JP 2012-191321 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【請求項１６】
　画像形成装置とウェブアプリケーションを提供するサーバとを有し、前記サーバにアク
セスした前記画像形成装置を通じて、前記ウェブアプリケーションが利用可能である画像
形成システムにおいて、
　前記画像形成装置は、
　前記サーバにより提供されるウェブアプリケーションの登録を行う登録手段と、
　前記登録手段により前記ウェブアプリケーションの登録が行われるとき、前記ウェブア
プリケーションで用いられるデータのうち前記画像形成装置の内部に記憶されていないも
のの少なくとも一部を取得して前記画像形成装置の内部に記憶する記憶手段と、
　前記登録手段により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称を、前記記憶
手段による前記データの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段と、
　前記ウェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた指示に応じて、前記サーバから前記ウェブアプリケ
ーションのウェブページを表す文書を取得する文書取得手段と、
　前記文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、前記
名称設定手段により設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、
　前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判断されたとき、前記固定
名称に対応付けられている前記データの記憶場所から前記ＵＲＩに対応するデータを取得
するデータ取得手段と、
　前記データ取得手段により取得されたデータを用いて、前記文書に基づいて、前記ウェ
ブアプリケーションの表示画面を生成する生成手段とを備え、
　前記サーバは、
　前記登録手段により前記画像形成装置に前記ウェブアプリケーションが登録されるとき
、前記ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書に含まれるＵＲＩのうち前記記
憶手段により前記画像形成装置の内部に記憶されるデータに関するものに基づいて、前記
名称設定手段により設定されるべき固定名称に関して前記画像形成装置に指示を行う指示
手段を備え、
　前記名称設定手段は、前記指示手段による指示内容に基づいて、前記固定名称の設定を
行う、画像形成システム。
【請求項１７】
　画像形成装置とウェブアプリケーションを提供するサーバとを有し、前記サーバにアク
セスした前記画像形成装置を通じて、前記ウェブアプリケーションが利用可能である画像
形成システムにおいて、
　前記画像形成装置は、
　前記サーバにより提供されるウェブアプリケーションの登録を行う登録手段と、
　前記登録手段により前記ウェブアプリケーションの登録が行われるとき、前記ウェブア
プリケーションで用いられるデータのうち前記画像形成装置の内部に記憶されていないも
のの少なくとも一部を取得して前記画像形成装置の内部に記憶する記憶手段と、
　前記登録手段により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称を、前記記憶
手段による前記データの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段と、
　前記ウェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた指示に応じて、前記サーバから前記ウェブアプリケ
ーションのウェブページを表す文書を取得する文書取得手段と、
　前記文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、前記
名称設定手段により設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、
　前記解析手段により前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判断されたとき、前記固定
名称に対応付けられている前記データの記憶場所から前記ＵＲＩに対応するデータを取得
するデータ取得手段と、
　前記データ取得手段により取得されたデータを用いて、前記文書に基づいて、前記ウェ
ブアプリケーションの表示画面を生成する生成手段とを備え、
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　前記名称設定手段は、前記固定名称の設定を行ったとき、設定された固定名称に関する
情報を前記サーバに送信し、
　前記サーバは、
　前記名称設定手段から送信された前記固定名称に関する情報を取得する名称取得手段と
、
　前記名称取得手段により取得された情報に基づいて、前記ウェブアプリケーションのウ
ェブページを表す文書の変更を行う文書変更手段とを備え、
　前記文書変更手段は、前記文書に含まれるＵＲＩのうち前記記憶手段により前記画像形
成装置の内部に記憶されたデータに関するものを、前記固定名称が含まれるように変更す
る、画像形成システム。
【請求項１８】
　ウェブアプリケーションを提供するサーバにアクセスして前記ウェブアプリケーション
を利用可能にする画像形成装置の制御方法であって、
　前記ウェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにより受け付けられた指示に応じて、前記ウェブアプリケーションの
ウェブページを表す文書を取得する文書取得ステップと、
　前記文書取得ステップにより取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、
予め設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析ステップと、
　前記解析ステップにより前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判断されたとき、予め
前記固定名称に対応付けられた所定の場所から前記ＵＲＩに対応するデータを取得するデ
ータ取得ステップと、
　前記データ取得ステップにより取得されたデータを用いて、前記文書に基づいて、前記
ウェブアプリケーションの表示画面を生成する生成ステップとを備える、画像形成装置の
制御方法。
【請求項１９】
　ウェブアプリケーションを提供するサーバにアクセスして前記ウェブアプリケーション
を利用可能にする画像形成装置の制御プログラムであって、
　前記ウェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにより受け付けられた指示に応じて、前記ウェブアプリケーションの
ウェブページを表す文書を取得する文書取得ステップと、
　前記文書取得ステップにより取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、
予め設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析ステップと、
　前記解析ステップにより前記ＵＲＩに前記固定名称が含まれると判断されたとき、予め
前記固定名称に対応付けられた所定の場所から前記ＵＲＩに対応するデータを取得するデ
ータ取得ステップと、
　前記データ取得ステップにより取得されたデータを用いて、前記文書に基づいて、前記
ウェブアプリケーションの表示画面を生成する生成ステップとをコンピュータに実行させ
る、画像形成装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像形成装置、画像形成システム、画像形成装置の制御方法、及び画像形
成装置の制御プログラムに関し、特に、ウェブブラウザを用いたアプリケーションを利用
可能な画像形成装置、画像形成システム、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の
制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置（スキャナ機能、ファクシミリ機能、複写機能、プリンタとしての機能、
データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌ）、ファクシミリ装置、複写機、プリンタなど）及びウェブアプリケー
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ションを提供するウェブサーバなどで構成された画像形成システムがある。画像形成シス
テムでは、画像形成装置からウェブサーバにアクセスすることで、画像形成装置を用いて
、ウェブサーバにより提供されるウェブアプリケーションを利用可能である。
【０００３】
　ウェブアプリケーションが用いられるとき、画像形成装置は、通常のウェブページの閲
覧時と同様に、ウェブアプリケーションを用いる際に利用されるデータ（例えば、ウェブ
ページの文書データや画像データなど）をウェブサーバから取得する。画像形成装置は、
取得したデータに基づいて、ウェブアプリケーションに関するウェブページの表示などを
行い、ウェブアプリケーションを利用可能にする。
【０００４】
　ウェブアプリケーションは、ウェブページとして表示される。ウェブアプリケーション
のＵＩ（ユーザインターフェース）は、ウェブアプリケーションのベンダなどが自由に設
定可能なものである。ベンダは、ウェブアプリケーション毎に、ユーザが利用しやすいＵ
Ｉを容易に設定できる。そのため、ユーザは、ウェブアプリケーションを容易に利用でき
る。
【０００５】
　下記特許文献１には、画像形成装置において、Ｗｅｂブラウザ機能で初期画面表示後、
他のＷｅｂページへのリンクを無効にしてアクセス制限を行うことが開示されている。
【０００６】
　下記特許文献２には、キャッシュとＷｅｂキャッシュ管理表とをＤＶＤ－ＲＡＭに構成
し、別の閲覧装置にそのＤＶＤ－ＲＡＭを挿入することで、その閲覧装置での閲覧作業を
スムーズに継続できるようにするＷｅｂキャッシュ記憶装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１９２８７８号公報
【特許文献２】再表９８／０２４０２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、ウェブアプリケーションのＵＩが、画像形成装置で元来使用可能であるアプ
リケーション（内蔵アプリケーション）のＵＩや他のウェブアプリケーションのＵＩと異
なる場合があると、画像形成装置全体としてのＵＩの統一性が失われる。画像形成装置全
体としてＵＩの統一性が失われている状態では、ユーザの混乱が生じる可能性が高くなる
。例えば、互いに同様の機能に対応するボタン画像などが、ウェブアプリケーションや内
蔵アプリケーション毎に異なる場合、ユーザは、間違いなく操作を行うためには、ＵＩを
注意深く確認する必要がある。そのため、画像形成システムの利便性が低下する。
【０００９】
　上記問題点に関し、各アプリケーションが互いに共通の画像などを保持するようにすれ
ば、画像形成装置全体としてのＵＩの統一性を高めることができる。しかしながら、この
場合、アプリケーション毎に画像を取得することなどが必要になり、画像形成システムを
構成するネットワークの負荷が高くなるなどの問題がある。
【００１０】
　なお、特許文献１及び特許文献２には、上記のような画像形成装置のＵＩに関する問題
の解決策として有効なものは何ら開示されていない。
【００１１】
　この発明はそのような問題点を解決するためになされたものであり、画像形成装置のＵ
Ｉの統一性を容易に保つことができる画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像
形成装置の制御プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】



(7) JP 2012-191321 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【００１２】
　上記目的を達成するためこの発明のある局面に従うと、ウェブアプリケーションを提供
するサーバにアクセスしてウェブアプリケーションを利用可能にする画像形成装置は、ウ
ェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、受付手段により受け付け
られた指示に応じて、ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書を取得する文書
取得手段と、文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に
、予め設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、解析手段によりＵＲ
Ｉに固定名称が含まれると判断されたとき、予め固定名称に対応付けられた所定の場所か
らＵＲＩに対応するデータを取得するデータ取得手段と、データ取得手段により取得され
たデータを用いて、文書に基づいて、ウェブアプリケーションの表示画面を生成する生成
手段とを備える。
【００１３】
　好ましくは画像形成装置は、データのうち他のアプリケーションと共用されうる共通デ
ータを画像形成装置の内部に記憶する第１の記憶手段をさらに備え、固定名称としては、
少なくとも、第１の記憶手段により共通データが記憶されている場所に対応するものが設
定されており、データ取得手段は、解析手段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断さ
れたとき、固定名称及びＵＲＩに応じて、第１の記憶手段により記憶されている共通デー
タを取得する。
【００１４】
　好ましくは画像形成装置は、サーバにより提供されるウェブアプリケーションの登録を
行う登録手段と、登録手段によりウェブアプリケーションの登録が行われるとき、ウェブ
アプリケーションで用いられるデータのうち画像形成装置の内部に記憶されていないもの
の少なくとも一部を取得して画像形成装置の内部に記憶する第２の記憶手段と、登録手段
により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称を、第２の記憶手段によるデ
ータの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段とをさらに備え、解析手段は、名称設
定手段により設定された固定名称がＵＲＩに含まれるか否かを解析し、データ取得手段は
、名称設定手段により設定された固定名称がＵＲＩに含まれると解析手段により判断され
たとき、固定名称に対応付けられているデータの記憶場所からデータを取得する。
【００１５】
　好ましくは名称設定手段は、サーバからの指示に基づいて、固定名称の設定を行う。
【００１６】
　好ましくは名称設定手段は、固定名称の設定を行ったとき、設定された固定名称に関す
る情報をサーバに送信する。
【００１７】
　好ましくは固定名称としては、少なくとも、サーバ又はサーバとは異なる別のサーバの
うち、データの少なくとも一部が記憶されている場所に対応するものが設定されており、
データ取得手段は、解析手段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断されたとき、固定
名称及びＵＲＩに応じて、サーバ又は別のサーバからデータの少なくとも一部を取得する
。
【００１８】
　好ましくは固定名称としては、少なくとも、サーバ又はサーバとは異なる別のサーバの
うち、データのうち他のアプリケーションと共用されうる共通データが記憶されている場
所に対応するものが設定されており、データ取得手段は、解析手段によりＵＲＩに固定名
称が含まれると判断されたとき、固定名称及びＵＲＩに応じて、サーバ又は別のサーバか
ら共通データを取得する。
【００１９】
　好ましくは共通データは、画像形成装置の内蔵アプリケーションの動作時に表示される
画像と同じ、共通画像である。
【００２０】
　好ましくは共通画像は、ウェブアプリケーションのウェブページの背景画像、ボタン画
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像、アイコン画像、及び認定表示画像のうち少なくとも１つである。
【００２１】
　好ましくは画像形成装置は、サーバにより提供されるウェブアプリケーションが認定さ
れているものであるか否かを判断する判定手段をさらに備え、データ取得手段は、判定手
段により認定されていないと判定されたウェブアプリケーションについては、データの取
得を行わず、生成手段は、判定手段により認定されていないと判定されたウェブアプリケ
ーションについては、ＵＲＩが指し示すデータを用いて、ウェブアプリケーションの表示
画面を生成する。
【００２２】
　好ましくは画像形成装置は、サーバにより提供されるウェブアプリケーションが認定さ
れているものであるか否かを判断する判定手段をさらに備え、データ取得手段は、解析手
段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断された場合において、判定手段によりウェブ
アプリケーションが認定されているものであると判定されたときと認定されているもので
はないと判定されたときとで、所定の場所から取得するデータを変更する。
【００２３】
　好ましくは生成手段は、ＵＲＩに対応するデータが画像形成装置の内部に一時的にキャ
ッシュデータとして記憶されている場合において、データ取得手段によりデータが取得さ
れたとき、キャッシュデータよりもデータ取得手段により取得されたデータを優先して用
いる。
【００２４】
　好ましくは生成手段は、画像形成装置の内部に一時的に記憶されているキャッシュデー
タを使用しないように設定されている場合において、データ取得手段によりデータが取得
されたとき、データ取得手段により取得されたデータを使用する。
【００２５】
　好ましくは解析手段は、ＵＲＩのうち画像を指し示すものについて固定名称が含まれる
か否かを解析し、データ取得手段は、解析手段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断
されたとき、所定の場所からＵＲＩに対応する画像を取得する。
【００２６】
　この発明の他の局面に従うと、画像形成システムは、上述のいずれかに記載の画像形成
装置と、ウェブアプリケーションを提供するサーバとを有し、サーバにアクセスした画像
形成装置を通じて、ウェブアプリケーションが利用可能である。
【００２７】
　この発明のさらに他の局面に従うと、画像形成装置とウェブアプリケーションを提供す
るサーバとを有し、サーバにアクセスした画像形成装置を通じて、ウェブアプリケーショ
ンが利用可能である画像形成システムにおいて、画像形成装置は、サーバにより提供され
るウェブアプリケーションの登録を行う登録手段と、登録手段によりウェブアプリケーシ
ョンの登録が行われるとき、ウェブアプリケーションで用いられるデータのうち画像形成
装置の内部に記憶されていないものの少なくとも一部を取得して画像形成装置の内部に記
憶する記憶手段と、登録手段により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称
を、記憶手段によるデータの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段と、ウェブアプ
リケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、受付手段により受け付けられた指
示に応じて、サーバからウェブアプリケーションのウェブページを表す文書を取得する文
書取得手段と、文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）
に、名称設定手段により設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、解
析手段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断されたとき、固定名称に対応付けられて
いるデータの記憶場所からＵＲＩに対応するデータを取得するデータ取得手段と、データ
取得手段により取得されたデータを用いて、文書に基づいて、ウェブアプリケーションの
表示画面を生成する生成手段とを備え、サーバは、登録手段により画像形成装置にウェブ
アプリケーションが登録されるとき、ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書
に含まれるＵＲＩのうち記憶手段により画像形成装置の内部に記憶されるデータに関する
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ものに基づいて、名称設定手段により設定されるべき固定名称に関して画像形成装置に指
示を行う指示手段を備え、名称設定手段は、指示手段による指示内容に基づいて、固定名
称の設定を行う。
【００２８】
　この発明のさらに他の局面に従うと、画像形成装置とウェブアプリケーションを提供す
るサーバとを有し、サーバにアクセスした画像形成装置を通じて、ウェブアプリケーショ
ンが利用可能である画像形成システムにおいて、画像形成装置は、サーバにより提供され
るウェブアプリケーションの登録を行う登録手段と、登録手段によりウェブアプリケーシ
ョンの登録が行われるとき、ウェブアプリケーションで用いられるデータのうち画像形成
装置の内部に記憶されていないものの少なくとも一部を取得して画像形成装置の内部に記
憶する記憶手段と、登録手段により登録されたウェブアプリケーションに関する固定名称
を、記憶手段によるデータの記憶場所に対応付けて設定する名称設定手段と、ウェブアプ
リケーションを利用する指示を受け付ける受付手段と、受付手段により受け付けられた指
示に応じて、サーバからウェブアプリケーションのウェブページを表す文書を取得する文
書取得手段と、文書取得手段により取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）
に、名称設定手段により設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析手段と、解
析手段によりＵＲＩに固定名称が含まれると判断されたとき、固定名称に対応付けられて
いるデータの記憶場所からＵＲＩに対応するデータを取得するデータ取得手段と、データ
取得手段により取得されたデータを用いて、文書に基づいて、ウェブアプリケーションの
表示画面を生成する生成手段とを備え、名称設定手段は、固定名称の設定を行ったとき、
設定された固定名称に関する情報をサーバに送信し、サーバは、名称設定手段から送信さ
れた固定名称に関する情報を取得する名称取得手段と、名称取得手段により取得された情
報に基づいて、ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書の変更を行う文書変更
手段とを備え、文書変更手段は、文書に含まれるＵＲＩのうち記憶手段により画像形成装
置の内部に記憶されたデータに関するものを、固定名称が含まれるように変更する。
【００２９】
　この発明のさらに他の局面に従うと、ウェブアプリケーションを提供するサーバにアク
セスしてウェブアプリケーションを利用可能にする画像形成装置の制御方法は、ウェブア
プリケーションを利用する指示を受け付ける受付ステップと、受付ステップにより受け付
けられた指示に応じて、ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書を取得する文
書取得ステップと、文書取得ステップにより取得された文書に含まれるＵＲＩ（統一資源
識別子）に、予め設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析ステップと、解析
ステップによりＵＲＩに固定名称が含まれると判断されたとき、予め固定名称に対応付け
られた所定の場所からＵＲＩに対応するデータを取得するデータ取得ステップと、データ
取得ステップにより取得されたデータを用いて、文書に基づいて、ウェブアプリケーショ
ンの表示画面を生成する生成ステップとを備える。
【００３０】
　この発明のさらに他の局面に従うと、ウェブアプリケーションを提供するサーバにアク
セスしてウェブアプリケーションを利用可能にする画像形成装置の制御プログラムは、ウ
ェブアプリケーションを利用する指示を受け付ける受付ステップと、受付ステップにより
受け付けられた指示に応じて、ウェブアプリケーションのウェブページを表す文書を取得
する文書取得ステップと、文書取得ステップにより取得された文書に含まれるＵＲＩ（統
一資源識別子）に、予め設定された固定名称が含まれるか否かを解析する解析ステップと
、解析ステップによりＵＲＩに固定名称が含まれると判断されたとき、予め固定名称に対
応付けられた所定の場所からＵＲＩに対応するデータを取得するデータ取得ステップと、
データ取得ステップにより取得されたデータを用いて、文書に基づいて、ウェブアプリケ
ーションの表示画面を生成する生成ステップとをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００３１】
　これらの発明に従うと、固定名称が含まれるＵＲＩについて、固定名称に対応付けられ
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た所定の場所からデータが取得される。したがって、画像形成装置のＵＩの統一性を容易
に保つことができる画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プ
ログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施の形態における画像形成システムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】画像形成装置を示す斜視図である。
【図３】画像形成システムの各装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】ユーザ認証画面の一例を示す図である。
【図５】画像形成システムにおけるプルプリント機能の一例について説明するブロック図
である。
【図６】ウェブブラウザ機能を説明する図である。
【図７】ウェブアプリケーション機能により実現されるプルプリント機能の一例を説明す
る図である。
【図８】ウェブアプリケーション機能により実現されるスキャン送信機能の一例を説明す
る図である。
【図９】画像形成システムにおけるウェブアプリケーションの登録時及び利用時の動作を
説明する図である。
【図１０】解析テーブルの内容の一例を示す図である。
【図１１】ページ情報に含まれるＵＲＩについて説明する図である。
【図１２】画像形成装置でウェブアプリケーションの起動が開始されるときの動作を示す
フローチャートである。
【図１３】画像形成装置の内蔵アプリケーションの表示画面の一例を示す図である。
【図１４】画像形成装置で起動される認定されたウェブアプリケーションの表示画面の一
例を示す図である。
【図１５】第２の実施の形態におけるページ情報に含まれるＵＲＩについて説明する図で
ある。
【図１６】認定されているウェブアプリケーションの表示画像の一例を示す図である。
【図１７】認定されていないウェブアプリケーションの表示画像の一例を示す図である。
【図１８】認定ロゴ画像について説明する図である。
【図１９】第２の実施の形態において画像形成装置でウェブアプリケーションの起動が開
始されるときの動作を示すフローチャートである。
【図２０】第３の実施の形態における解析テーブルの一例を示す図である。
【図２１】第３の実施の形態の画像形成システムにおけるウェブアプリケーションの利用
時の動作を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態における画像形成システムについて説明する。
【００３４】
　［概要］
【００３５】
　画像形成システムは、ウェブサーバとして機能するサーバ装置と画像形成装置とを有し
ている。サーバと画像形成装置のそれぞれとは、ネットワークを介して互いに通信可能に
接続されている。ネットワークには、このほか、例えば、ユーザが利用するＰＣ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）や、ディレクトリサービスを提供する管理装置などが接
続されている。
【００３６】
　画像形成装置は、スキャナ機能、複写機能、プリンタとしての機能、ファクシミリ機能
、データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
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ｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である。スキャナ機能では、セットされた原稿の画像を読み取って
それをＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などに蓄積する。複写機能では、さら
にそれを用紙などに印刷（プリント）する。プリンタとしての機能では、ＰＣなどの外部
端末から印刷指示を受けるとその指示に基づいて用紙に印刷を行う。ファクシミリ機能で
は、外部のファクシミリ装置などからファクシミリデータを受信してそれをＨＤＤなどに
蓄積する。データ通信機能では、接続された外部機器との間でデータを送受信する。サー
バ機能では、複数のユーザでＨＤＤなどに記憶したデータなどを共有可能にする。
【００３７】
　画像形成装置は、サーバにアクセスして、サーバにより提供されているウェブページを
表示するウェブブラウザ機能を有している。本実施の形態において、サーバ装置は、ウェ
ブアプリケーションを提供可能に構成されている。画像形成装置は、ウェブブラウザ機能
により、サーバにアクセスし、ウェブアプリケーションに関する情報を取得し、ウェブペ
ージの表示を行うことで、ウェブアプリケーションを利用可能にすることができる。
【００３８】
　画像形成システムにおいて、画像形成装置には、画像形成装置で利用されるウェブアプ
リケーションが登録されている。画像形成装置では、ウェブアプリケーションのウェブペ
ージを表す文書に含まれるＵＲＩ（統一資源識別子）に、予め設定された固定名称が含ま
れるか否かが解析される。ＵＲＩに固定名称が含まれていれば、画像形成装置は、予め固
定名称に対応付けられた所定の場所からＵＲＩに対応するデータを取得する。これにより
、ウェブアプリケーションのＵＩを構成する画像などのデータとして他のアプリケーショ
ンなどと共通の画像等を用いることが容易に可能になり、画像形成装置におけるＵＩの統
一性を容易に保つことができる。
【００３９】
　［第１の実施の形態］
【００４０】
　図１は、本発明の第１の実施の形態における画像形成システムの構成を示すブロック図
である。
【００４１】
　図１を参照して、画像形成システム９００は、３つの画像形成装置１，２０１，３０１
と、クライアントＰＣ（以下、ＰＣと呼ぶことがある）４０１と、ウェブ（Ｗｅｂ）サー
バ（サーバの一例）５０１と、管理装置６０１とを備える。
【００４２】
　画像形成装置１，２０１，３０１と、ウェブサーバ５０１と、ＰＣ４０１と、管理装置
６０１とは、それぞれ、ネットワーク８００に接続されている。ネットワーク８００は、
例えばＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）である。画像形成装置１，２０
１，３０１と、ウェブサーバ５０１と、ＰＣ４０１と、管理装置６０１とは、ネットワー
ク８００を介して互いに通信可能である。各装置は、ＬＡＮケーブルなどを介してネット
ワーク８００に接続されていてもよいし、いわゆる無線ＬＡＮによりネットワーク８００
に接続されていてもよい。
【００４３】
　画像形成装置２０１，３０１は、画像形成装置１と同様の構成を有している。画像形成
装置２０１，３０１は、それぞれ、画像形成装置１と異なる構成を有していてもよい。
【００４４】
　［画像形成装置１の構成］
【００４５】
　図２は、画像形成装置１を示す斜視図である。
【００４６】
　図２を参照して、画像形成装置１は、給紙カセット３と、排紙トレイ５と、操作部１１
と、制御部２０と、プリント部３０と、スキャン部４０とを備える。制御部２０は、後述
するように、ＣＰＵ２１（図３に示す）などを有し、画像形成装置１の動作を制御する。
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制御部２０及びプリント部３０は、画像形成装置１の筐体の内部に配置されている。
【００４７】
　画像形成装置１は、３つの給紙カセット３（給紙カセット３ａ，３ｂ，３ｃ）を有して
いる。それぞれの給紙カセット３には、例えば、互いに異なるサイズの用紙（Ｂ５サイズ
、Ａ４サイズ、及びＡ３サイズなど）が装てんされている。給紙カセット３は、画像形成
装置１の下部に、画像形成装置１の筐体に抜き差し可能に配置されている。各給紙カセッ
ト３に装てんされた用紙は、印字時に、１枚ずつ給紙カセット３から給紙され、プリント
部３０に送られる。なお、給紙カセット３の数は３つに限られず、それより多くても少な
くてもよい。
【００４８】
　排紙トレイ５は、画像形成装置１の筐体のうちプリント部３０が収納されている部位の
上方でスキャン部４０が配置されている部位の下方に配置されている。排紙トレイ５には
、プリント部３０により画像が形成された用紙が筐体の内部から排紙される。
【００４９】
　操作部１１は、画像形成装置１の上部前面（図２において正面）側に配置されている。
操作部１１には、ユーザにより押下操作可能な複数の操作ボタン１１ａが配置されている
。また、操作部１１には、情報をユーザに表示する表示パネル１３が配置されている。表
示パネル１３は、例えば、タッチパネルを備えたＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）である。表示パネル１３は、ユーザに案内画面を表示したり、操作ボ
タンを表示してユーザからのタッチ操作を受け付けたりする。表示パネル１３は、ＣＰＵ
２１により制御されて表示を行う。操作部１１は、ユーザからの操作入力を受け付ける。
操作部１１は、操作ボタン１１ａや表示パネル１３がユーザにより操作されると、その操
作に応じた操作信号又は所定のコマンドをＣＰＵ２１に送信する。すなわち、ユーザは、
操作部１１に操作を行うことにより、画像形成装置１に種々の動作を実行させることがで
きる。
【００５０】
　プリント部３０は、大まかに、トナー像形成部（図示せず）と、用紙搬送部（図示せず
）と、定着装置（図示せず）とを有している。プリント部３０は、トナー像形成部により
形成したトナー像を用紙に転写する電子写真方式で用紙に画像を形成する。
【００５１】
　用紙搬送部は、給紙ローラ、搬送ローラ、及びそれらを駆動するモータなどで構成され
ている。用紙搬送部は、用紙を給紙カセット３から給紙して、画像形成装置１の筐体の内
部で搬送する。また、用紙搬送部は、画像が形成された用紙を画像形成装置１の筐体から
排紙トレイ５などに排出する。
【００５２】
　トナー像形成部は、感光体、現像装置、露光装置、転写ローラなどを有している。トナ
ー像形成部は、用紙に形成するトナー像を形成し、用紙搬送部により搬送される用紙にト
ナー像を転写する。
【００５３】
　定着装置は、加熱ローラ及び加圧ローラを有している。定着装置は、加熱ローラと加圧
ローラとでトナー像が形成された用紙を挟みながら搬送し、その用紙に加熱及び加圧を行
う。これにより、定着装置は、用紙に付着したトナーを溶融させて用紙に定着させ、用紙
に画像を形成する。
【００５４】
　スキャン部４０は、画像形成装置１の筐体の上部に配置されている。スキャン部４０は
、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）４１を有している。スキャン部
４０は、上述のスキャナ機能を実行する。スキャン部４０は、透明な原稿台に配置された
原稿をコンタクトイメージセンサにより走査して、それを画像データとして読み取る。ま
た、スキャン部４０は、原稿トレイにセットされた複数枚の原稿をＡＤＦ４１により順次
取り込みながら、コンタクトイメージセンサによりその画像データを読み取る。
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【００５５】
　図３は、画像形成システム９００の各装置のハードウェア構成を示すブロック図である
。
【００５６】
　図３を参照して、画像形成装置１は、上述の各部のほか、ＨＤＤ１５と、ネットワーク
部２９とを有している。画像形成装置１の各部は、システムバスに接続されている。制御
部２０は、画像形成装置１の各部と通信可能である。
【００５７】
　ＨＤＤ１５は、ネットワーク部２９を介して外部から送られた印刷ジョブのデータや、
スキャン部４０で読み取った画像データなどを記憶する。また、ＨＤＤ１５は、画像形成
装置１の設定情報や、画像形成装置１の種々の動作を行うための制御プログラムなどを記
憶する。ＨＤＤ１５は、１つのＰＣ４０１又は複数のＰＣなどから送信された複数の印刷
ジョブを記憶可能である。
【００５８】
　ＨＤＤ１５には、例えば、キャッシュデータベース（ＤＢ）１５ａ、キャッシュ情報１
５ｂ、及び履歴データベース１５ｃなどが保存されている。これらの情報は、後述のよう
なウェブブラウザ機能に基づいて生成され記憶されるものである。ＨＤＤ１５には、さら
に、画像データ１５ｄ、認定テーブル１５ｅ、解析テーブル１５ｆが保存されている。こ
れらの情報は、ウェブアプリケーション機能が実行されるときに後述のようにして利用さ
れる。
【００５９】
　ネットワーク部２９は、例えば、ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａ
ｒｄ）などのハードウェア部と、所定の通信プロトコルで通信を行うソフトウェア部とが
組み合わされて構成されている。ネットワーク部２９は、画像形成装置１をネットワーク
８００に接続する。これにより、画像形成装置１は、ネットワーク８００に接続されてい
るＰＣ４０１やウェブサーバ５０１などの外部装置と通信可能になる。画像形成装置１は
、ＰＣ４０１やウェブサーバ５０１などから印刷ジョブを受信可能である。また、画像形
成装置１は、スキャン部４０で読み取った画像データを、ＰＣ４０１に送信したり、メー
ルサーバ（図示せず）などを介してＥ－ｍａｉｌにより送信したりすることができる。な
お、ネットワーク部２９は、無線通信によりネットワーク８００に接続可能に構成されて
いてもよい。
【００６０】
　制御部２０は、ＣＰＵ２１と、ＲＯＭ２３と、ＲＡＭ２５とを有している。制御部２０
は、操作部１１、プリント部３０、及びスキャン部４０などとともにシステムバスに接続
されている。これにより、制御部２０と画像形成装置１の各部とが、信号を送受可能に接
続されている。
【００６１】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３に記憶された制御プログラム２３ａや、ＲＡＭ２５又はＨＤ
Ｄ１５などに記憶された制御プログラム（図示せず）などを実行することにより、画像形
成装置１の種々の動作を制御する。ＣＰＵ２１は、操作部１１から操作信号が送られたり
、ＰＣ４０１などから操作コマンドが送信されたりすると、それらに応じて所定の制御プ
ログラム２３ａを実行する。これにより、ユーザによる操作部１１の操作などに応じて、
画像形成装置１の所定の機能が実行される。
【００６２】
　ＲＯＭ２３は、例えばフラッシュＲＯＭ（Ｆｌａｓｈ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。ＲＯＭ
２３には、画像形成装置１の動作を行うために用いられるデータが記憶されている。ＲＯ
Ｍ２３には、種々の制御プログラム２３ａや画像データ２３ｄが記憶されている。ＲＯＭ
２３には、画像形成装置１の機能設定データなどが記憶されていてもよい。ＣＰＵ２１は
、ＲＯＭ２３からのデータの読み込みや、ＲＯＭ２３へのデータの書き込みを行う。なお
、ＲＯＭ２３は、書換え不可能なものであってもよい。
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【００６３】
　ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２１のメインメモリである。ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２１が制御プ
ログラム２３ａを実行するときに必要なデータなどを記憶するのに用いられる。
【００６４】
　スキャン部４０は、上述のように、スキャナ機能を実行し、原稿から画像データを読み
取る。スキャン部４０により読み取られた画像データは、ＣＰＵ２１によりアプリケーシ
ョンデータ形式に変換され、ＨＤＤ１５などに記憶される。ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ１５な
どに記憶された画像データを、ＰＣ４０１などに送信可能である。
【００６５】
　［ウェブサーバ５０１の構成］
【００６６】
　図３を参照して、ウェブサーバ５０１は、制御部５２０と、ＨＤＤ５１５とを有してい
る。制御部５２０は、ＣＰＵ（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）及びＲＡＭ（図示せず）
などで構成されており、ウェブサーバ５０１の制御を行う。
【００６７】
　ＨＤＤ５１５は、ウェブサーバ５０１の制御プログラム（図示せず）や、種々の情報を
記憶する。制御部５２０が、制御プログラムに基づいてウェブサーバ５０１の制御を行う
ことで、ウェブサーバ５０１のウェブサーバ機能やその他の機能が実行される。ウェブサ
ーバ５０１は、ウェブサーバとしての機能や、ファイルサーバとしての機能を実行可能で
ある。また、ウェブサーバ５０１は、電子メールの送信サーバとしての機能や、画像をフ
ァクシミリにより送信する機能などを実行可能である。
【００６８】
　本実施の形態において、ＨＤＤ５１５には、ページ情報（ウェブページを表す文書の一
例）５１５ａと、画像データ５１５ｂと、ジョブデータ５１５ｃとが記憶されている。ペ
ージ情報５１５ａは、例えばＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ）などのマークアップ言語により記述された文書データである。画像データ５１
５ｂは、例えば、ページ情報に基づいて表示されるウェブページにおいて用いられるもの
である。ジョブデータ５１５ｃは、画像形成装置１，２０１，３０１などで実行可能な印
刷ジョブなどのデータである。
【００６９】
　［管理装置６０１の説明］
【００７０】
　管理装置６０１は、ＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）やＡｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ（登録商標）などのデ
ィレクトリサービスを提供するサーバである。管理装置６０１は、制御部６２０と、ＨＤ
Ｄ６１５とを有している。制御部６２０は、ＣＰＵ（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）及
びＲＡＭ（図示せず）などで構成されており、管理装置６０１の制御を行う。
【００７１】
　ＨＤＤ６１５は、管理装置６０１の制御プログラム（図示せず）や、ディレクトリサー
ビスを提供するための情報を記憶する。ＨＤＤ６１５には、認証データベース６１５ａが
記憶されている。認証データベース６１５ａでは、画像形成システム９００を利用するユ
ーザを認証するための認証情報が管理されている。
【００７２】
　［ユーザ認証の説明］
【００７３】
　本実施の形態において、ユーザは、画像形成装置１を介して行われるユーザ認証機能に
より、画像形成装置１にログインして画像形成システム９００を利用することができる。
【００７４】
　ユーザ認証機能は、例えば以下のようにして実現されている。すなわち、認証データベ
ース６１５ａには、ユーザ認証可能なユーザの情報とそのユーザの認証に必要な認証情報
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とが対応付けられて記録されている。認証情報は、例えばユーザ毎に設定されたパスワー
ドである。認証データベース６１５ａには、各ユーザについて実行を許可する機能に関す
る情報が、そのユーザに対応付けて記録されている。
【００７５】
　ユーザ認証機能では、まず、ユーザに、ユーザ認証画面６１（図４に示す。）が提示さ
れる。ユーザ認証画面６１は、表示パネル１３に表示される。ユーザは、操作部１１を操
作し、画像形成装置１にそのユーザの情報（例えば、アカウント名など）とパスワードと
を入力する。操作部１１にこれらの情報が入力されると、ＣＰＵ２１は、入力されたデー
タを管理装置６０１に送信する。管理装置６０１では、制御部６２０が認証データベース
６１５ａを参照し、受信したデータに基づいて、そのユーザの認証可否を判断する。認証
可能であれば、管理装置６０１は、そのユーザについて認証成立とし、画像形成装置１に
認証結果を送信する。画像形成装置１では、認証結果を受信し、認証が成立した認証ユー
ザについて実行を許可されている機能を実行可能とする。このとき、認証ユーザは画像形
成装置１にログインした状態になる。これにより、画像形成装置１は、画像形成装置１を
用いるユーザを識別できる。ユーザ認証機能を用いることにより、表示パネル１３の表示
や利用可能な機能などを認証されたユーザに適合するものにして、画像形成装置１の利便
性を高められる。また、他のユーザの目に触れないようにして、認証されたユーザが画像
形成装置１の近くにいるときに印刷物を出力できるなど、高いセキュリティ効果が得られ
る。
【００７６】
　図４は、ユーザ認証画面６１の一例を示す図である。
【００７７】
　図４を参照して、ユーザ認証画面６１には、入力エリア６１ａ，６１ｂと、ログインボ
タン６１ｃと、バックボタン６１ｆとが配置されている。入力エリア６１ａは、ユーザの
アカウント名が入力されるエリアである。入力エリア６１ｂは、ユーザのパスワードが入
力されるエリアである。ログインボタン６１ｃは、入力エリア６１ａ，６１ｂに入力され
たデータに基づいて、ユーザ認証を行うためのボタンである。バックボタン６１ｆは、ユ
ーザ認証画面６１から通常の画像形成装置１のメニュー画面などに画面を遷移させるため
のボタンである。
【００７８】
　ユーザにより、操作部１１を通じて、これらの入力エリア６１ａ，６１ｂに適切にアカ
ウント名及びパスワードが入力された状態で、ログインボタン６１ｃを押下する操作が行
われると、入力されたデータが管理装置６０１に送信される。これにより、ユーザは、ユ
ーザ認証を行うことができる。
【００７９】
　ユーザ認証により、画像形成装置１は、画像形成装置１を使用するユーザを識別可能で
ある。また、画像形成装置１において、ＣＰＵ２１は、画像形成装置１の機能について、
識別したユーザに応じて、ユーザの使用権限に関する管理（権限管理）を行う。権限管理
を行うことで、ユーザ毎に、所定の機能の使用を制限することができ、高いセキュリティ
効果が得られる。
【００８０】
　なお、ユーザ認証の方式は上記に限られるものではなく、公知の方法を適宜採用するこ
とができる。認証情報の参照先や認証を行う主体などは、上記のものとは異なっていても
よい。例えば、画像形成装置１自身がユーザ認証を行うための認証情報を保有しており、
画像形成装置１がユーザからの認証要求を受け付けて、認証情報に基づいて、そのユーザ
を認証してもよい。また、例えば接触式・非接触式のＩＤカードを用いたカード認証方式
や、ユーザの指紋情報や静脈情報などを利用した生体認証方式などを採用し、ユーザにア
カウント名などの情報やパスワードの入力を要求しないようにしてもよい。
【００８１】
　ユーザは、画像形成装置１などを介して画像形成システム９００にログインし、各画像
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形成装置１，２０１，３０１などがそれぞれ、画像形成システム９００にログインしてい
るユーザを識別できるようにしてもよい。権限管理は、画像形成システム９００の全体で
行われるようにしてもよい。このとき、例えば管理装置６０１が、画像形成システム９０
０で使用可能な機能やアクセス可能な場所について、ユーザの使用権限に関する情報を各
装置に提供するようにしてもよい。
【００８２】
　［プルプリント機能の説明］
【００８３】
　画像形成システム９００において、画像形成装置１は、ウェブサーバ５０１に記憶され
たジョブデータ５１５ｃに基づいて、プルプリントにより印刷を行うことができる（プル
プリント機能）。
【００８４】
　図５は、画像形成システム９００におけるプルプリント機能の一例について説明するブ
ロック図である。
【００８５】
　図５を参照して、プルプリントについてより詳しく説明する。ユーザは、プルプリント
を行う前に、ＰＣ４０１から、ジョブデータ５１５ｃをウェブサーバ５０１に送信する。
ジョブデータ５１５ｃは、例えば、各画像形成装置１が処理可能なページ記述言語（ＰＤ
Ｌ；Ｐａｇｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述されたデータである
。画像形成装置１は、ジョブデータ５１５ｃを印刷ジョブの情報として解釈し、制御部２
０などで実現されるＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）によりジ
ョブデータ５１５ｃに応じてラスタイメージを生成するなどして、印刷を行うことができ
る。
【００８６】
　ジョブデータ５１５ｃは、例えば、以下のようにして生成されてウェブサーバ５０１に
記憶される。すなわち、ＰＣ４０１は、ＨＤＤ４１５と、ＣＰＵ（図示せず）が制御プロ
グラムを実行することなどにより実現されるドライバ部４５５とを有している。ユーザは
、例えばＰＣ４０１でアプリケーションプログラムを動作させ、ＨＤＤ４１５に記憶され
ている文書データ４８０をウェブサーバ５０１に送るための指示をＰＣ４０１に行う。ユ
ーザからの指示に応じて、ドライバ部４５５は、文書データ４８０をジョブデータ５１５
ｃに変換し、ジョブデータ５１５ｃを印刷ジョブとしてウェブサーバ５０１に送信する。
すなわち、プルプリントが行われる際、生成されたジョブデータ５１５ｃは、直接画像形
成装置１に送信されるのではなく、いったんウェブサーバ５０１にスプールされる。ウェ
ブサーバ５０１の制御部５２０は、送信されたジョブデータ５１５ｃを、ＨＤＤ５１５に
保存する。ＨＤＤ５１５には、例えばＢＯＸと呼ばれるデータ格納用の、複数の区画が設
けられている。ジョブデータ５１５ｃは、いずれかのＢＯＸに保存される。各ＢＯＸには
、アクセスなどを行えるユーザを制限するアクセス権限が設定されている。例えば、ある
ＢＯＸについてのアクセス権限は、特定のユーザが画像形成装置１にログインしていると
きに、そのユーザが、そのＢＯＸに、画像形成装置１からアクセスしたりデータを保存し
たりできるように、設定されている。
【００８７】
　ウェブサーバ５０１は、ジョブデータ５１５ｃが送信されたとき、送信されたジョブデ
ータ５１５ｃについて、ジョブ状況テーブル５１５ｅを更新する。ジョブ状況テーブル５
１５ｅは、例えば、各ジョブデータ５１５ｃの実行状況に関する情報を含むものである。
【００８８】
　ジョブデータ５１５ｃがウェブサーバ５０１のＨＤＤ５１５に記憶されている状態で、
画像形成装置１においてプルプリントを実行する旨の指示が受け付けられると、画像形成
装置１は、ウェブサーバ５０１と通信して、ジョブデータ５１５ｃを取得する。画像形成
装置１は、ジョブデータ５１５ｃを取得すると、その印刷ジョブを実行し、印刷物を出力
する。ここで、プルプリントを実行する旨の指示は、画像形成装置１の制御部２０がプル
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プリントを行うための制御プログラム２３ａを実行することで受け付け可能であってもよ
いし、後述のようにウェブアプリケーションが実行されることで受け付け可能であっても
よい。
【００８９】
　プルプリントは、例えば、ユーザがプルプリントの出力先となる画像形成装置１へログ
インしているときに行われる。ユーザがログインした画像形成装置１において、ユーザに
よりプルプリントを実行する旨の操作が行われると、ユーザ自身が画像形成装置１の側に
いる状態で印刷物が出力される。このようにプルプリントが実行されることで、高いセキ
ュリティ効果が得られる。本実施の形態において、画像形成装置２０１，３０１も画像形
成装置１と同様の構成及び機能を有しており、画像形成装置２０１，３０１でプルプリン
トを行うことが可能である。ユーザは、画像形成装置１などにログインしたとき、印刷を
行う画像形成装置１，２０１，３０１を選択できるようにしてもよい。例えば、画像形成
装置１にログインしたとき、印刷先として画像形成装置１，２０１，３０１のいずれかを
指定できるようにしてもよい。
【００９０】
　［ウェブブラウザ機能の説明］
【００９１】
　画像形成装置１のウェブブラウザ機能は、ウェブブラウザ（文書取得手段の一例；解析
手段の一例；生成手段の一例；データ取得手段の一例）により、ウェブサーバ５０１によ
り提供されているウェブページが表示パネル１３に閲覧可能に表示される機能である。ウ
ェブブラウザは、ウェブサーバ５０１にアクセスして、ウェブサーバ５０１により提供さ
れているウェブページの情報を取得する。
【００９２】
　図６は、ウェブブラウザ機能を説明する図である。
【００９３】
　図６を参照して、画像形成装置１において、ウェブブラウザ５３は、ＣＰＵ２１が所定
の制御プログラム２３ａを起動することにより起動されて動作する。ウェブブラウザ５３
は、例えば、機能選択画面６３が表示パネル１３に表示されている状態で、操作部１１を
介してユーザの所定の操作指示があったとき、それに応じて起動される。
【００９４】
　機能選択画面６３は、ＣＰＵ２１の制御に基づいて、表示パネル１３に表示される。機
能選択画面６３には、例えば、画像形成装置１において利用可能な各種機能を選択するボ
タン６３ａ，６３ｂ，６３ｃ，６３ｄが配置されている。ユーザは、表示パネル１３や操
作部１１のボタンを介して、これらのボタン６３ａ，６３ｂ，６３ｃ，６３ｄを指定する
操作を行うことで、指定したボタン６３ａ，６３ｂ，６３ｃ，６３ｄに対応する機能を利
用することができる。コピーボタン６３ａは、複写機能に対応するものである。スキャン
ボタン６３ｂは、スキャナ機能に対応するものである。検索ボタン６３ｃは、検索機能に
対応するものである。ウェブボタン６３ｄは、ウェブ閲覧機能に対応するものである。検
索機能は、所定のサーチエンジンに接続して検索作業を行えるようにする機能である。ウ
ェブ閲覧機能は、所望のウェブサーバにより提供されるウェブページを閲覧可能に表示し
たり、そのウェブページをプリントしたりする機能である。検索機能及びウェブ閲覧機能
は、ウェブブラウザ機能を利用して利用可能になる。すなわち、検索ボタン６３ｃ又はウ
ェブボタン６３ｄが指定される操作が行われたとき、画像形成装置１において、ウェブブ
ラウザ５３が起動する。
【００９５】
　ウェブブラウザ５３は、ウェブページを表示するための情報（例えば、ＨＴＭＬで記述
されたデータ及びウェブページに含まれる画像データなど）に基づいて、ウェブページの
表示画像を生成し、生成したウェブページの表示画像を表示パネル１３に表示する。
【００９６】
　ウェブブラウザ機能では、画像形成装置１は、ウェブサーバ５０１を含むネットワーク
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８００を経由して通信可能なウェブサーバにより提供されているウェブページを閲覧可能
にすることができる。ウェブブラウザ５３は、例えば、所定の通信プロトコル（例えば、
ＨＴＴＰなど）により、ユーザにより指定されたＵＲＩに基づいて、ウェブページを表示
するための情報（表示データ）の取得を要求する（ＧＥＴ）。要求を受けたウェブサーバ
は、ウェブブラウザ５３に表示データを送信する。これにより、ウェブブラウザ５３は、
表示データを取得できる。表示データは、例えば、ページ情報５１５ａ及びそれに対応す
る画像データ５１５ｂなどである。
【００９７】
　ＵＲＩは、例えば、ユーザが操作部１１などを介して直接に入力操作を行うことで指定
される。ＵＲＩは、例えば、閲覧可能に表示されているウェブページに含まれる別のウェ
ブページを示すハイパーリンクを指定する操作が行われることで指定される。
【００９８】
　ウェブブラウザ５３が機能しているとき、キャッシュ管理部５５及び履歴管理部５７が
機能する。キャッシュ管理部５５及び履歴管理部５７は、それぞれ、ウェブブラウザ５３
の一機能として実現される。すなわち、キャッシュ管理部５５及び履歴管理部５７は、Ｃ
ＰＵ２１が制御プログラム２３ａなどを実行することなどにより実現される。
【００９９】
　キャッシュ管理部５５は、ウェブブラウザ５３が取得した情報を、キャッシュ情報１５
ｂとしてＨＤＤ１５に記憶させる。キャッシュ情報１５ｂには、マークアップ言語により
記述されたページ情報と、ページ情報に基づいて閲覧されるウェブページに含まれる画像
データとが含まれる。キャッシュ情報１５ｂには、ページ情報や画像データのほか、ウェ
ブページを表示するために用いられる情報やプログラムなどが含まれていてもよい。また
、キャッシュ管理部５５は、各キャッシュ情報１５ｂについてキャッシュデータベース１
５ａを用いて管理する。キャッシュデータベース１５ａでは、例えば、キャッシュ情報に
ついて、ＵＲＩ、ファイル名、取得時刻などの情報が記憶される。
【０１００】
　履歴管理部５７は、ウェブブラウザ５３が情報を取得した履歴に関する情報を、履歴デ
ータベース１５ｃを用いて、履歴情報として管理する。履歴情報には、例えば、取得され
た情報のＵＲＩ及び取得時刻などの情報が含まれている。
【０１０１】
　キャッシュ管理部５５は、例えばユーザの操作指示に従って、指定されたキャッシュ情
報１５ｂ及びそのキャッシュ情報１５ｂに関するキャッシュデータベース１５ａの情報を
削除する。また、履歴管理部５７は、例えばユーザの操作指示に従って、履歴データベー
ス１５ｃのレコードのうち指定されたものを削除する。
【０１０２】
　キャッシュ管理部５５は、キャッシュ情報１５ｂ及びそのキャッシュ情報１５ｂに関す
るキャッシュデータベース１５ａの情報のうち一方又は両方について、所定のタイミング
（例えば、キャッシュ情報１５ｂを記憶してから所定時間が経過したとき、又は最後にそ
のウェブページにアクセスしてからの所定時間が経過したときなど）で削除を行ってもよ
い。同様に、履歴管理部５７は、履歴データベース１５ｃのレコードについて、所定のタ
イミング（例えば、履歴情報を記憶してから所定時間が経過したとき、又は最後にそのウ
ェブページにアクセスしてから所定時間が経過したときなど）で削除を行ってもよい。
【０１０３】
　ウェブブラウザ機能によれば、ユーザは、ウェブブラウザ５３を動作させて所望のウェ
ブページを表示パネル１３などに表示させることにより、ウェブページを閲覧することが
できる。また、ユーザは、閲覧しているウェブページに含まれるハイパーリンクを指定す
ることで、そのハイパーリンクのリンク先のウェブページなどを閲覧することができる。
ウェブブラウザ５３によりウェブページが表示されているとき、ユーザは、ウェブブラウ
ザ５３に所定の操作指示を行うことで、表示中のウェブページについて、画像形成装置１
に画像を形成させることができる。
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【０１０４】
　［ウェブアプリケーションの説明］
【０１０５】
　ウェブサーバ５０１は、ウェブアプリケーションを提供可能に構成されている。すなわ
ち、ウェブサーバ５０１は、アプリサーバ（ウェブアプリケーションのサーバ）として機
能する。ウェブブラウザ５３は、ウェブサーバ５０１にアクセスし、ウェブアプリケーシ
ョンに関する情報を取得し、ウェブページの表示を行う。これにより、ウェブブラウザ５
３は、ユーザに、ウェブアプリケーションを利用可能に提示することができる。ウェブア
プリケーション方式の長所としては、画像形成装置１などに個々にアプリケーションソフ
トウェアを利用可能に設定する必要がない点、ウェブサーバ５０１側のプログラムなどを
変更するだけで、画像形成システム９００の全体で変更後のウェブアプリケーションを利
用できる点などが挙げられる。画像形成システム９００を、利便性が高く、メンテナンス
が容易なものにすることができる。
【０１０６】
　以下、画像形成システム９００で利用されるウェブアプリケーション機能の具体例につ
いて説明する。画像形成システム９００では、例えば、ウェブアプリケーション機能によ
り、プルプリント機能や、スキャン送信機能が実現される。以下の説明において、プルプ
リント機能を実現するためのウェブアプリケーションを「ＡＰＰ１」と呼ぶことがある。
また、スキャン送信機能を実現するためのウェブアプリケーションを「ＡＰＰ２」と呼ぶ
ことがある。本実施の形態において、ＡＰＰ１及びＡＰＰ２は、画像形成装置１に登録し
て利用可能である。
【０１０７】
　図７は、ウェブアプリケーション機能により実現されるプルプリント機能の一例を説明
する図である。
【０１０８】
　プルプリント機能では、前もって、プリントジョブがウェブサーバ５０１に登録される
。すなわち、ステップＳ１０１において、ＰＣ４０１からウェブサーバ５０１に、プリン
トジョブが送信される。プリントジョブが送信されると、ウェブサーバ５０１のＨＤＤ５
１５において、ジョブデータ５１５ｃが記憶される。なお、プリントジョブは、ウェブサ
ーバ５０１とは別の、プルプリント用のファイルサーバなどに登録されてもよい。
【０１０９】
　ステップＳ１０２において、ウェブアプリケーションが利用されるとき、操作部１１は
、後述のようにアプリ管理部５１により登録されたウェブアプリケーションを選択する指
示を受け付ける。すなわち、操作部１１は、ウェブアプリケーションを利用する指示を受
け付ける。
【０１１０】
　本実施の形態において、ウェブアプリケーションが登録されている状態では、機能選択
画面６３に、ウェブアプリケーションに対応するボタンが表示される。これらのボタンは
、画像形成装置１の種々のスタンドアロンアプリケーションに対応するボタン６３ａ，６
３ｂ，６３ｃ，６３ｄに並んで表示される。図７に示す例においては、ウェブアプリケー
ションとして、ＡＰＰ１及びＡＰＰ２が画像形成装置１に登録されている。機能選択画面
６３には、ボタン６３ａ，６３ｂ，６３ｃ，６３ｄとともに、ＡＰＰ１を動作させるため
のボタン６３ｅ及びＡＰＰ２を動作させるためのボタン６３ｆが表示されている。ユーザ
は、ボタン６３ｅについて操作入力を行うことで、画像形成装置１においてＡＰＰ１を利
用することができる。ユーザは、ボタン６３ｆについて操作入力を行うことで、画像形成
装置１においてＡＰＰ２を利用することができる。
【０１１１】
　画像形成装置１では、ユーザによりプルプリントを行う旨の指示を受け付ける。画像形
成装置１の表示パネル１３に、機能選択画面６３が表示される。表示された機能選択画面
６３において、ボタン６３ｅについて操作入力が行われると、そのボタン６３ｅに対応す
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るＡＰＰ１が起動する。すなわち、ＡＰＰ１のウェブページがウェブブラウザ５３で表示
され、ユーザが閲覧及び操作入力することが可能になる。同様に、表示された機能選択画
面６３において、ボタン６３ｆについて操作入力が行われると、そのボタン６３ｆに対応
するＡＰＰ２が起動する。すなわち、ＡＰＰ２のウェブページがウェブブラウザ５３で表
示され、ユーザが閲覧及び操作入力することが可能になる。
【０１１２】
　ステップＳ１０３において、ウェブアプリケーションが起動するとき、ウェブブラウザ
５３は、ウェブサーバ５０１に対して、ウェブページに関する情報を要求する。なお、こ
のとき、要求を行うウェブページについて、キャッシュ情報１５ｂが既に記憶されており
、ウェブページが更新されていない場合には、ウェブブラウザ５３は、キャッシュ情報１
５ｂをそのウェブページのコンテンツとして取得可能である。
【０１１３】
　ステップＳ１０４において、ウェブサーバ５０１は、ウェブブラウザ５３からの要求に
応じて、ウェブページに関する表示データを送信する。これにより、ウェブブラウザ５３
は、ウェブアプリケーションを選択する指示に応じて、ウェブアプリケーションを実行す
るための情報を取得する。
【０１１４】
　ステップＳ１０５において、ウェブブラウザ５３は、取得した表示データに基づいて、
表示パネル１３に表示を行う。これにより、プリント指示画面（ウェブアプリケーション
の表示画面の一例）６５が表示される。
【０１１５】
　ここで、プリント指示画面６５には、ジョブ選択ボタン６５ａ，６５ｂと、プリントボ
タン６５ｃと、送信ボタン６５ｄと、次ページ遷移ボタン６５ｅと、バックボタン６５ｆ
とが配置されている。プリント指示画面６５は、一見、スタンドアロンのアプリケーショ
ンの操作画面であるとユーザに感じさせるような画面構成を有するものである。ユーザは
、これらの各ボタン６５ａ～６５ｆを選択する操作を操作部１１を介して行うことができ
る。各ボタン６５ａ～６５ｆは、ページ情報に基づいて所定の画像データであるボタン画
像が表示されることで、プリント指示画面６５内に表示される。
【０１１６】
　ジョブ選択ボタン６５ａ，６５ｂには、ウェブサーバ５０１に記憶されているプリント
ジョブの情報が表示される。ユーザは、これらのプリントジョブのうちプリントしたいも
のを選択することができる。プリントボタン６５ｃは、ボタン６５ａ，６５ｂで選択され
ているプリントジョブを実行する指示を行うためのボタンである。送信ボタン６５ｄは、
ボタン６５ａ，６５ｂで選択されているプリントジョブのデータを送信する指示を行うた
めのボタンである。データは、例えばファクシミリにより送信したり、電子メールにより
送信したりすることができる。次ページ遷移ボタン６５ｅは、例えば記憶されているプリ
ントジョブの数が多く、プリントジョブを複数ページに分割して表示している場合などに
おいて、現在のページの次のページを表示させる指示を行うためのボタンである。バック
ボタン６５ｆは、プリント指示画面６５が表示されている状態からそれ以前に表示されて
いた機能選択画面６３に戻るためのボタンである。
【０１１７】
　ステップＳ１０６において、ウェブブラウザ５３は、ユーザがプリントボタン６５ｃを
操作したとき、それに応じた指示情報をウェブサーバ５０１に送信する。ここで、指示情
報には、プリント対象とするプリントジョブを特定する情報と、そのプリントジョブのプ
リント指示とが含まれる。指示情報は、例えば所定のＵＲＩを取得するための形式の情報
であってもよいし、他のコマンドのような形式のものであってもよい。
【０１１８】
　ステップＳ１０７において、ウェブサーバ５０１は、指示情報を受けると、特定された
プリントジョブのデータを画像形成装置１に送信する。
【０１１９】
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　ステップＳ１０８において、画像形成装置１のプリント部３０は、ウェブサーバ５０１
から送信されたプリントジョブのデータに基づいて、プリントを行う。すなわち、画像形
成装置１において、プリント指示画面６５において指示された通りに、プリントジョブが
実行される。
【０１２０】
　図８は、ウェブアプリケーション機能により実現されるスキャン送信機能の一例を説明
する図である。
【０１２１】
　スキャン送信機能は、画像形成装置１のスキャン部４０により原稿をスキャンして生成
した画像データを、ウェブサーバ５０１を介して外部機器に送信する機能である。画像形
成装置１に送信先情報が記憶されていなくても、ウェブサーバ５０１や画像形成システム
９００内の他の装置に記憶されている送信先情報に基づいて、データの送信を行うことが
できる。例えば、画像形成装置１や画像形成システム９００にログインしているユーザに
応じて管理装置６０１などに送信先情報が記憶されているとき、ログインしているユーザ
に応じた送信先にデータを送信できるようにしてもよい。
【０１２２】
　スキャン送信機能は、例えば、上述の機能選択画面６３において、スキャン送信機能に
対応するボタン６３ｆが操作されたときに起動される。すなわち、ウェブブラウザ５３は
、ウェブサーバ５０１にアクセスし、ウェブページなどの情報を取得する。ウェブブラウ
ザ５３は、取得した情報に基づいて、スキャン送信機能の設定画面をユーザに閲覧可能に
表示する。これにより、スキャン送信機能が利用可能になる。
【０１２３】
　図８を参照して、スキャン送信機能が利用可能になると、スキャン送信機能の設定画面
（ウェブアプリケーションの表示画面の一例）６７が表示される。設定画面６７には、フ
ァクシミリ送信選択ボタン６７ａと、電子メール送信選択ボタン６７ｂと、バックボタン
６７ｆとが含まれる。バックボタン６７ｆは、バックボタン６５ｆと同様のボタンである
。ファクシミリ送信選択ボタン６７ａは、スキャン部４０によりスキャンして生成された
画像をファクシミリ送信することを選択するためのボタンである。ファクシミリ送信選択
ボタン６７ａが操作されると、後述のように、生成された画像データがウェブサーバ５０
１からファクシミリ送信される。電子メール送信選択ボタン６７ｂは、スキャン部４０に
よりスキャンして生成された画像を電子メールにより送信することを選択するためのボタ
ンである。電子メール送信選択ボタン６７ｂが操作されると、後述のように、生成された
画像データがウェブサーバ５０１から電子メールにより送信される。各ボタン６７ａ，６
７ｂ，６７ｆは、ページ情報に基づいて所定の画像データであるボタン画像が表示される
ことで、設定画面６７内に表示される。
【０１２４】
　なお、ファクシミリ送信選択ボタン６７ａ又は電子メール送信選択ボタン６７ｂが操作
されると、設定画面６７から送信先を設定するための送信先選択画面（図示せず）に画面
が遷移する。送信先選択画面は、例えば、スキャン送信機能により画像データの送信を行
うことが可能な送信先の候補を表示し、それらのうちから実際に画像データの送信先とす
るものをユーザに選択させる画面である。送信先の候補は、例えば、ウェブサーバ５０１
に記憶されている情報や、管理装置６０１に記憶されている送信先情報に基づいて表示さ
れればよい。また、画像形成装置１に記憶されている情報に基づいて送信先の候補が表示
されるようにしてもよい。
【０１２５】
　ステップＳ２０１において、設定画面６７において送信方法（例えば、ファクシミリ送
信を行うか、電子メールによる送信を行うかなど）の選択操作が行われると、それに応じ
て、ウェブブラウザ５３は指示情報をウェブサーバ５０１に送信する。ここで、指示情報
は、例えば所定のＵＲＩを取得するための形式の情報であってもよいし、他のコマンドの
ような形式のものであってもよい。
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【０１２６】
　ステップＳ２０２において、ウェブサーバ５０１は、指示情報を送信した画像形成装置
１に対し、スキャン開始指示を送信する。
【０１２７】
　ステップＳ２０３において、画像形成装置１は、スキャン開始指示に応じて、原稿のス
キャンを行う。スキャンは、スキャン部４０により行われる。これにより、画像データが
生成される。
【０１２８】
　ステップＳ２０４において、画像形成装置１は、生成された画像データをウェブサーバ
５０１に送信する。送信は、例えばＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）やＷｅｂＤＡＶ（Ｗｅｂ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｕｔｈｏｒｉｎｇ　ａｎｄ
　Ｖｅｒｓｉｏｎｉｎｇ）などのプロトコルにより行われる。画像データは、ウェブサー
バ５０１に記憶される。
【０１２９】
　ステップＳ２０５において、ウェブサーバ５０１は、指示情報に基づいて、設定画面６
７において指定された方法で、指定された送信先に、画像データを送信する。例えば、フ
ァクシミリ送信を行うことが指示されているときには、ウェブサーバ５０１は、画像デー
タを、指定された電話番号を送信先として、電話回線を通じて送信する。また、電子メー
ルによる送信を行うことが指示されているときには、ウェブサーバ５０１は、画像データ
を、指定されたメールアドレスを送信先として、ＭＩＭＥ（Ｍｕｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅ　
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍａｉｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）などに基づいて電子メールによって
送信する。なお、画像データは、ファクシミリ送信が行われる際、インターネットＦＡＸ
など、ＩＰ（インターネット・プロトコル）ネットワークを経由して送信されてもよい。
【０１３０】
　画像形成装置１は、スキャン部４０で生成した画像データに画像処理を施した上で、処
理後の画像データをウェブサーバ５０１に送信するようにしてもよい。また、ウェブサー
バ５０１が、送信された画像データについて画像処理を施した上で、送信を行うようにし
てもよい。このとき、画像処理として、設定画面６７において指定されたものが行われる
ようにしてもよい。画像形成装置１で画像処理が行われる場合、スキャン開始指示ととも
に、画像データについて行われるべき画像処理を特定するための情報が、ウェブサーバ５
０１から画像形成装置１に送られるようにすればよい。この場合、例えば、送信方法につ
いての情報が画像形成装置１に送られ、画像形成装置１が、送信方法に応じた画像処理を
行うようにしてもよい。
【０１３１】
　指示情報において、スキャンを行う画像形成装置を指定する情報が含まれるようにし、
ウェブサーバ５０１が、指示情報において指定された画像形成装置にスキャン開始指示を
送信するようにしてもよい。この場合、スキャン開始指示が送信された画像形成装置が、
原稿のスキャンを行い、生成した画像データをウェブサーバ５０１に送信するようにすれ
ばよい。
【０１３２】
　上記の説明において、画像データはウェブサーバ５０１から送信されるが、これに限ら
れるものではなく、他の装置から送信されるようにしてもよい。例えば、画像データは、
画像形成装置１から送信されるようにしてもよい。この場合、ウェブサーバ５０１から画
像形成装置１に、選択された送信先の情報と、選択された送信方法の情報とを送信指示と
して送信し、画像形成装置１が、送信指示に基づいて送信を行うようにしてもよい。また
、画像形成装置１から別の送信サーバに画像データが送信され、送信サーバが、ウェブサ
ーバ５０１から送信方法と送信先の指示を受け、画像データの送信を行うように構成され
ていてもよい。
【０１３３】
　本実施の形態において、例えば所定の要件を満たしたウェブアプリケーションには認定
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情報が付与されている。すなわち、画像形成装置１は、ウェブアプリケーションとして、
認定情報を付与されたものすなわち認定されているものと、認定されていないものとをそ
れぞれ利用可能である。画像形成装置１は、ウェブアプリケーションが認定されているか
否かに応じて、そのウェブアプリケーションの登録に関する取扱い方法を変更することが
できる。
【０１３４】
　［ウェブアプリケーションの登録の説明］
【０１３５】
　本実施の形態において、画像形成装置１には、１つのウェブアプリケーション又は複数
のウェブアプリケーションが登録可能である。ウェブアプリケーションの登録とは、その
ウェブアプリケーションを速やかに起動できるように、画像形成装置１に設定しておくこ
とをいう。本実施の形態では、例えば、ウェブアプリケーションを実行するための情報（
例えば、ウェブアプリケーションの起動時に表示するウェブページの情報など）を取得す
るための情報（例えば、ＵＲＩなど）の登録が行われる。ウェブアプリケーションが登録
されると、ウェブアプリケーションを起動するためのショートカットアイコンなどが、ユ
ーザが容易に選択できるように所定の機能選択画面に表示される。このとき、ウェブアプ
リケーションを登録するために必要な所定の情報や、登録されたウェブアプリケーション
の使用時に必要な所定の情報（例えば、ＵＲＩなど）が、ウェブサーバ５０１から画像形
成装置１に送られ、画像形成装置１で記憶される。ウェブブラウザ５３は、アプリ管理部
５１により登録された、ウェブページの情報を取得するためのＵＲＩなどの情報に基づい
て、ウェブアプリケーションを実行するための情報を取得する。ウェブアプリケーション
の登録を行うことで、ユーザは、容易にそのウェブアプリケーションを利用できるように
なる。ウェブアプリケーションの登録は、例えば、登録するアプリケーションのＵＲＩな
どを、ウェブアプリケーションを管理するためのデータベースに記録することなどによっ
て行われる。
【０１３６】
　なお、ウェブアプリケーションの登録は、以下のような態様で行われるものであっても
よい。例えば、ウェブアプリケーションを起動するためのＵＲＩなどの情報を含む、いわ
ゆるブックマークを記録すること（ウェブページのＵＲＩをウェブブラウザ５３などに記
録し、再度選択可能にすること）により行われてもよい。また、例えば、ショートカット
アイコンなどを表示しなくても、ユーザが行う所定の操作入力や、画像形成装置１が検知
可能なユーザによる所定の振る舞いなど（例えば認証動作など）に応じて、所定のウェブ
アプリケーションが起動するように、画像形成装置１に設定することにより行われてもよ
い。
【０１３７】
　ユーザ認証機能により画像形成装置１にログインしている所定のユーザのみが、ウェブ
アプリケーションの登録を行えるようにしてもよい。例えば、画像形成装置１の管理者権
限を有するユーザや画像形成システム９００の管理者権限を有するユーザのみがウェブア
プリケーションの登録を行えるように制限することができる。
【０１３８】
　登録可能なウェブアプリケーションは、限定的であってもよい。所定のウェブアプリケ
ーションのみが登録可能になるようにアプリ管理部５１が設定されており、登録対象とし
てウェブアプリケーションが指定されたとき、それが登録可能なものであるか否かをアプ
リ管理部５１が判断するようにしてもよい。例えば、アプリ管理部５１が、予め登録可能
なウェブアプリケーションを示すテーブルなどを有し、そのテーブルに基づいて、アプリ
管理部５１が、ウェブアプリケーションを登録可能であると判断してもよい。
【０１３９】
　認定情報が付与されているウェブアプリケーションのみが登録可能になるようにしても
よい。アプリ管理部５１は、ウェブアプリケーションの登録に先立ち、ウェブサーバ５０
１からウェブアプリケーションに関する認定情報を取得し、その認定情報に基づいて、ウ
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ェブアプリケーションを登録可能か否かを判断するようにしてもよい。アプリ管理部５１
は、例えば、ＨＤＤ１５に記憶されている認定テーブル１５ｅを参照して、上記判断を行
うことができる。認定テーブル１５ｅは、例えば、認定されているウェブアプリケーショ
ンについての情報がまとめられているものである。
【０１４０】
　なお、画像形成装置１へのウェブアプリケーションの登録は、ウェブサーバ５０１や画
像形成装置１と通信可能な外部機器からの指示に基づいて行われるようにしてもよい。例
えば、ウェブサーバ５０１が、登録対象の画像形成装置１にウェブアプリケーションに関
する情報を送信し、画像形成装置１のアプリ管理部５１は、送信された情報を受信したと
き、そのウェブアプリケーションについて登録を行うようにしてもよい。
【０１４１】
　［ウェブアプリケーション利用時のデータ取得動作の説明］
【０１４２】
　ここで、本実施の形態においては、上記のようにウェブアプリケーションが用いられる
とき、以下のような動作が行われる。ウェブブラウザ５３は、初めにウェブアプリケーシ
ョンのページ情報５１５ａを取得し、取得したページ情報５１５ａについて解析処理を行
う。解析処理では、ページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩ（パスを含む。）のうち画像を
指し示すものについて、予め設定された固定名称が含まれるか否かが判断される。ウェブ
ブラウザ５３は、ＵＲＩに固定名称が含まれるとき、予め固定名称に対応付けられた所定
の場所からＵＲＩに対応する画像データなどを取得する。ウェブブラウザ５３は、取得し
た画像データを用いて、ページ情報５１５ａに基づいて、ウェブアプリケーションの表示
画面を生成する。生成された表示画面が表示パネル１３に表示されることで、ユーザは、
ウェブアプリケーションを用いることができる。
【０１４３】
　固定名称は、予め画像形成装置１に設定されているものである。固定名称は、画像デー
タが記憶されている所定の場所に対応付けられている。固定名称と所定の場所との対応関
係は、解析テーブル１５ｆとして設定されている。
【０１４４】
　固定名称に対応付けられた所定の場所に記憶されている画像データとしては、画像形成
装置１，２０１，３０１の内蔵アプリケーションの動作時に表示される画像と同じ、共通
画像（共通データの一例）がある。共通画像は、内蔵アプリケーションで表示される操作
アイコンなどの画像である。本実施の形態において、ウェブアプリケーションの表示画面
が、ページ情報５１５ａに従って、共通画像を用いて生成される。これにより、ウェブア
プリケーションのＵＩと、内蔵アプリケーションのそれとの統一性が高くなる。したがっ
て、ウェブアプリケーションの利用時にユーザが混乱しにくくなる。
【０１４５】
　ウェブアプリケーションの登録が行われるときには、画像形成装置１により、そのウェ
ブアプリケーションで用いられる画像データのうち、画像形成装置１の内部に記憶されて
いないもののうち少なくとも一部が取得される。取得された画像データは、画像形成装置
１の内部に記憶される。ウェブブラウザ５３は、ウェブアプリケーションの利用時におい
て、画像形成装置１の内部に記憶された画像データを取得し、それを用いて、ウェブアプ
リケーションの表示画面を生成する。これにより、登録されたウェブアプリケーションの
利用時においては、ベンダ固有の画像データ（ウェブアプリケーション固有の画像データ
）についても、画像形成装置１の内部に記憶されたものを用いることができる。
【０１４６】
　図９は、画像形成システム９００におけるウェブアプリケーションの登録時及び利用時
の動作を説明する図である。
【０１４７】
　まず、ウェブアプリケーションの登録の流れについて説明する。図９を参照して、画像
形成装置１には、アプリ管理部（登録手段の一例；第２の記憶手段の一例；判定手段の一
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例；名称設定手段の一例）５１が設けられている。アプリ管理部５１は、ＣＰＵ２１が所
定の制御プログラム２３ａを実行することなどにより実現される。
【０１４８】
　アプリ管理部５１は、ウェブサーバ５０１により提供されるウェブアプリケーションの
登録を行う。ウェブアプリケーションは、例えば、画像形成装置１において所定の操作入
力などが行われると、アプリ管理部５１により、画像形成装置１に登録される。
【０１４９】
　ステップＳ５１において、画像形成装置１で登録対象となるウェブアプリケーションと
して、ウェブサーバ５０１が提供するウェブアプリケーションが指定されると、アプリ管
理部５１は、ウェブサーバ５０１から指定されたウェブアプリケーションに関する情報を
取得する（Ｓ５１）。アプリ管理部５１は、例えば、ウェブアプリケーションのＵＲＩ及
び識別情報（Ｃｏｏｋｉｅなど）など、ウェブアプリケーションを使用する際に必要な情
報を取得する。なお、このとき、アプリ管理部５１は、ウェブアプリケーションについて
表示するウェブページの情報などをキャッシュ管理部５５に記憶させてもよい。アプリ管
理部５１は、取得した情報に基づいて、ウェブアプリケーションの登録を行う。
【０１５０】
　このとき、アプリ管理部５１は、サーバにより提供され登録されたウェブアプリケーシ
ョンが、認定されているものであるか否かを判断する。アプリ管理部５１は、ＨＤＤ１５
に記憶されている認定テーブル１５ｅを参照することで、登録されたウェブアプリケーシ
ョンが認定されているものであるか否かを判断する。ウェブアプリケーションが認定され
ていないものであれば、アプリ管理部５１は、以降の処理を行わない。すなわち、ウェブ
アプリケーションが認定されていないものであれば、以下に説明するウェブサーバ５０１
からの画像データ５１５ｂの取得が行われない。
【０１５１】
　ステップＳ５２において、アプリ管理部５１は、ウェブアプリケーションが認定されて
いるものであれば、ウェブサーバ５０１から、ウェブアプリケーションの画像データ５１
５ｂを取得し、以下の処理（Ｓ５３，Ｓ５４）を行う。このとき、画像形成装置１の内部
に記憶されていない画像データが、ウェブサーバ５０１から取得される。
【０１５２】
　ステップＳ５３において、アプリ管理部５１は、ウェブサーバ５０１から取得した画像
データを、例えばＨＤＤ１５に画像データ１５ｄとして記憶する。このとき、本実施の形
態において、画像データ１５ｄは、ウェブブラウザ５３の通常の機能によりＨＤＤ１５に
記憶されているキャッシュ情報１５ｂとは別に記憶される。画像データ１５ｄは、ＨＤＤ
１５のうち、所定のディレクトリに記憶される。なお、ウェブサーバ５０１から取得され
た画像データは、ＨＤＤ１５ではなく、ＲＯＭ２３に画像データ２３ｄとして記憶されて
もよい。
【０１５３】
　ステップＳ５４において、アプリ管理部５１は、ウェブサーバ５０１に対し、固定名称
を送信する。ここで、固定名称は、登録手段により登録されたウェブアプリケーションに
関するものである。アプリ管理部５１は、固定名称を、画像データ１５ｄの記憶場所であ
る所定のディレクトリに対応付けて設定する。アプリ管理部５１は、固定名称の設定を行
ったとき、設定された固定名称に関する情報を、ウェブサーバ５０１に送信する。なお、
画像データ１５ｄの記憶場所は、所定のディレクトリに限られず、アプリ管理部５１など
により適宜決定されるようにしてもよい。
【０１５４】
　ウェブサーバ５０１では、固定名称に関する情報を受信すると、それに基づいて、ペー
ジ情報５１５ａを確認する処理を行う。すなわち、制御部５２０は、画像形成装置１から
送信された固定名称に関する情報を取得し、その情報に基づいて、ウェブアプリケーショ
ンのウェブページのページ情報５１５ａの変更を必要に応じて行う。制御部５２０は、ペ
ージ情報５１５ａに含まれるＵＲＩのうち、ＨＤＤ１５に記憶された画像データ１５ｄに



(26) JP 2012-191321 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

関するものについて、アプリ管理部５１により設定された固定名称が含まれるように変更
する。これにより、後述のようにウェブアプリケーションが利用されるとき、画像データ
１５ｄが画像形成装置１において用いられるようにすることができる。ページ情報５１５
ａに含まれるＵＲＩが、既に固定名称を含むものであるときには、上記のようなページ情
報５１５ａの変更は行われない。
【０１５５】
　固定名称の設定は、アプリ管理部５１などが、ウェブサーバ５０１からの指示に基づい
て行うようにしてもよい。この場合、画像形成装置１からウェブサーバ５０１への固定名
称に関する情報の送信は、行われなくてもよい。すなわち、ウェブサーバ５０１の制御部
５２０は、ウェブアプリケーションの登録時、ページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩのう
ち画像データ１５ｄに関するものに基づいて、設定されるべき固定名称に関する指示情報
を画像形成装置１に送信する。すなわち、制御部５２０は、画像形成装置１で設定される
固定名称が、画像データ１５ｄに関するＵＲＩに含まれるものになるように、指示情報を
生成する。制御部５２０は、指示情報を画像形成装置１に送信する。アプリ管理部５１は
、指示情報を受信し、指示情報に基づいて固定名称の設定を行う。
【０１５６】
　次に、登録されたウェブアプリケーションの利用時の動作について説明する。
【０１５７】
　例えばユーザからのウェブアプリケーションを利用する指示が受け付けられると、ステ
ップＳ３０１において、ウェブブラウザ５３は、指示に応じて、ウェブサーバ５０１に対
して、ウェブアプリケーションのページ情報５１５ａの取得要求を行う。
【０１５８】
　ステップＳ３０２において、ウェブサーバ５０１は、取得要求を受け、ページ情報５１
５ａを画像形成装置１に送信する。ウェブブラウザ５３は、ページ情報５１５ａを取得す
る。
【０１５９】
　ここで、ウェブブラウザ５３は、取得したページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩのうち
画像を指し示すものを解析し、そのＵＲＩに予め設定された固定名称が含まれるか否かを
判断する。ウェブブラウザ５３は、画像を指し示すＵＲＩとして、例えばＩＭＧタグに含
まれるものを解析対象とする。解析は、解析テーブル１５ｆを参照して行われる。解析結
果に応じて、各ＵＲＩについて、取得する画像データが変更される。
【０１６０】
　ステップＳ３０３及びステップＳ３０４において、ウェブブラウザ５３は、ＵＲＩに固
定名称が含まれると判断されたとき、その固定名称について対応付けられた所定の場所を
解析テーブル１５ｆを参照することで特定する。そして、ウェブブラウザ５３は、特定さ
れた所定の場所から、ＵＲＩに対応する画像を取得する。本実施の形態において、画像形
成装置に設定されている固定名称には、ＨＤＤ１５内の所定のディレクトリや、ＲＯＭ２
３内の所定のディレクトリが対応付けられている。すなわち、固定名称がＵＲＩに含まれ
る場合、ウェブブラウザ５３は、ＨＤＤ１５又はＲＯＭ２３から、そのＵＲＩに対応する
画像データ１５ｄ，２３ｄを取得する。
【０１６１】
　上記のようにウェブアプリケーションの登録時においてアプリ管理部５１により画像デ
ータが取得された場合において、そのウェブアプリケーションが用いられる場合には、ウ
ェブブラウザ５３は、アプリケーションの登録時に設定された固定名称がＵＲＩに含まれ
るか否かを解析することになる。そして、ウェブブラウザ５３は、固定名称がＵＲＩに含
まれるときには、固定名称に対応付けられているＨＤＤ１５の所定のディレクトリから、
ＵＲＩに対応する画像データ１５ｄを取得する。
【０１６２】
　ステップＳ３０５及びステップＳ３０６において、ウェブブラウザ５３は、取得したペ
ージ情報５１５ａに含まれるＵＲＩのうち固定名称が含まれないものに関して、ＵＲＩに
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対応するデータを取得する。例えば、ウェブブラウザ５３は、ウェブサーバ５０１にアク
セスし、画像データ５１５ｂを取得する。認定されていないウェブアプリケーションにつ
いて、その登録時に画像データが取得されていないときは、ＵＲＩが指し示すデータが取
得される。
【０１６３】
　ウェブブラウザ５３は、ステップＳ３０４及びステップＳ３０６で取得した画像データ
などのデータを用いて、ページ情報５１５ａに基づいて、ウェブアプリケーションの表示
画面を生成する。
【０１６４】
　なお、ウェブブラウザ５３は、キャッシュ情報１５ｂよりも、固定名称が含まれるＵＲ
Ｉに対応するものとして取得されたデータを優先して用いる。すなわち、ＵＲＩに対応す
る画像データが、画像形成装置１の内部に一時的にキャッシュ情報１５ｂとして記憶され
ている場合であって、そのＵＲＩが固定名称を含むものである場合を想定する。この場合
において、固定名称に対応する場所から画像データ１５ｄ，２３ｄが取得されたときには
、ウェブブラウザ５３は、キャッシュ情報１５ｂを用いず、取得された画像データ１５ｄ
，２３ｄを用いて、表示画面の生成を行う。これにより、所定の場所から取得された、よ
り信頼性が高いデータを用いて、表示画面が生成される。
【０１６５】
　ここで、画像形成装置１の内部に一時的に記憶されているキャッシュ情報１５ｂを使用
しないように設定されている場合、例えばブラウザのキャッシュ機能が無効化されている
場合を想定する。この場合においても、ウェブブラウザ５３は、固定名称が含まれるＵＲ
Ｉに対応するものとして取得された、画像形成装置１の内部に記憶されている画像データ
１５ｄ，２３ｄを使用して、表示画面を生成する。これにより、キャッシュ機能を利用し
ているか否かにかかわらず、固定名称が含まれるＵＲＩに対応するデータを使用した表示
画面が確実に表示される。
【０１６６】
　図１０は、解析テーブル１５ｆの内容の一例を示す図である。
【０１６７】
　図１０を参照して、解析テーブル１５ｆでは、固定名称とそれに対応する画像データの
場所とが対応付けられている。固定名称としては、例えば、「／ｋｍ／」と、「／ａｐ１
／」と、「／ａｐ２／」とがある。
【０１６８】
　固有名称「／ｋｍ／」については、ＲＯＭ２３のディレクトリである、「／ｒｏｍ／ｐ
ａｎｅｌ／ｉｍｇ／ｋｍ／」が所定の場所として対応付けられている。このディレクトリ
には、共通画像が画像データ２３ｄとして記憶されている。固有名称「／ｋｍ／」は、共
通画像に関して設定されているものである。ここで共通画像とは、他のアプリケーション
と共有されうる画像である。共通画像は、画像形成装置１の内蔵アプリケーションで利用
されたり、一定のウェブアプリケーション（例えば、認定されているウェブアプリケーシ
ョン）で利用されたりする。共通画像としては、例えば、ウェブアプリケーションのウェ
ブページの背景画像、ボタン画像、及びアイコン画像などが挙げられる。これらの画像の
うち、共通画像としては、一部のみが記憶されていてもよい。
【０１６９】
　固有名称「／ａｐ１／」については、ＨＤＤ１５のディレクトリである、「／ｈｄｄ／
ａｐｐ／ａｐ１／」が所定の場所として対応付けられている。このディレクトリには、ウ
ェブアプリケーションＡＰＰ１の登録時にアプリ管理部５１により取得された画像などが
画像データ１５ｄとして記憶される。また、固有名称「／ａｐ２／」については、ＨＤＤ
１５のディレクトリである、「／ｈｄｄ／ａｐｐ／ａｐ２／」が所定の場所として対応付
けられている。このディレクトリには、ウェブアプリケーションＡＰＰ２の登録時にアプ
リ管理部５１により取得された画像などが画像データ１５ｄとして記憶される。
【０１７０】
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　図１１は、ページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩについて説明する図である。
【０１７１】
　図１１には、ＨＴＭＬ形式で記述されたページ情報５１５ａに含まれる３つのＩＭＧタ
グ（一部分を示す。以下、単にタグと称することがある。）７００ａ，７００ｂ，７００
ｃを示す。各タグ７００ａ，７００ｂ，７００ｃは、「＜ｉｍｇ　ｓｒｃ＝”～”＞」の
形式で記述されている。すなわち、各タグ７００ａ，７００ｂ，７００ｃは、ページ情報
５１５ａで表されるウェブページにおいて表示される（ウェブページに含まれる）画像を
示すものである。各タグ７００ａ，７００ｂ，７００ｃのうち、二重引用符で囲まれた部
分には、画像を示すＵＲＩ７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃが含まれている。本実施の形態
において、ウェブブラウザ５３は、ページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩのうち画像を指
し示すものとして、このようなＩＭＧタグ７００ａ，７００ｂ，７００ｃで指定されてい
るＵＲＩ７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃを対象として、解析を行う。なお、ＵＲＩ７０１
ａ，７０１ｂ，７０１ｃは、いわゆる相対ＵＲＩ（相対パス）である。
【０１７２】
　上記のように、画像形成装置１の解析テーブル１５ｆで、固定名称として、「／ｋｍ／
」と、「／ａｐ１／」と、「／ａｐ２／」とが指定されている場合を想定する。この場合
において、各タグ７００ａ，７００ｂ，７００ｃのＵＲＩ７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃ
に、これらの固定名称が含まれるか否かがウェブブラウザ５３により判断される。
【０１７３】
　タグ７００ａのＵＲＩ７０１ａは、「／ａ／ｂ／ｃ．ｊｐｇ」である。ＵＲＩ７０１ａ
には、固定名称は含まれていない。そのため、ウェブブラウザ５３は、タグ７００ａにつ
いては、ＵＲＩ７０１ａに応じて、画像データである「／ａ／ｂ／ｃ．ｊｐｇ」を取得す
る。
【０１７４】
　タグ７００ｂのＵＲＩ７０１ｂは、「／ｋｍ／ａ．ｊｐｇ」である。ＵＲＩ７０１ｂに
は、図に破線で囲んで示すように、固定名称「／ｋｍ／」（固定名称７１０）が含まれて
いる。そのため、ウェブブラウザ５３は、タグ７００ｂについては、固定名称７１０に対
応付けられているＲＯＭ２３のディレクトリである、「／ｒｏｍ／ｐａｎｅｌ／ｉｍｇ／
ｋｍ／」から、ＵＲＩ７０１ｂのうち固定名称７１０を除く部分に応じて、画像データで
ある「ａ．ｊｐｇ」を取得する。この場合、ＵＲＩ７０１ｂで示される通りのデータ「／
ｋｍ／ａ．ｊｐｇ」は取得されない。
【０１７５】
　タグ７００ｃのＵＲＩ７０１ｃは、「／ａｐ２／ｂ．ｊｐｇ」である。ＵＲＩ７０１ｃ
には、図に破線で囲んで示すように、固定名称「／ａｐ２／」（固定名称７３０）が含ま
れている。そのため、ウェブブラウザ５３は、タグ７００ｃについては、固定名称７３０
に対応付けられているＨＤＤ１５のディレクトリである「／ｈｄｄ／ａｐｐ／ａｐ２／」
から、ＵＲＩ７０１ｃに応じて、画像データである「ｂ．ｊｐｇ」を取得する。この場合
、ＵＲＩ７０１ｃで示される通りのデータ「／ａｐ２／ｂ．ｊｐｇ」は取得されない。
【０１７６】
　図１２は、画像形成装置１でウェブアプリケーションの起動が開始されるときの動作を
示すフローチャートである。
【０１７７】
　例えばユーザによりウェブアプリケーションを起動させる旨の指示が行われると、画像
形成装置１のＣＰＵ２１は、ウェブブラウザ５３などの制御を行うことで、ウェブアプリ
ケーションの起動を開始させる。
【０１７８】
　図１２を参照して、ステップＳ４０１において、ＣＰＵ２１は、起動するウェブアプリ
ケーションのＵＲＬ（ＵＲＩの一例）に基づいて、ウェブサーバ５０１にアクセスする。
ＣＰＵ２１は、ウェブサーバ５０１から、ＨＴＭＬファイル（ページ情報５１５ａ）を取
得する。
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【０１７９】
　ステップＳ４０３において、ＣＰＵ２１は、取得したＨＴＭＬファイル内に含まれる、
ＩＭＧタグの処理（解析）を行う。
【０１８０】
　ステップＳ４０５において、ＣＰＵ２１は、ＩＭＧタグで指定されるＵＲＩに固定名称
が含まれるか否かを判断する。換言すると、ＣＰＵ２１は、ページ情報５１５ａ内に固定
名称画像のＵＲＩが含まれるか否かを判断する。
【０１８１】
　ステップＳ４０５において固定名称画像が含まれるとき、ステップＳ４０７において、
ＣＰＵ２１は、ウェブアプリケーションが認定されたもの（認定アプリ）であるか否かを
判断する。判断は、例えば、認定テーブル１５ｅを参照して行われる。
【０１８２】
　ステップＳ４０７で認定アプリであれば、ステップＳ４０９において、ＣＰＵ２１は、
画像形成装置（ＭＦＰ）１の内部リソースを確認する。ここで、内部リソースとは、例え
ばＲＯＭ２３やＨＤＤ１５に記憶されているデータをいう。ＣＰＵ２１は、ＵＲＩに含ま
れる固定名称に対応する場所の内部リソースを確認する。ＣＰＵ２１は、ＵＲＩに対応す
るデータ（指定画像）すなわち固定名称画像が内部リソースとしてあるか否かを確認する
。
【０１８３】
　ステップＳ４１１において、ＣＰＵ２１は、ＵＲＩに対応する指定画像が内部リソース
としてあるか否かを判断する。
【０１８４】
　ステップＳ４１１で指定画像があれば、ステップＳ４１３において、ＣＰＵ２１は、内
部リソースからその画像データを取得する。換言すると、ＣＰＵ２１は、固定名称に対応
する所定の場所から、ＵＲＩに応じて、画像データを取得する。
【０１８５】
　他方、ステップＳ４０５で固定名称画像が含まれないとき、ステップＳ４０７で認定ア
プリでないとき、又はステップＳ４１１で指定画像がないとき、そのＵＲＩについては、
キャッシュ情報１５ｂ又はウェブサーバ５０１などから、画像の取得が行われる。すなわ
ち、固定名称がＵＲＩに含まれないとき又はウェブアプリケーションが認定アプリでない
とき、ＵＲＩが指し示すデータが取得される。ステップＳ４１５において、ＣＰＵ２１は
、キャッシュ情報１５ｂの有無を確認する。ＣＰＵ２１は、ページ情報５１５ａに含まれ
るＵＲＩに対応するキャッシュ情報１５ｂがあるか否かを判断する。判断は、例えば、キ
ャッシュデータベース１５ａを参照して行うことができる。
【０１８６】
　ステップＳ４１５でキャッシュ情報１５ｂがあれば、ステップＳ４１７において、ＣＰ
Ｕ２１は、キャッシュ情報１５ｂからＵＲＩに対応する画像データを取得する。これによ
り、画像データが速やかに取得され、かつ、ネットワーク８００のトラフィックも減少さ
せることができる。
【０１８７】
　ステップＳ４１５でキャッシュ情報１５ｂがなければ、ステップＳ４１９において、Ｃ
ＰＵ２１は、例えばウェブサーバ５０１から、ＵＲＩに対応する画像データを取得する。
データの取得先は、ウェブサーバ５０１に限られず、ＵＲＩにより指定されている他のサ
ーバであってもよい。
【０１８８】
　ステップＳ４１３、ステップＳ４１７、又はステップＳ４１９で画像データが取得され
ると、ステップＳ４２１において、ＣＰＵ２１は、画像の表示処理を行う。ＣＰＵ２１は
、取得した画像データを用いて、ページ情報５１５ａに従って、ウェブアプリケーション
の表示画面のうちその画像データの部分を生成する。ＣＰＵ２１は、生成した表示画面を
、表示パネル１３に表示させる。
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【０１８９】
　ステップＳ４２３において、ＣＰＵ２１は、ページ情報５１５ａに、別のＩＭＧタグ（
次のＩＭＧタグ）が含まれているか否かを判断する。ＩＭＧタグが含まれている場合には
、すべてのＩＭＧタグに関する処理が完了するまで、ステップＳ４０３からステップＳ４
２１の処理が繰り返し行われる。これにより、ステップＳ４２１において、すべてのＩＭ
Ｇタグにより指定されている画像が含まれるウェブページが表示パネル１３に表示される
。すべてのＩＭＧタグに関する処理が完了し、ステップＳ４２３で別のＩＭＧタグが含ま
れていない場合には、ウェブページの表示が完了する。すなわち、ウェブアプリケーショ
ンの起動時の処理が完了する。
【０１９０】
　［表示画面例の説明］
【０１９１】
　図１３は、画像形成装置１の内蔵アプリケーションの表示画面の一例を示す図である。
【０１９２】
　図１３を参照して、画像形成装置１の内蔵アプリケーションが起動されているとき、表
示画面１１０が表示パネル１３に表示される。表示画面１１０は、例えば、コピーモード
（複写モード）であってコピーの開始指示を受け付け可能な状態下で表示されるＵＩ画像
である。表示画面１１０は、複数種のボタン画像１１３，１１４，１１５，１１６や、ア
イコン画像１１７，１１８などが、背景画像１１９上に配置されて構成されている。
【０１９３】
　ボタン画像１１３は、読み取った画像を白黒で形成するか、カラーで形成するかの設定
指示を受け付ける際に操作されるものである。ボタン画像１１４は、画像が形成される用
紙に関する設定を受け付ける際に操作されるものである。ボタン画像１１５は、読み取っ
た画像に対する形成する画像の倍率の設定を受け付ける際に操作されるものである。ボタ
ン画像１１６は、複数部の画像形成機能や、組合せ（コンバイン）印刷機能に関する設定
を受け付ける際に操作されるものである。
【０１９４】
　アイコン画像１１７は、複数枚の画像を形成するときにそれらをステープルで綴じる機
能に対応するものである。アイコン画像１１８は、画像を形成した用紙にパンチで穴を開
けるせん孔機能に対応するものである。背景画像１１９としては、それをＵＩの背景とし
たときに、ユーザがボタン画像１１３，１１４，１１５，１１６やアイコン画像１１７，
１１８などを識別しやすくなるようなものが用いられている。
【０１９５】
　本実施の形態において、ボタン画像１１３，１１４，１１５，１１６、アイコン画像１
１７，１１８、及び背景画像１１９などは、ＲＯＭ２３に画像データ２３ｄとして記憶さ
れている。これらの画像は、認定されたウェブアプリケーションの表示画面に利用可能な
共通画像である。所定の固定名称がＵＲＩに含まれる場合に、これらの画像のうちＵＲＩ
に対応するものがウェブアプリケーションの表示画面に利用される。
【０１９６】
　図１４は、画像形成装置１で起動される認定されたウェブアプリケーションの表示画面
の一例を示す図である。
【０１９７】
　図１４を参照して、ウェブアプリケーションの表示画面１２０は、ページ情報５１５ａ
の記述に基づいて表示される。表示画面１２０は、ウェブブラウザ５３により表示される
画面である。表示画面１２０は、ウェブブラウザ５３のメニューバー画像１２１とそれ以
外のウェブページの表示領域とに分けられる。ウェブページの表示領域は、ボタン画像１
１４，１１６及びアイコン画像１１７，１１８が、背景画像１１９上に表示されて構成さ
れている。
【０１９８】
　本例のウェブアプリケーションのウェブページを表すページ情報５１５ａには、共通画
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像が用いられるようにＲＯＭ２３に対応する固定名称が含められたＵＲＩが含まれている
。これにより、画像形成装置１の内蔵アプリケーションと同一の画像を用いたＵＩを、ウ
ェブアプリケーションのＵＩとして表示させることが可能になる。
【０１９９】
　なお、ページ情報５１５ａは、例えばウェブアプリケーションの製作過程において、以
下のようにして記述されればよい。すなわち、画像形成装置１と同じ背景画像やボタン画
像などをウェブアプリケーションのＵＩとして用いる場合、ページ情報５１５ａには、所
定の固定名称（例えば、「／ｋｍ／」など）を含むＵＲＩ（パス及びファイルの名称など
）が記述される。ここで、対象となる画像のファイルの名称としては、共通画像としてＲ
ＯＭ２３などの所定の場所に記憶されているものを指定する必要がある。
【０２００】
　［第１の実施の形態における効果］
【０２０１】
　以上説明したように、本実施の形態では、上述のようにして、共通画像がウェブアプリ
ケーションで利用されることで、内蔵アプリケーションのＵＩとウェブアプリケーション
のＵＩとの統一性が高まる。そのため、ウェブアプリケーションを利用するユーザの混乱
を招きにくく、ユーザの誤操作を防止でき、画像形成装置１の利便性を高められる。
【０２０２】
　共通画像は、画像形成装置１の内部に記憶されている。したがって、画像データが速や
かに取得され、かつ、ネットワーク８００の負荷（トラフィック）が低減する。ウェブサ
ーバ５０１で共通画像に相当する画像が記憶されている必要がないので、ウェブサーバ５
０１で必要とされる記憶装置の記憶容量を低減することができる。
【０２０３】
　共通画像を用いるには、ページ情報５１５ａにおいて、画像形成装置１の内部における
共通画像が記憶されている正確な場所を示すＵＲＩを指定する必要がない。固有名称「／
ｋｍ／」を含むＵＲＩをページ情報５１５ａに記述することで、容易に共通画像を用いる
ことができる。複数の画像形成装置１，２０１，３０１において、それぞれの内部の共通
画像が記憶されている場所が互いに異なる場合であっても、各画像形成装置１，２０１，
３０１において、共通画像が記憶されている場所を固有名称「／ｋｍ／」に対応する場所
として設定しておけばよい。これにより、ウェブサーバ５０１により共通のページ情報５
１５ａを提供するだけで、各画像形成装置１，２０１，３０１において、ウェブブラウザ
５３は、適切に自装置の内部から共通画像を取得し、表示画面を適切に生成することがで
きる。
【０２０４】
　ウェブサーバ５０１などにある画像データ５１５ｂは、ウェブアプリケーションの画像
形成装置１への登録時に、ローカル（クライアント）側となるＨＤＤ１５に記憶される。
そして、表示画面の生成時には、ウェブサーバ５０１などから画像データが取得されるこ
となく、ページ情報に含まれる固定名称に応じて、ＨＤＤ１５に記憶されている画像デー
タ１５ｄが用いられる。したがって、画像データが速やかに取得され、表示画面が速やか
に生成及び表示される。また、画像形成システム９００のネットワーク８００のトラフィ
ックを低減させることができる。
【０２０５】
　［第２の実施の形態］
【０２０６】
　第２の実施の形態における画像形成システム９００の基本的な構成は、第１の実施の形
態におけるそれと同じであるためここでの説明を繰り返さない。第２の実施の形態におい
ては、画像形成装置１が、ページ情報に含まれるＵＲＩに固有名称が含まれる場合に行わ
れる処理が、第１の実施の形態におけるものとは異なる。第２の実施の形態においては、
ＵＲＩに固定名称が含まれると判断された場合において、ウェブアプリケーションが認定
されているものであると判定されたときと認定されているものではないと判定されたとき
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とで、固定名称に対応する所定の場所から取得されるデータが変更される。
【０２０７】
　第２の実施の形態において、ウェブブラウザ５３は、起動するウェブアプリケーション
が認定アプリであるか否かに応じて、そのウェブアプリケーションの表示画面に表示され
る認定ロゴ画像（認定表示画像）を変更する。認定ロゴ画像は、ウェブアプリケーション
のウェブページを示すページ情報５１５ａにおいて、他の画像と同じように、ＩＭＧタグ
により指定されているものである。
【０２０８】
　図１５は、第２の実施の形態におけるページ情報５１５ａに含まれるＵＲＩについて説
明する図である。
【０２０９】
　図１５を参照して、ＵＲＩ７０１ｄは、ＩＭＧタグ７００ｄにおいて二重引用符に囲ま
れて指定されているものである。ＩＭＧタグ７００ｄは、ページ情報５１５ａにおいて、
ウェブアプリケーションのウェブページの表示画面に認定ロゴ画像を表示させるために記
述されているものである。
【０２１０】
　ＵＲＩ７０１ｄには、固有名称７１０が含まれている。ウェブブラウザ５３は、ＵＲＩ
７０１ｄについて処理を行うとき、第１の実施の形態と同様に、解析テーブル１５ｆを参
照する。ウェブブラウザ５３は、固有名称７１０に対応するＲＯＭ２３の所定のディレク
トリから、ＵＲＩ７０１ｄに応じて、画像データの取得を行う。
【０２１１】
　ここで、ＵＲＩ７０１ｄには、認定ロゴ画像ファイルの名称７５０が含まれている。認
定ロゴ画像ファイルの名称７５０は、例えば、「ｋｍ＿ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｍ
ａｒｋ．ｇｉｆ」と称するものである。認定ロゴ画像ファイルの名称７５０は、予め、画
像形成装置１に認定ロゴ画像を示すものとして登録されている。
【０２１２】
　ウェブブラウザ５３は、ＵＲＩ７０１ｄに認定ロゴ画像ファイルの名称７５０が含まれ
ているか否かを判別する。含まれている場合には、ウェブブラウザ５３は、そのＵＲＩ７
０１ｄが指し示す認定ロゴ画像を、認定アプリであるか否かに応じて、固有名称７１０に
対応する所定のディレクトリから取得する。
【０２１３】
　図１６は、認定されているウェブアプリケーションの表示画像の一例を示す図である。
【０２１４】
　図１６において、表示画像１２０に表示されるボタン画像などの要素の図示は省略され
ている。図１６を参照して、表示画像１２０には、認定ロゴ画像が表示される。ウェブア
プリケーションが認定されているものであるとき、認定ロゴ画像としては、「認定済」を
示す認定用画像７５０ａが表示される。
【０２１５】
　図１７は、認定されていないウェブアプリケーションの表示画像の一例を示す図である
。
【０２１６】
　図１７において、表示画像１２０に表示されるボタン画像などの要素の図示は省略され
ている。図１７を参照して、ウェブアプリケーションが認定されているものであるとき、
表示画像１２０に表示される認定ロゴ画像としては、「未認定」を示す非認定用画像７５
０ｂが表示される。
【０２１７】
　図１８は、認定ロゴ画像について説明する図である。
【０２１８】
　上記の認定用画像７５０ａ及び非認定用画像７５０ｂは、認定ロゴ画像についてのＵＲ
Ｉ７０１ｄを示すＩＭＧタグ７００ｄがページ情報５１５ａに含まれていることにより表
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示される。ＵＲＩ７０１ｄに認定ロゴ画像データの名称７５０が含まれているとき、ウェ
ブブラウザ５３は、その認定ロゴ画像データの名称７５０に代えて、ウェブアプリケーシ
ョンが認定されているか否かに応じて異なる名称の画像データを、所定のディレクトリか
ら取得する。
【０２１９】
　すなわち、図１８を参照して、予め登録されている認定ロゴ画像データの名称７５０（
「ｋｍ＿ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｍａｒｋ．ｇｉｆ」）について、認定されている
ウェブアプリケーション（認証済）についての認定用画像７５０ａと、認定されていない
ウェブアプリケーション（未認証）についての非認定用画像７５０ｂとの２つの画像デー
タが対応付けられている。認定用画像７５０ａは、名称が「ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ
」で表される画像データである。他方、非認定用画像７５０ｂは、名称が「ｕｎｃｅｒｔ
ｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」で表される画像データである。ウェブブラウザ５３は、ＵＲＩ７０
１ｄについて、ウェブアプリケーションが認定されているときには、認定用画像７５０ａ
（「ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」）を画像データとして取得する。ウェブブラウザ５３
は、ＵＲＩ７０１ｄについて、ウェブアプリケーションが認定されていないときには、非
認定用画像７５０ｂ（「ｕｎｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」）を画像データとして取得す
る。
【０２２０】
　認定ロゴ画像である、「ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」で表される認定用画像７５０ａ
と「ｕｎｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」で表される非認定用画像７５０ｂとは、共にＲＯ
Ｍ２３の所定のディレクトリに記憶されている共通画像である。
【０２２１】
　図１９は、第２の実施の形態において画像形成装置１でウェブアプリケーションの起動
が開始されるときの動作を示すフローチャートである。
【０２２２】
　図１９において、ステップＳ５０１からステップＳ５０７は、第１の実施の形態におけ
るステップＳ４０１からステップＳ４０７と同様である。また、ステップＳ５１１からス
テップＳ５２３は、第１の実施の形態におけるステップＳ４１１からステップＳ４２３と
同様である。これらの説明は第１の実施の形態でなされているので、ここでは省略する。
【０２２３】
　図１９を参照して、ページ情報５１５ａに固定名称画像が含まれる場合において、ステ
ップＳ５０７で認定アプリであれば、ステップＳ５０９の処理が行われる。すなわち、Ｃ
ＰＵ２１は、画像形成装置１のうち固定名称に対応する場所に、内部リソースとして認定
用画像７５０ａがあるか否かを確認する。ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３の所定のディレクト
リに、認定用画像７５０ａである画像データ「ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ．ｇｉｆ」があるか否
かを確認する。
【０２２４】
　他方、ステップＳ５０７で認定アプリでない場合には、ステップＳ５１０の処理が行わ
れる。すなわち、ＣＰＵ２１は、画像形成装置１の固定名称に対応する場所に内部リソー
スとして非認定用画像７５０ｂがあるか否かを確認する。ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３の所
定のディレクトリに、非認定用画像７５０ｂである画像データ「ｕｎｃｅｒｔｉｆｉｅｄ
．ｇｉｆ」があるか否かを確認する。
【０２２５】
　このように、認定アプリであるか否かに応じて取得される画像データが異なるので、ウ
ェブアプリケーションの画面表示は、認定アプリであるか否かに応じて変化する。
【０２２６】
　なお、第２の実施の形態において、ステップＳ５１５の処理、ステップＳ５１７の処理
、及びステップＳ５１９の処理は、ステップＳ４０５で固定名称画像が含まれないとき又
はステップＳ４１１で指定画像がないときにのみ行われる。
【０２２７】
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　［第２の実施の形態における効果］
【０２２８】
　第２の実施の形態では、複数種類のウェブアプリケーションの表示画面において、その
ウェブアプリケーションが認定されているか否かに応じて、これらの認定ロゴ画像が統一
性をもって表示される。したがって、ユーザは、容易にウェブアプリケーションが認定さ
れているものであるか否かを判別することができる。各々の認証されているウェブアプリ
ケーションを提供するサーバに認定ロゴ画像を記憶させる必要がなく、ページ情報５１５
ａに所定の記述を行うだけで、容易に、認定ロゴ画像を表示画面に表示させることができ
る。
【０２２９】
　また、あるウェブアプリケーションの認定前後で、そのページ情報５１５ａの認定ロゴ
画像に関する記述が変更されなくても、そのウェブアプリケーションの表示画面に表示さ
れる認定ロゴ画像が変更される。したがって、ユーザの負担を小さく保ったままで、認定
ロゴ画像を適切に表示させることができる。
【０２３０】
　［第３の実施の形態］
【０２３１】
　第３の実施の形態における画像形成システム９００の基本的な構成は、第１の実施の形
態におけるそれと同じであるためここでの説明を繰り返さない。第３の実施の形態におい
ては、画像形成装置１が、ウェブサーバ５０１とは異なる別のウェブサーバから共通画像
を取得する点が第１の実施の形態とは異なる。第３の実施の形態においては、ＵＲＩに固
定名称が含まれると判断されたとき、固定名称及びＵＲＩに応じて、ウェブサーバ５０１
とは異なる別のウェブサーバから、ＵＲＩに応じてデータが取得される。
【０２３２】
　図２０は、第３の実施の形態における解析テーブル１５ｆの一例を示す図である。
【０２３３】
　図２０を参照して、第３の実施の形態において、解析テーブル１５ｆは、第１の実施の
形態における解析テーブル（図１０に示したもの）と比較して、以下の点が異なる。すな
わち、固定名称「／ｋｍ／」に対応する共通画像の場所として、「ｈｔｔｐ：／／１９２
．１６８．０．１００／ｋｍ／」が指定されている。共通画像の場所は、ウェブサーバ５
０１とは異なる、外部のウェブサーバ１５０１（図２１に示す）内の所定の場所である。
【０２３４】
　図２１は、第３の実施の形態の画像形成システム９００におけるウェブアプリケーショ
ンの利用時の動作を説明する図である。
【０２３５】
　図２１を参照して、画像形成システム９００において、画像形成装置１は、ネットワー
ク８００を介して、ウェブサーバ５０１と、ウェブサーバ５０１とは異なる別のウェブサ
ーバ１５０１と、それぞれ通信可能である。
【０２３６】
　ウェブサーバ１５０１には、ＨＤＤ１５１５が設けられている。ＨＤＤ１５１５には、
画像データ１５１５ｂが記憶されている。画像データ１５１５ｂには、画像形成システム
９００で動作する種々のウェブアプリケーションで共用される共通画像が含まれている。
共通画像としては、画像形成装置１の内蔵アプリケーションで用いられる画像と同一のも
のが含まれる。図２０に示したように、画像データ１５１５ｂが記憶されている場所は、
予め、画像形成装置１の解析テーブル１５ｆにおいて、固定名称「／ｋｍ／」に対応する
所定のディレクトリとして設定されている場所である。
【０２３７】
　第３の実施の形態においても、画像形成装置１でウェブアプリケーションが起動される
とき、ウェブブラウザ５３は、ページ情報５１５ａに、画像データを示すＵＲＩとして所
定の固定名称が含まれるものがあるか否かを判別する。固定名称「／ｋｍ／」を含むＵＲ
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Ｉすなわち共通画像を指し示すＵＲＩがある場合には、ウェブブラウザ５３は、固定名称
「／ｋｍ／」に対応する、ウェブサーバ１５０１のＨＤＤ１５１５の所定のディレクトリ
から、ＵＲＩに対応する画像データ１５１５ｂを取得する。これにより、ウェブブラウザ
５３は、共通画像を含むウェブアプリケーションの表示画面を生成し、画像形成装置１の
表示パネル１３に表示させることができる。
【０２３８】
　［第３の実施の形態における効果］
【０２３９】
　第３の実施の形態においては、共通画像が画像形成装置１の外部のウェブサーバ１５０
１から取得される。したがって、第１の実施の形態において得られる効果と同様に、内蔵
アプリケーションのＵＩとウェブアプリケーションのＵＩとの統一性を高めることができ
る。ウェブアプリケーションを利用するユーザの混乱を招きにくく、ユーザの誤操作を防
止でき、画像形成装置１の利便性を高められる。
【０２４０】
　なお、ウェブサーバ５０１に共通画像に関する画像データが記憶されていてもよい。こ
の場合、ウェブブラウザ５３は、ウェブサーバ５０１にアクセスして共通画像を取得する
ことができる。また、ウェブサーバ１５１５は、画像形成装置１とは異なる別の画像形成
装置（例えば、画像形成装置２０１，３０１など）がウェブサーバとして機能することで
実現されていてもよい。この場合、上記別の画像形成装置で動作する内蔵アプリケーショ
ンにおいて用いられる画像と同じ共通画像を、ウェブアプリケーションにおいて表示させ
るようにしてもよい。
【０２４１】
　画像形成装置１の内蔵アプリケーションで、ウェブサーバ５０１や別のウェブサーバ１
５０１に記憶されている共通画像を画像形成装置１が取得したものが用いられてもよい。
この場合、画像形成装置１の内蔵アプリケーションとウェブアプリケーションとでＵＩに
用いられる画像を確実に統一することができる。また、ウェブサーバ５０１，１５０１に
記憶されている共通画像を変更することで、内蔵アプリケーションやウェブアプリケーシ
ョンで用いられる画像を、それらの統一性を保ったままで、容易に切り替えることができ
る。
【０２４２】
　固定名称が含まれるＵＲＩがあると判断されたとき、固定名称及びＵＲＩに応じて取得
されるデータとしては、共通画像に限られず、他の画像データや、他種のデータなどが取
得されてもよい。
【０２４３】
　［その他］
【０２４４】
　上記第１～第３の実施の形態に含まれるそれぞれの技術的事項を適宜組み合わせて、画
像形成システムを構成してもよい。ページ情報に含まれるＵＲＩに固定名称が含まれる場
合、その固定名称に対応する所定の場所からデータが取得されるようにすることで、画像
形成装置１で動作するウェブアプリケーションのＵＩの統一性を高めることができる。
【０２４５】
　所定の場所に記憶されており、固定名称が含まれるＵＲＩがあることで取得されるデー
タとしては、画像データに限られるものではない。例えば、ウェブページのスタイルシー
ト（ＣＳＳ（Ｃａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔ）やＸＳＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｂｌｅ　Ｓｔｙｌｅｓｈｅｅｔ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）など）など、種々のデータについて
、上記のように固定名称がＵＲＩに含まれるか否かに応じてデータの取得場所が変更され
てもよい。これにより、容易にウェブアプリケーションのＵＩの統一性を保つことができ
る。
【０２４６】
　共通データや画像形成装置の内部に記憶されたデータの利用に関するページ情報の解析
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処理などは、ウェブアプリケーションについてのページ情報についてのみならず、他のウ
ェブページのページ情報が取得されたときにも行われてもよい。
【０２４７】
　登録されていないウェブアプリケーションを利用する指示が行われた場合であっても、
共通データや画像形成装置の内部に記憶されたデータの利用に関するページ情報の解析処
理が行われるようにしてもよい。ユーザによりウェブアプリケーションを利用する指示が
行われたか否かは、登録されているウェブアプリケーションについて機能選択画面に表示
されているボタンの操作が行われたか否かにより判別可能である。
【０２４８】
　ウェブブラウザなどが、ウェブブラウザ機能によりユーザからの指示に基づいて取得さ
れるページ情報について、ウェブアプリケーションに関するものか否かを判別するように
してもよい。ユーザの指示に基づいて取得されるページ情報が、所定の形式であることを
示すＵＲＩにより特定されるものであるとき（例えば、ページ情報の拡張子が所定のもの
であるとき）に、そのページ情報について解析処理が行われるようにしてもよい。
【０２４９】
　登録されているウェブアプリケーションを利用する指示が行われた場合にのみ、共通デ
ータや画像形成装置の内部に記憶されたデータの利用に関するページ情報の解析処理など
が行われるようにしてもよい。ユーザによりウェブアプリケーションを利用する指示が行
われたとき、アプリ管理部により登録されているウェブアプリケーションであるか否かを
判定し、その判定結果に応じて、解析処理が行われるようにしてもよい。
【０２５０】
　ページ情報に含まれるＵＲＩとしては、相対ＵＲＩに限られず、絶対ＵＲＩであっても
よい。絶対ＵＲＩが指定されていても、それに固定名称が含まれている場合には、その固
定名称に応じたて上記のような処理が行われるようにしてもよい。相対ＵＲＩが指定され
ており、それに固定名称が含まれる場合にのみ、上記の固定名称に応じた処理を行い、絶
対ＵＲＩが指定されている場合には、上記の処理を行わないようにしてもよい。すなわち
、絶対ＵＲＩが指定されている場合には、固定名称が含まれていても、その絶対ＵＲＩで
指定されている場所からデータが取得されるようにすればよい。
【０２５１】
　固定名称と所定の場所との対応関係は、画像形成システムで共有されていてもよい。例
えば、このような対応関係を示す解析テーブルが、ウェブサーバ、管理装置又は他の装置
に記憶されており、画像形成装置は、ネットワークを介して取得した解析テーブルに基づ
いて、固定名称に対応する所定の場所を特定可能であってもよい。
【０２５２】
　ウェブブラウザは、キャッシュ情報の有無にかかわらず、キャッシュ情報を用いないよ
うにしてもよい。また、ウェブブラウザは、適切なキャッシュ情報がある場合には、固有
名称に対応する所定の場所からデータを取得せず、キャッシュ情報からデータを取得する
ようにしてもよい。
【０２５３】
　ウェブアプリケーションは、上述のようなものに限られない。１つのウェブアプリケー
ションが、画像形成システムを構成する複数のウェブサーバにより提供されていてもよい
。複数のウェブアプリケーションが１つのウェブサーバにより提供されていてもよい。ウ
ェブアプリケーションは、サーバ機能を有する画像形成装置によって提供されていてもよ
い。
【０２５４】
　ウェブサーバと画像形成装置などを通信可能に接続するネットワークとしては、インタ
ーネットを介したものであってもよい。画像形成システムには、他の機器が設けられてい
てもよい。
【０２５５】
　画像形成装置としては、モノクロ／カラーの複写機、プリンタ、ファクシミリ装置やこ
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れらの複合機（ＭＦＰ）などいずれであってもよい。電子写真方式により画像を形成する
ものに限られず、例えばいわゆるインクジェット方式により画像を形成するものであって
もよい。
【０２５６】
　上述の実施の形態における処理は、ソフトウェアによって行っても、ハードウェア回路
を用いて行ってもよい。
【０２５７】
　上述の実施の形態における処理を実行するプログラムを提供することもできるし、その
プログラムをＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
メモリカードなどの記録媒体に記録してユーザに提供することにしてもよい。プログラム
はインターネットなどの通信回線を介して、装置にダウンロードするようにしてもよい。
上記のフローチャートで文章で説明された処理は、そのプログラムに従ってＣＰＵなどに
より実行される。
【０２５８】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０２５９】
　１，２０１，３０１　画像形成装置
　１１　操作部
　１３　表示パネル
　１５　画像形成装置のＨＤＤ
　１５ｂ　キャッシュ情報
　１５ｄ，２３ｄ，５１５ｂ，１５１５ｂ　画像データ
　１５ｅ　認定テーブル
　１５ｆ　解析テーブル
　２１　ＣＰＵ
　２３　ＲＯＭ
　２３ａ　制御プログラム
　５１　アプリ管理部（登録手段の一例；第２の記憶手段の一例；判定手段の一例；名称
設定手段の一例）
　５３　ウェブブラウザ（文書取得手段の一例；解析手段の一例；生成手段の一例；デー
タ取得手段の一例）
　６５　プリント指示画面（ウェブアプリケーションの表示画面の一例）
　６７　スキャン送信機能の設定画面（ウェブアプリケーションの表示画面の一例）
　１１０　内蔵アプリケーションの表示画面
　１２０　ウェブアプリケーションの表示画面
　１１３，１１４，１１５，１１６　ボタン画像
　１１７，１１８　アイコン画像
　１１９　背景画像
　５０１　ウェブサーバ（サーバの一例）
　５１５　ウェブサーバのＨＤＤ
　５１５ａ　ページ情報（ウェブページを表す文書の一例）
　５２０　ウェブサーバの制御部
　７００ａ，７００ｂ，７００ｃ，７００ｄ　ＩＭＧタグ
　７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃ，７０１ｄ　ＵＲＩ
　７１０，７３０　固定名称
　７５０　認定ロゴ画像ファイルの名称
　７５０ａ　認定用画像（認定表示画像の一例）
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　７５０ｂ　非認定用画像（認定表示画像の一例）
　９００　画像形成システム
　１５０１　別のウェブサーバ（別のサーバの一例）
　１５１５　別のウェブサーバのＨＤＤ
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