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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の画像形成装置と接続され、前記画像形成装置にインストール可能なプロ
グラムを管理するプログラム管理装置であって、
　前記画像形成装置にインストール可能なプログラムと、前記プログラムのライセンスと
を保存する保存手段と、
　ユーザーにより選択されたプログラムのインストール依頼を受信したことに応じて、前
記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し割り当てられる場合には
、前記プログラムを前記画像形成装置にインストールするために送信するよう制御する制
御手段と
　を備え、
　前記制御手段は、前記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し割
り当てられない場合には、前記画像形成装置とは異なる別の画像形成装置に対し割り当て
られたライセンスを回収し、回収されたライセンスを前記画像形成装置に対し割り当て、
前記画像形成装置はリソース不足により前記選択されたプログラムをインストールするこ
とができない、と前記画像形成装置から受信したリソース状況を基に判断した場合は、前
記画像形成装置に対しインストールされているプログラムのアンインストールを指示し、
その後、前記選択されたプログラムを前記画像形成装置にインストールするために送信す
るよう制御することを特徴とするプログラム管理装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載のプログラム管理装置と接続された画像形成装置であって、
　前記プログラム管理装置から受信したプログラム情報に含まれるプログラムの識別情報
に従って、利用可能なプログラムの一覧を表示する一覧表示手段と、
　前記一覧表示手段から選択されたプログラムを前記プログラム管理装置に要求し、要求
に応じてプログラムのインストールの要求を前記プログラム管理装置から受信した場合に
は、当該要求に係るプログラムをインストールするインストール手段と、
　前記インストールの要求に先行してプログラムのアンインストールの要求を受信した場
合には、アンインストールを要求されたプログラムをアンインストールするアンインスト
ール手段と
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
請求項１に記載のプログラム管理装置と、請求項２に記載の画像形成装置とを接続して構
成されることを特徴とする追加機能付画像形成システム。
【請求項４】
　１または複数の画像形成装置と接続され、前記画像形成装置にインストール可能なプロ
グラムを管理するプログラム管理装置によるプログラム管理方法であって、
　前記画像形成装置にインストール可能なプログラムと、前記プログラムのライセンスと
を保存手段に保存する保存工程と、
　送信手段が、ユーザにより選択されたプログラムのインストール依頼を受信したことに
応じて、前記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し割り当てられ
る場合には、前記プログラムを前記画像形成装置にインストールするよう制御する制御工
程と
を有し、
　前記制御工程では、前記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し
割り当てられない場合には、前記画像形成装置とは異なる別の画像形成装置に対し割り当
てられたライセンスを回収し、回収されたライセンスを前記画像形成装置に対し割り当て
、
前記画像形成装置はリソース不足により前記選択されたプログラムをインストールするこ
とができない、と前記画像形成装置から受信したリソース状況を基に判断した場合は、前
記画像形成装置に対しインストールされているプログラムのアンインストールを指示し、
その後、前記選択されたプログラムを前記画像形成装置にインストールするために送信す
るよう制御することを特徴とするプログラム管理方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のプログラム管理装置としてコンピュータを機能させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能の付加や削除を行える画像形成装置に関し、特に追加機能を実現するた
めのアプリケーションおよびライセンスを管理する管理するプログラム管理装置及び方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高機能の画像形成装置には、機能追加用のプラットフォームを提供し、そのプラットフ
ォームで稼働するアプリケーションプログラム（以下、単にアプリケーションと称する。
）のインストールにより、新規機能の追加を行えるものがある。このアプリケーションは
、不正利用や違法コピーを防ぐために、ライセンスの認証を経てインストールあるいは実
行される。画像形成装置に対するアプリケーションのインストールは、ネットワークに接
続されて画像形成装置を管理するデバイス管理装置により実行される場合もある。この場
合には、管理者は個々の画像形成装置にアプリケーションをインストールせず、デバイス
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管理装置を介して対象となる画像形成装置にアプリケーションをインストールする。なお
、アプリケーションのアンインストールについても同様である。またラインセンスの管理
もデバイス管理装置を介して実行できる。
【０００３】
　いずれの方法であっても、画像形成装置は一般にアプリケーションで利用可能な資源が
限られているために、利用していないアプリケーションに関しては、アンインストールす
るのが望ましい。そこでリソース管理の徹底のために、アプリケーションのインストール
、使用、アンインストールを一連の処理として実行する方法が提案されている（たとえば
特許文献１等参照）。
【０００４】
　一方、パーソナルコンピュータ用のアプリケーションなどには、フローティングライセ
ンス管理と呼ばれるライセンス管理方式がある。フローティングライセンス管理では、ラ
イセンスサーバを用意し、アプリケーションを使用するクライアントコンピュータはライ
センスサーバからライセンスの供与を受ける。クライアントは、アプリケーションの使用
中はつねにライセンスサーバと通信を行う。通信が途絶えるとライセンスは失効し、クラ
イアントはアプリケーションを使用できない。ライセンスサーバは同時に供与できるライ
センスの数を制限したり、供与先クライアントを制限したりすることができる。
【０００５】
　フローティングライセンス方式として、動作機能実行ユニットの機能毎にアプリケーシ
ョンのライセンスを供与でき、アプリケーションの使用頻度に応じてライセンス契約でき
るライセンス管理システムが提案されている（例えば特許文献２等参照）。また、クライ
アントからライセンス要求に対して発行可能なライセンスが存在しない場合、他のライセ
ンスを初期化して、配布可能なライセンスを確保するライセンス管理システムも提案され
ている（例えば特許文献３等参照）。
【０００６】
　これらのフローティングライセンス管理方式では、ライセンスはアプリケーションの実
行時に付与され、ライセンスがなくとも当該アプリケーションのインストールは可能であ
る。そのため、ライセンスは、アプリケーションを実行するユーザに対してサーバによっ
て動的に付与され、ライセンス管理を自動化することができる。
【０００７】
　しかしながら、フローティングライセンス管理では、ライセンスの対象となるアプリケ
ーションは、ライセンスを受ける可能性がある間は対象となる装置（たとえばコンピュー
タ）にインストールされたままとなる。このためフローティングライセンス管理方式は、
リソースが乏しい画像形成装置等の周辺機器には適していない。したがって画像形成装置
に機能を付加するためのアプリケーションは、特許文献１に記載のように、追加機能を使
用する都度インストールされ、使用後にアンインストールされることが望ましい。
【特許文献１】特開2005-208935号公報
【特許文献２】特開2003-122537号公報
【特許文献３】特開2004-126996号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、このようなアプリケーションの管理方式（これを、個別ライセンス管理方式と
呼ぶことにする。）は、以下のような問題があった。
（１）未インストールアプリケーションの存在をユーザが知ることができない。すなわち
、フローティングライセンス管理方式であれば、ライセンスが与えられていないアプリケ
ーションも装置にインストールされるため、ユーザはその実行はできなくとも装置を通し
てアプリケーションの存在（すなわち追加機能の存在）を知ることはできる。これに対し
て、個別ライセンス方式では、装置を通して未インストールアプリケーションの存在をユ
ーザが知ることができない。
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（２）管理者によるライセンス管理が煩雑である。画像形成装置に同時にインストールで
きるアプリケーションの数はリソースによる制限がある。そのため管理者は、ユーザ要求
の高いアプリケーションをインストールしておくか、あるいはユーザからの要求に応じて
インストールされているアプリケーションの組み合わせを変更する必要があった。また、
ユーザやオフィスの配置転換などに応じて、画像形成装置にインストールするアプリケー
ションを最適化することも必要となる。これは、一般に画像形成装置はそれを使用するユ
ーザの最寄りの場所に配置されるためである。
（３）付加機能を用いた作業の連続性が失われる。個別ライセンス管理方式では、機能に
よっては、アプリケーションのアンインストールにより、コンテクスト（アプリケーショ
ンの状態すなわち設定やデータ）が失われて、作業の連続性が失われる場合がある。たと
えば、電子メールの送信機能などでは、アプリケーションとともにアドレスリストがアン
イストールされてしまうと、次回利用時にアドレスの入力からし直さねばならない。
（４）特許文献１のアプリケーション管理方法では、すくなくとも最初にアプリケーショ
ンをインストールして動作させるためのリソースを装置が有することを前提としている。
インストールの際にリソースが不足している場合については考慮されていらず、当該アプ
リケーションをインストールできないことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記従来例に鑑みて成されたもので、上記課題を解決することを目的とする。
詳しくは、本発明は以下の構成を備える。
【００１０】
　すなわち、１または複数の画像形成装置と接続され、前記画像形成装置にインストール
可能なプログラムを管理するプログラム管理装置であって、
　前記画像形成装置にインストール可能なプログラムと、前記プログラムのライセンスと
を保存する保存手段と、
　ユーザーにより選択されたプログラムのインストール依頼を受信したことに応じて、前
記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し割り当てられる場合には
、前記プログラムを前記画像形成装置にインストールするために送信するよう制御する制
御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記選択されたプログラムのライセンスを前記画像形成装置に対し割
り当てられない場合には、前記画像形成装置とは異なる別の画像形成装置に対し割り当て
られたライセンスを回収し、回収されたライセンスを前記画像形成装置に対し割り当て、
前記画像形成装置はリソース不足により前記選択されたプログラムをインストールするこ
とができない、と前記画像形成装置から受信したリソース状況を基に判断した場合は、前
記画像形成装置に対しインストールされているプログラムのアンインストールを指示し、
その後、前記選択されたプログラムを前記画像形成装置にインストールするために送信す
るよう制御する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、未インストールアプリケーションの存在をユーザが知ることができる
。また、管理者によるライセンス管理が簡易化される。また、付加機能を用いた作業の連
続性が維持される。また、インストールの際にリソースが不足している場合についても対
応可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　［第１実施形態］
　本発明を実施する第１の実施形態を、図１，図２，図３，図４，図５，図６，図１１，
図１２を参照して説明する。図２は、第１実施形態を実現するための構成を示す。画像形
成装置２０２と管理サーバ２０１は、ネットワーク(ＬＡＮ)２００を介して接続される。
画像形成装置２０２では、管理サーバ２０１と通信するためのサービス２１０が動作して
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いる。管理者は、管理サーバ２０１にはあらかじめ画像形成装置２０２に追加インストー
ル可能なアプリケーション及びライセンスを登録しておく。すなわち管理サーバ２０１に
は、アプリケーションの名称等を含むプログラム情報と、そのプログラムのライセンスに
関する情報を含むライセンス情報とを保存している。たとえば管理サーバ２０１はＷＥＢ
サーバ機能を有し、管理者は管理者端末２０３のＷＥＢブラウザを用いて管理サーバ２０
１のＷＥＢサーバにアクセスし、アプリケーションプログラム及びそのライセンスをアッ
プロードする。管理者端末２０３では、オフラインで、あるいは、不図示のライセンスサ
ーバにアクセスして、画像形成装置にインストールできるアプリケーションプログラムと
ライセンスとを取得しておく。ライセンスは、所定台数（たとえば１台）の画像形成装置
でアプリケーションプログラムの実行がその提供者により許可されていることを示す。た
とえば、ライセンスは、ライセンスの内容を示すライセンス情報により示される。本実施
形態では、画像形成装置は、アプリケーションプログラムとともにインストールされたラ
イセンスを示すライセンス情報により、当該アプリケーションプログラムがライセンスさ
れていることを判定する。このほか、管理サーバと定期的にライセンスの確認を行うなど
の方法でも、ライセンスを受けていることを判定できる。次に、画像形成装置２０２の一
例として、多機能複写機（ＭＦＰ）の構成を説明する。もちろんプリンタは通常の複写機
など、画像形成機能を有するコンピュータ周辺デバイスは画像形成装置に含まれる。
【００１３】
　＜画像形成装置のハードウェア構成＞
　図１２は、画像形成装置２０２のハードウェア構成を示すブロック図である。制御ユニ
ット１１１は、画像入力デバイスであるスキャナ１１３や画像出力デバイスであるプリン
タ１１４と接続し、一方ではＬＡＮ１００や公衆回線（ＷＡＮ）と接続することで、画像
情報やデバイス情報の入出力を行う。ＣＰＵ３０１は、制御ユニット１１１全体を制御す
るコントローラである。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３０１が動作するために使用するシステ
ムワークメモリである。また、ＲＡＭ３０２は、画像データを一時記憶するための画像メ
モリでもある。ＲＯＭ３０３には、システムのブートプログラムが格納されている。ＨＤ
Ｄ３０４は、ハードディスクドライブであり、システムソフトウェア、画像データ等を格
納する。なおインストールされたアプリケーションプログラムは、本実施形態ではバック
アップされたＲＡＭあるいは消去可能なＲＯＭといったメモリデバイスに格納される。も
ちろんハードディスクに格納されても良い。
【００１４】
　操作部Ｉ／Ｆ３０６は、操作部（ＵＩ）１１２との間のインタフェースを司り、操作部
１１２に表示すべき画像データを操作部１１２に対して出力する。また、使用者が操作部
１１２を介して入力した情報を、ＣＰＵ３０１に伝える役割を果たす。ネットワークイン
タフェース（Network）３０８は、ＬＡＮ２００との接続を司り、ＬＡＮ２００に対して
情報の入出力を行う。モデム（ＭＯＤＥＭ）３０９は、公衆回線との接続を司り、公衆回
線に対して情報の入出力を行う。以上のデバイスがシステムバス３０７上に配置される。
【００１５】
　イメージバスインターフェース（Image Bus I/F）３０５は、システムバス３０７と画
像データを高速で転送する画像バス３１０とを接続し、データ構造を変換するバスブリッ
ジである。画像バス３１０は、ＰＣＩバスまたはＩ１５Ｅ１３９４で構成される。画像バ
ス３１０には以下のデバイスが配置される。ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）３１１
は、ネットワークから送信されたＰＤＬコードをビットマップイメージに展開する。デバ
イスＩ／Ｆ部３１２は、画像入出力デバイスであるスキャナ１１３やプリンタ１１４と制
御ユニット１１１とを接続し、画像データの同期系／非同期系の変換を行う。スキャナ画
像処理部３１３は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行う。プリンタ画像処理部
３１４は、プリント出力画像データに対して、プリンタ１１４の性能に応じた補正、解像
度変換等を行う。画像回転部３１５は画像データの回転を行う。画像圧縮部３１６は、多
値画像データに対してはＪＰＥＧ圧縮伸長処理を行い、２値画像データに対してはＪＢＩ
Ｇ、ＭＭＲ、ＭＨの圧縮伸長処理を行う。
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【００１６】
　＜画像形成装置のソフトウェア構成＞
　図１１は、画像形成装置２０２において、組み込みアプリケーションの追加や削除等の
管理や、その実行するためのソフトウェア構成を示す図である。なお、画像形成装置２０
２が提供するプラットフォーム上で動作し、追加や削除が可能なアプリケーションを特に
追加アプリケーションと呼ぶ。
【００１７】
　リアルタイムＯＳ１１０１は画像形成装置全体を制御するリアルタイムオペレーティン
グシステムであり、組み込みアプリケーションの制御に最適化された各種資源管理のサー
ビスと枠組みを、その上で動作するソフトウェアのために提供する。コントローラ１１１
は、リーダ部、プリンタ部など、画像形成装置のハードウェアを制御し、また、プリント
、スキャン、画像変換などを利用するジョブを制御する。組み込みアプリケーション１１
０３は主にコントローラ１１１の機能を利用して実現される、コピー、ボックス、送信な
どの機能を実現するプログラムであり、ユーザインタフェースを含む。ＪＶＭ１１０４は
ＪＡＶＡ（登録商標）仮想マシンであり、画像形成装置上でＪＡＶＡ（登録商標）プログ
ラムを動作させるためのインタプリタなどが含まれている。ＪＶＭ１１０４が、追加アプ
リケーションのプラットフォームを提供する。
【００１８】
　ＯＳＧｉフレームワーク１１０５は、ＪＶＭ１１０４上で動作するアプリケーションの
ライフサイクルを管理するコンポーネントである。ＯＳＧｉフレームワーク１１０５は、
アプリケーションのインストールおよびアンインストール、起動および停止などを管理す
る。この仕組みは、管理サービスの標準技術の一つである「ＯＳＧｉ　Ｆｒａｍｅｗｏｒ
ｋ」という標準技術に対応した作りとなっている。ＯＳＧｉフレームワークの詳細につい
ては「ＯＳＧｉ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　Ｒｅｌｅａｓｅ　２，Ｏｃｔｏｂ
ｅｒ　２００１，ＯＳＧｉ」に記載されている。すなわち、ＯＳＧｉフレームワーク１１
０５がサービス２１０に相当し、本実施形態における画像形成装置によるアプリケーショ
ンのインストールやアンインストール、実行等の動作は、ＯＳＧｉフレームワーク１１０
５により実現される。
【００１９】
　装置制御用クラスライブラリ１１０６は、追加アプリケーションがコントローラ１１１
を介して画像形成装置のプリンタやスキャナなどの機器制御を行うためのインタフェース
を提供するライブラリである。ユーティリティクラスライブラリ１１０７は、追加アプリ
ケーションに対して、画像処理装置のもつ各種の機能を提供するライブラリである。イメ
ージングクラスライブラリ１１０８は、基本的なイメージ処理機能を提供するライブラリ
であり、画像イメージのサイズの縮減、画像のフォーマット変換などの処理を行う。
【００２０】
　ＭＩＢエージェントクラスライブラリ１１０９は、画像形成装置に設定されているＭＩ
Ｂ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ）情報を取得し、設定す
る為のライブラリである。セキュリティクラスライブラリ１１１０は、ＪＡＶＡ（登録商
標） の標準暗号セキュリティパッケージ（ＪＣＥ およびＪＳＳＥ）に相当するインタフ
ェースを提供するライブラリである。ＵＳＢコモンクラスライブラリ１１１１は、ＵＳＢ
経由の通信機能を提供するライブラリである。
【００２１】
　追加アプリケーション１１１２は、ＪＡＶＡ（登録商標）プログラムで記述され、画像
形成装置に対して動的に追加および削除することが可能なアプリケーションプログラムで
ある。追加アプリケーションは、３タイプに分類される。第１は操作部１１２にユーザイ
ンタフェースを表示するアプリケーションであるアプレットタイプである。第２は、ネッ
トワーク上のウエブブラウザ上にユーザインタフェースを表示するサーブレットタイプで
ある。第３は、ユーザインタフェースを持たないエスプレットタイプである。追加アプリ
ケーションをインストールすることによって、画像形成装置の機能を拡張することができ
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る。
【００２２】
　システムインターフェースサービス (ＳＩＳ)１１１３は、追加アプリケーションと画
像形成装置の間の情報交換機能を提供するサービスである。アプリケーションからの依頼
を受け、例えば電源状態の変更などのイベントをアプリケーションに通知したり、アプリ
ケーションから機器に対してＬＥＤやブザーの制御を依頼したりするのに用いられる。
【００２３】
　アプレットビューワサービス１１１４ はアプレットタイプのサービスの登録、表示、
切り替えなどをおこなうサービスである。また、アプレットタイプの追加アプリケーショ
ンに対してイベントの通知も行う。
【００２４】
　ＨＴＴＰサービス１１１６は、ＨＴＴＰ及びＨＴＴＰＳによる通信を行うコンポーネン
トである。このＨＴＴＰサービスの機能によって、ネットワーク上のウエブブラウザ（す
なわち管理者端末）からシステムアプリケーションや追加アプリケーションにアクセスす
ることが可能となる。
【００２５】
　サービスマネジメントサービス（ＳＭＳ）１１１５は、追加アプリケーションの管理を
行うためのユーザインタフェースを提供するサービスである。ＳＭＳ１１１５は、アプリ
ケーションの管理機能として以下の機能を持つ。
・一覧表示：アプリケーション名、インストール日、アプリケーションID、状態、ライセ
ンス状態、資源（リソース）使用状況などのプログラム情報、あるいはその一部を一覧表
示する。
・インストール：アプリケーションのインストールを行う。
・アンインストール：デバイス上からアプリケーションを完全に削除する。なお、アプリ
ケーションは、ライセンスが無効化されていない状態ではアンインストールできない。
・開始：停止状態のアプリケーションを起動および開始する。
・停止：開始状態（実行状態）のアプリケーションを停止する。
・ライセンスのインストール：ライセンスを必要とするアプリケーションのライセンスフ
ァイル（すなわちライセンス情報）のインストールをおこなう。
・ライセンスの無効化：アプリケーションのライセンスを無効化し、ライセンスファイル
をデバイスから管理サーバに取り出せる状態にする。
・ライセンスのダウンロード：無効化されたライセンス（ライセンスファイル）を管理サ
ーバにアップロードする。アップロードされたライセンスは同じ画像形成装置に再インス
トールが可能である。また、ネットワーク上の他の画像形成装置に対してもインストール
できる。
・認証アプリケーションの切り替え：認証用アプリケーションの切り替えを行う。切り替
え後は機器の再起動が必須である。
・表示順の変更：操作部上のアプリケーションの表示順を変更する。
・システム情報の表示：システム情報を表示する。
・アプリケーション情報一覧：アプリケーションのライセンス内容を含めた情報を一覧表
示する。
・アプリケーションの履歴一覧：アンインストールしたアプリケーションの一覧を表示す
る。
・パスワードの変更：ＳＭＳにログインする際のパスワードを変更する。
【００２６】
　本実施形態の画像形成装置は、以上のようなソフトウェアの構成を有する。なお、ここ
ではＪＡＶＡ（登録商標）をプラットフォームとしたが、他の言語処理系であってもよい
。追加アプリケーションのプラットフォームは、望ましくはアプリケーションがハードウ
ェア非依存となるようなものが望ましい。
【００２７】
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　図３は、画像形成装置２０２のメモリマップ３００である。メモリ空間はあらかじめ用
途に応じて分割されている。すなわち、ＯＳ領域（３０１）、ファームウェア領域（３０
２）、常時動作する必要のあるアプリケーションのための領域（３０３）、追加アプリケ
ーションのための領域（３１０）などである。さらにそれぞれのソフトウェアが動作する
ために使用するいわゆるワークエリアやスタック領域といったメモリ領域（３０４）もあ
る。図３には、追加アプリケーション領域３１０に、アプリケーション１、２、３がそれ
ぞれ領域３１１、３１２、３１３にインストールされている。領域３１４は未使用領域で
ある。未使用領域３１４は、追加アプリケーションを新規にインストールできる領域であ
る。未使用領域３１４は、インストール可能なプログラムのサイズの上限である。このよ
うに、リソースの制限により、追加アプリケーションをインストールできない場合がある
。なお、この例ではリソース制限としてメモリサイズに着目したが、もちろんそのほかの
リソース制限でも同様である。例えば、画像形成装置にインストールできるアプリケーシ
ョンの数が制限されていたり、画像形成装置のインタフェースの仕様からアプリケーショ
ンと画像形成装置がリンクするために使用するハンドルやポートの数やサイズが制限され
ていたりすることもある。
【００２８】
　＜管理サーバおよび画像形成装置による処理手順＞
　図４のフローチャートを用いて処理の流れを説明する。このフローチャートでは、ユー
ザが使用可能なアプリケーションを任意に選択して起動する処理を説明するものである。
フローチャートの左側がサービス２１０（すなわち画像形成装置２０２）の動作を示し、
右側が管理サーバ２０１の処理を示している。
【００２９】
　画像形成装置２０２のサービス２１０によるステップＳ４１０と管理サーバ２０１によ
るステップＭ４１０において、両者が通信して、情報の授受を行う。イニシエータはいず
れであっても良い。Ｓ４１０において、サービス２１０は、自身の機器情報と現在インス
トールされているアプリケーションの状態およびリソースの状況を管理サーバ２０１に送
信する。リソースの状況には、利用可能なリソースの種類や空き容量等が含まれる。Ｍ４
１０において、管理サーバ２０１は、受信した機器情報から、画像形成装置２０２におい
て稼動可能な追加アプリケーションの一覧情報を作成する。アプリケーションによっては
、動作する機器の種類や装備情報によって動作の可否が変わるものがあるためである。作
成された、画像形成装置で稼動可能なアプリケーション一覧情報を、管理サーバ２０１は
サービス２１０に送信する。サービス２１０は通知されたプリケーション一覧情報をＵＩ
のパネルに表示する。
【００３０】
　図５は、画像形成装置２０２と管理サーバ２０１が通信して授受する情報の一例の一覧
である。画像形成装置２０２から管理サーバ２０１が受信する機器情報５０１には、画像
形成装置の機種名５０１１、装置の固有番号５０１２、装置のバージョン５０１３、アプ
リケーションのバージョン５０１４、リソース情報等が含まれる。アプリケーションのバ
ージョンは、たとえば追加アプリケーションのプラットフォームのバージョン情報である
。リソース情報には、メモリの空き容量５０１５、ハードディスクの空き容量５０１６，
その他のリソースの利用可能容量５０１７、５０１８が含まれている。管理サーバ２０１
が作成して保存し、画像形成装置２０２に送信するプログラム情報５０２には、画像形成
装置２０２にインストール可能なアプリケーションの総数５０２１と個々のアプリケーシ
ョンに関するアプリケーション情報が含まれる。アプリケーション情報としは、例えば識
別情報などがある。またアプリケーション情報には、アプリケーションの名称５０２２、
アプリケーションの概要５０２３、アプリケーションのステータス５０２４等が含まれる
。アプリケーションの概要は、たとえば予め記述された文字列である。またアプリケーシ
ョンのステータスは、当該画像形成装置２０２にインストール可能であることや、必要な
ライセンスがないこと、既にインストール済みであることなどを示す状態を示す。
【００３１】
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　図１は、画像形成装置２０２によるＳ４０１において、サービス２１０が提供するＵＩ
コンソールパネルを示した図である。パネル１０は、ユーザがパネル切り替えボタンで「
アプリ選択」１０ａを選択したときに表示されるパネルである。画像形成装置２０２のサ
ービス２１０は、図５で示した管理サーバ２０１から受け取ったアプリケーション一覧情
報からアプリケーション名を得ている。パネルに表示されるアプリケーション起動ボタン
のラベルとして、プリケーション名を付与したアプリケーション起動ボタンＡＰ１（１１
）～ＡＰ９（１９）の表示を行う。このとき、たとえばインストールできない状態のアプ
リケーションに対応するボタンをグレーアウトするなどしてもよい。
【００３２】
　ステップＳ４２０で、ユーザによる、画像形成装置２０２のＵＩパネル１０に表示され
ているアプリケーションのいずれかを選択した起動リクエストを受け付ける。ステップＳ
４３０で、サービス２１０は、Ｓ４２０でユーザによって選択された追加アプリケーショ
ンがすでに画像形成装置２０２にインストールされている状態であるかどうか判断する。
もしインストール済みであるならば、ステップＳ４９０に進み、選択されたアプリケーシ
ョンを起動し、アプリケーション起動のシーケンスは完了する。一方ユーザによって選択
されたアプリケーションが未インストール状態であったならば、Ｓ４４０でサービス２１
０は管理サーバ２０１に対して選択されたアプリケーションのインストールを依頼する。
【００３３】
　管理サーバ２０１は、サービス２１０からのインストール依頼をＭ４２０で受信する。
管理サーバ２０１は、依頼を受けたアプリケーションがライセンスを必要とするアプリケ
ーションかどうか判断する。もしライセンスが必要な場合、依頼元の画像形成装置２０２
に割り当てるためのライセンス（すなわちライセンス情報）を保有しているかどうか判定
する。もしも必要なライセンスがない場合には、画像形成装置２０２のサービス２１０に
よるインストール依頼の返事として「ライセンス不足」を応答する。ライセンスが必要な
いか、画像形成装置２０２に割り当てるライセンスがある場合には、「ライセンスＯＫ」
を送信する。
【００３４】
　ライセンス不足の通知を受けたサービス２１０は、Ｓ４６０でＵＩパネルに「ライセン
ス不足」メッセージを表示し、ユーザの指定したアプリケーションの起動ができないこと
を通知して、処理を終了する。Ｓ４４０のインストール依頼に対して、「ライセンスＯＫ
」の通知を受けた場合は、画像形成装置２０２は、管理サーバ２０１からの次の処理を待
機する。
【００３５】
　一方管理サーバ２０１は、ステップＭ４３０において、「ライセンス不足」であると判
断した場合は、ステップＭ４８０に移行し、処理を終了する。一方、要求された追加アプ
リケーションの利用が可能すなわち「ライセンスＯＫ」であると判断した場合は、ステッ
プＭ４４０へ移行し、依頼元の画像形成装置２０２に則したライセンスを用意する。ライ
センスは、違法使用、違法複製を抑制するために指定した装置でしか動作しないように、
装置固有情報を埋め込むことがある。ステップＭ４４０では、ステップＭ４１０で収集し
た機器情報５０１から、依頼元画像形成装置２０２の固有情報をライセンスに組み込む作
業を行う。あるいはもともと管理サーバ２０１側に装置ごとのライセンスが保管されてい
た場合は、該当する装置のライセンスを選択する作業を行う。
【００３６】
　次に、ステップＭ４５０において、管理サーバ２０１は、Ｍ４１０で取得した依頼元装
置で利用可能なリソース（図３の空きリソース３１４）が、指定されたアプリケーション
が使用するリソース要件を満足しているかどうかを判断する。インストールするためのリ
ソース要件を依頼元装置が満足していないと判断したら、ステップＭ４６０で掃き出し処
理をサービス２１０に指示する。すなわち、依頼元画像形成装置のリソースが、図１０（
ａ）のように、すでにアプリケーション（ＡＰ）１、ＡＰ２、ＡＰ３により使用されてい
た場合である。新たにＡＰ４をインストールしようとしても、ＡＰ４が必要とするするリ



(10) JP 4994909 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

ソースが空いていないためにインストールできない状態となっている。
【００３７】
　サービス２１０では、掃き出し指示（掃き出し要求）に応じて、ステップＳ４７０で掃
き出し処理を行う。掃き出し処理とは、すでに依頼元画像形成装置にインストールされて
いる追加アプリケーションを復旧できるようにアンインストールし、依頼された追加アプ
リケーションが必要とするリソースを解放する処理である。処理の詳細については、図６
のフローチャートを用いて後述する。
【００３８】
　掃き出し処理が完了した、あるいはステップＭ４５０で依頼元装置の余剰リソースが指
定したアプリケーションの使用するリソース要件を満足していたら、ステップＭ４７０へ
移行する。ステップＭ４７０では、指定アプリケーション（すなわちプログラム）をイン
ストールするために送信し、管理サーバ２０１側の処理は終了する。すなわちステップＳ
４７０はプログラム送信を行う。
【００３９】
　一方画像形成装置２０２は、ステップＳ４８０で管理サーバ２０１と連携してアプリケ
ーションのインストールを実行し、ステップＳ４９０でインストールされたアプリケーシ
ョンを起動する。
【００４０】
　次に画像形成装置２０２による掃き出し処理について図６のフローチャートと図１０を
用いて説明する。まずステップ６１０で掃き出し指示処理が起動される。ステップ６２０
でインストールする追加アプリケーションのリソース要件を導く。ステップ６３０で、イ
ンストール先の画像形成装置に既にインストールされているアプリケーションから掃き出
し対象となるアプリケーションを選択する。このときの選択するアプリケーション選択基
準としては以下の要件が考えられる。すなわち、インストールするアプリケーションが要
求するリソースを確保するのに充分なリソースを解放できるアプリケーションである。あ
るいは使用率が少ないアプリケーションである。あるいは管理者によって解放対象として
指定されているアプリケーションである。などである。使用率は、画像形成装置から機器
情報の一部として受信できる。使用率とは、たとえば画像形成装置の稼働時間中に占める
当該追加アプリケーションの実効時間等でよい。また、リソースが十分か否かは、画像形
成装置から受信したリソース情報が示す空きリソースと、アプリケーションのアンインス
トールにより解放されるリソースとを合わせたリソースを、追加アプリケーションが必要
とするリソースとを比較して判定できる。管理サーバ２０１は、各追加アプリケーション
が必要とするリソースに関する情報を有しているから、アンインストールにより解放され
るリソースを、その情報から得ることができる。
【００４１】
　ステップ６４０では、ステップ６３０で掃き出し対象として選択されたアプリケーショ
ンのバックアップ処理を行う。バックアップ処理とは、アプリケーションが再びインスト
ールされたときに元の状態に復旧できるようにアプリケーションに特有の設定情報などを
管理サーバ２０１側で保存することである。なお、設定情報に加えて、アンインストール
時点での追加プログラムの状態（コンテクスト）を保存してもよい。
【００４２】
　ステップ６５０で、画像形成装置に対して掃き出し対象アプリケーションのアンインス
トールを指示する（図１０(b)の状態）。画像形成装置は、この指示に応じてアプリケー
ションをアンインストールする。これによって、このアプリケーションが占有していたリ
ソースが解放される（図１０(ｃ)の状態）。
【００４３】
　ステップ６６０では、ステップ６５０においてアンインストールしたアプリケーション
により解放されたリソースによって、画像形成装置２０２のリソースが、インストールす
るアプリケーションの要求するリソース要件を満足しているかどうか判定する。もしまだ
要件を満たしていない場合は、ステップ６３０へ戻る。指定されたアプリケーションがイ
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ンストールできるリソース要件を満足させて、掃き出し処理は終了する。
【００４４】
　なお、説明のために、ユーザが選択するアプリケーションは新規のインストールである
、と仮定していたが、掃き出し処理によってアンインストールされたアプリケーションの
再インストールの場合もある。この場合は、Ｍ４７０のインストールの際に、アプリケー
ションとライセンスのインストールと同時に、図６のステップ６４０でバックアップした
アプリケーション特有の設定情報をリストア（再設定）することで掃き出される前の状態
に戻る。
【００４５】
　上記構成及び手順により、画像形成装置にインストールされていないアプリケーション
（すなわち機能）の存在をユーザが知ることができる。また、管理者によるライセンス管
理が簡易化される。また、追加アプリケーション（すなわち付加機能）を用いた作業の連
続性が維持される。また、インストールの際にリソースが不足している場合についても対
応可能である。
【００４６】
　［第２実施形態］
　本発明を実施する第２の形態形態を、図７から図９を用いて説明する。図７は、実施形
態２を実現するための構成を示す。本実施形態では、第１の画像形成装置からの追加アプ
リケーションの要求に対して、第２の画像形成装置による当該アプリケーションの利用に
より応じられない場合に、ライセンスを第２の画像形成装置から回収して再利用する。
【００４７】
　図７において、第１の画像形成装置２０２ａおよび第２の画像形成装置２０２ｂと管理
サーバ７０１は、ネットワーク(ＬＡＮ)２００を介して接続される。
【００４８】
　画像形成装置２０２ａおよび画像形成装置２０２ｂでは、管理サーバ２０１と通信する
ためのサービス（７１１）とサービス（７２１）がそれぞれ動作している。各画像形成装
置は、第１の実施形態の画像形成装置２０２と同じ構成を有する。管理サーバも、サーバ
コンピュータの構成を有している。
【００４９】
　図８のフローチャートを用いて処理の流れを説明する。このフローチャートでは、ユー
ザが使用可能なアプリケーションを任意に選択して起動する処理を説明するものである。
フローチャートの左側が画像形成装置２０２ａ，２０２ｂのサービスの動作を示し、右側
が管理サーバ２０１側の処理を示している。なお図４と共通するステップには共通の符号
を付与した。
【００５０】
　画像形成装置２０２のサービス２１０によるステップＳ４１０と管理サーバ２０１によ
るステップＭ４１０において、両者が通信して、情報の授受を行う。イニシエータはいず
れであっても良い。Ｓ４１０において、サービス２１０は、自身の機器情報と現在インス
トールされているアプリケーションの状態およびリソースの状況を管理サーバ２０１に送
信する。リソースの状況には、利用可能なリソースの種類や空き容量等が含まれる。Ｍ４
１０において、管理サーバ２０１は、受信した機器情報から、画像形成装置２０２におい
て稼動可能な追加アプリケーションの一覧情報を作成する。アプリケーションによっては
、動作する機器の種類や装備情報によって動作の可否が変わるものがあるためである。作
成された、画像形成装置で稼動可能なアプリケーション一覧情報を、管理サーバ２０１は
サービス２１０に送信する。サービス２１０は通知されたプリケーション一覧情報をＵＩ
のパネルに表示する。
【００５１】
　図５は、画像形成装置２０２と管理サーバ２０１が通信して授受する情報の一例の一覧
である。画像形成装置２０２から管理サーバ２０１が受信する機器情報５０１には、画像
形成装置の機種名５０１１、装置の固有番号５０１２、装置のバージョン５０１３、アプ
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リケーションのバージョン５０１４、リソース情報等が含まれる。アプリケーションのバ
ージョンは、たとえば追加アプリケーションのプラットフォームのバージョン情報である
。リソース情報には、メモリの空き容量５０１５、ハードディスクの空き容量５０１６，
その他のリソースの利用可能容量５０１７、５０１８が含まれている。管理サーバ２０１
が作成して保存し、画像形成装置２０２に送信するプログラム情報５０２には、画像形成
装置２０２にインストール可能なアプリケーションの総数５０２１と個々のアプリケーシ
ョンに関するアプリケーション情報が含まれる。アプリケーション情報には、アプリケー
ションの名称５０２２、アプリケーションの概要５０２３、アプリケーションのステータ
ス５０２４等が含まれる。アプリケーションの概要は、たとえば予め記述された文字列で
ある。またアプリケーションのステータスは、当該画像形成装置２０２にインストール可
能であることや、必要なライセンスがないこと、既にインストール済みであることなどを
示す状態を示す。
【００５２】
　図１は、画像形成装置２０２によるＳ４０１において、サービス２１０が提供するＵＩ
コンソールパネルを示した図である。パネル１０は、ユーザがパネル切り替えボタンで「
アプリ選択」１０ａを選択したときに表示されるパネルである。画像形成装置２０２のサ
ービス２１０は、図５で示した管理サーバ２０１から受け取ったアプリケーション一覧情
報からアプリケーション名を得ている。パネルに表示されるアプリケーション起動ボタン
のラベルとして、プリケーション名を付与したアプリケーション起動ボタンＡＰ１（１１
）～ＡＰ９（１９）の表示を行う。このとき、たとえばインストールできない状態のアプ
リケーションに対応するボタンをグレーアウトするなどしてもよい。
【００５３】
　ステップＳ４２０で、ユーザによる、画像形成装置２０２のＵＩパネル１０に表示され
ているアプリケーションのいずれかを選択した起動リクエストを受け付ける。ステップＳ
４３０で、サービス２１０は、Ｓ４２０でユーザによって選択された追加アプリケーショ
ンがすでに画像形成装置２０２にインストールされている状態であるかどうか判断する。
もしインストール済みであるならば、ステップＳ４９０に進み、選択されたアプリケーシ
ョンを起動し、アプリケーション起動のシーケンスは完了する。一方ユーザによって選択
されたアプリケーションが未インストール状態であったならば、Ｓ４４０でサービス２１
０は管理サーバ２０１に対して選択されたアプリケーションのインストールを依頼する。
【００５４】
　管理サーバ２０１は、サービス２１０からのインストール依頼をＭ４２０で受信する。
管理サーバ２０１は、依頼を受けたアプリケーションがライセンスを必要とするアプリケ
ーションかどうか判断する。もしライセンスが必要な場合、依頼元の画像形成装置２０２
に割り当てるためのライセンス（すなわちライセンス情報）を保有しているかどうか判定
する。もしも必要なライセンスがない場合には、画像形成装置２０２のサービス２１０に
よるインストール依頼の返事として「ライセンス不足」を応答する。ライセンスが必要な
いか、画像形成装置２０２に割り当てるライセンスがある場合には、「ライセンスＯＫ」
を送信する。
【００５５】
　ライセンス不足の通知を受けたサービス２１０は、Ｓ４６０でＵＩパネルに「ライセン
ス不足」メッセージを表示し、ユーザの指定したアプリケーションの起動ができないこと
を通知して、処理を終了する。Ｓ４４０のインストール依頼に対して、「ライセンスＯＫ
」の通知を受けた場合は、画像形成装置２０２は、管理サーバ２０１からの次の処理を待
機する。
【００５６】
　一方管理サーバ２０１は、ステップＭ４３０において、「ライセンス不足」であると判
断した場合は、ステップＭ８４０に移行する。必要なライセンスがない場合には、ステッ
プ８４０において「空きライセンス取得処理」を実行する。「空きライセンス取得処理」
とは、依頼元の第１画像形成装置２０２ａ以外の第２画像形成装置２０２ｂにインストー
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ルされているライセンスを強制的に回収する処理である。第１画像形成装置２０２ａ以外
とは、第１画像形成装置２０２ａではないことを意味している。処理の詳細について、図
９のフローチャートを用いて後述する。
【００５７】
　ステップＭ８５０では、ステップＭ８４０でライセンスが取得（回収）できたかどうか
の結果（「ライセンスＯＫ」か「ライセンス不足」か）を、サービス２１１ａによるイン
ストール依頼に対する応答として送信する。画像形成装置２０２ａのサービス２１１ａは
、Ｓ８１０で、ライセンスの取得結果通知を判断する。もし「ライセンス不足」という応
答であったならば、Ｓ４６０で画像形成装置２０２ａのＵＩパネルに「ライセンス不足」
のメッセージを表示し、アプリケーションの起動に失敗したことをユーザに送信する。ま
た「ライセンスＯＫ」であると判断したら、管理サーバ２０１からの指示を待機する。
【００５８】
　管理サーバ２０１はステップＭ８５０で「空きライセンス取得処理」が成功したかどう
か判定し、失敗していたらこのアプリ起動シーケンスは終了する。
【００５９】
　「空きライセンス取得処理」が成功した場合は、ステップＭ４４０でライセンス変換を
行う。またステップＳ４３０で、要求された追加アプリケーションの利用が可能すなわち
「ライセンスＯＫ」であると判断された場合にもステップＭ４４０へ移行する。ステップ
Ｍ４４０では、依頼元の画像形成装置２０２に則したライセンスを用意する。ライセンス
は、違法使用、違法複製を抑制するために指定した装置でしか動作しないように、装置固
有情報を埋め込むことがある。ステップＭ４４０では、ステップＭ４１０で収集した機器
情報５０１から、依頼元画像形成装置２０２の固有情報をライセンスに組み込む作業を行
う。あるいはもともと管理サーバ２０１側に装置ごとのライセンスが保管されていた場合
は、該当する装置のライセンスを選択する作業を行う。
【００６０】
　次に、ステップＭ４５０において、管理サーバ２０１は、Ｍ４１０で取得した依頼元装
置で利用可能なリソース（図３の空きリソース３１４）が、指定されたアプリケーション
が使用するリソース要件を満足しているかどうかを判断する。インストールするためのリ
ソース要件を依頼元装置が満足していないと判断したら、ステップＭ４６０で掃き出し処
理をサービス２１０に指示する。すなわち、依頼元画像形成装置のリソースが、図１０（
ａ）のように、すでにアプリケーション（ＡＰ）１、ＡＰ２、ＡＰ３により使用されてい
た場合である。新たにＡＰ４をインストールしようとしても、ＡＰ４が必要とするリソー
スが空いていないためにインストールできない状態となっている。
【００６１】
　サービス２１０では、掃き出し指示（掃き出し要求）に応じて、ステップＳ４７０で掃
き出し処理を行う。掃き出し処理とは、すでに依頼元画像形成装置にインストールされて
いる追加アプリケーションを復旧できるようにアンインストールし、依頼された追加アプ
リケーションが必要とするリソースを解放する処理である。ステップＭ４６０における理
の詳細については、図６のフローチャートを用いて説明した通りである。
【００６２】
　掃き出し処理が完了した、あるいはステップＭ４５０で依頼元装置の余剰リソースが指
定したアプリケーションの使用するリソース要件を満足していたら、ステップＭ４７０へ
移行する。ステップＭ４７０では、指定アプリケーションのインストールを行い、管理サ
ーバ２０１側の処理は終了する。
【００６３】
　一方画像形成装置２０２は、ステップＳ４８０で管理サーバ２０１と連携してアプリケ
ーションのインストールを実行し、ステップＳ４９０でインストールされたアプリケーシ
ョンを起動する。
【００６４】
　次にステップＳ８４０における「空きライセンス取得処理」について、図９のフローチ
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ャートを用いて説明する。まず管理サーバ７０１はステップ９１０で空きライセンス取得
処理を起動する。ステップ９２０で、依頼元の第１の画像形成装置２０２ａが必要とする
ライセンスをすでに使用している依頼元以外の第２の画像形成装置２０２ｂを検索する。
図８のＭ４２０において、管理サーバ７０１は、画像形成装置２０２ａのサービス２１１
ａおよび画像形成装置２０２ｂのサービス２１１ｂとそれぞれ通信して機器情報を取得し
ている。そこで、すべての画像形成装置に配布されているライセンスやアプリケーション
の状態情報を管理サーバは有している。第２の画像形成装置が複数あったときには、たと
えばもっとも使用率の低いライセンスを選択する。あるいは、使用されていない状態の画
像形成装置２０２を選択する。このように、いろいろな選択基準が考えられる。いずれか
の選択基準に基づいて、対象となる第２の画像形成装置２０２ｂを選択する。
【００６５】
　ステップ９３０では、選択した第２の画像形成装置２０２ｂが回収対象のライセンスを
使用中であるかどうか判断する。もしも第２の画像形成装置が回収対象のライセンスを使
用中であるならば、他の画像形成装置２０２を検索し、同じくライセンスが使用中かどう
かを調べる。対象となるすべての第２の画像形成装置２０２ｂにライセンスが存在しない
か、あるいはライセンスに係る追加アプリケーションが利用中の場合は、「空きライセン
ス取得処理」は失敗である。したがって、「空きライセンス取得処理」は失敗ことを示す
情報を呼出し元に返し、処理を終了する。
【００６６】
　いずれかの画像形成装置２０２にインストールされたライセンスがあり、該当するアプ
リケーションが実行されていないならば、ステップ９４０に移行する。ステップ９４０で
、回収対象のライセンスに対応するアプリケーションを復旧するために、その設定情報を
管理サーバ２０１ではバックアップ保存する。そして、ステップ９５０でライセンスの回
収を行い、「空きライセンス取得処理」を「成功」を通知し、本処理を終了する。ライセ
ンスの回収とは、たとえば、ライセンス情報及び追加アプリケーションをアンインストー
ルし、管理サーバにおけるライセンスの管理情報に、１つの空きライセンスが生じたこと
を記録する処理である。
【００６７】
　上記構成及び手順により、第１実施形態の効果に加えて、追加アプリケーションのライ
センスの融通をより柔軟に行うことができ、限られた数のライセンスを効果的に利用でき
る。
【００６８】
　なお本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。また本発明の目的は、前述の実
施形態の機能を実現するプログラムコードを記録した記録媒体を、システムあるいは装置
に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが記憶媒体に格納されたプログラム
コードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出さ
れたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログ
ラムコード自体およびプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することにな
る。
【００６９】
　また、本発明には、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働している
オペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によ
って前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。さらに、記憶媒体から読み出
されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに
接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた場合についても、本発明は適
用される。その場合、書き込まれたプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カー
ドや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理
によって前述した実施形態の機能が実現される。
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【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明における画像形成装置２０２のＵＩパネルの表示例を示す図である。
【図２】第１実施形態を実施するためのシステム構成図である。
【図３】画像形成装置２０２のメモリマップを示す図である。
【図４】第１実施形態の処理を説明するフローチャートである。
【図５】画像形成装置２０２と管理サーバ２０１で授受されるデータを示す図である。
【図６】掃き出し処理のフローチャートである。
【図７】第２実施形態を実施するためのシステム構成図である。
【図８】第２実施形態の処理を説明するフローチャートである。
【図９】空きライセンス取得処理のフローチャートである。
【図１０】掃き出し処理によるメモリ状態の遷移を説明する図である。
【図１１】画像形成装置のソフトウェア構成図である。
【図１２】画像形成装置のハードウェア構成図である。
【符号の説明】
【００７１】
１００　画像形成装置２０２のコンソールパネル
２０１　管理サーバ２０１
２０２　画像形成装置２０２
２０３　管理者ＰＣ
２１０　本発明を実現する画像形成装置２０２で動作するアプリケーション
３００　画像形成装置２０２のメモリマップ
３０１　画像形成装置２０２ＯＳ
３０２　画像形成装置２０２ファームウェア
３０３　画像形成装置２０２アプリケーション
３１０　画像形成装置２０２追加インストール可能アプリケーション格納領域
３０４　画像形成装置２０２ワークエリア
３１１　インストール可能アプリケーション１の格納領域
３１２　インストール可能アプリケーション２の格納領域
３１３　インストール可能アプリケーション３の格納領域
３１４　余剰インストール可能アプリケーション格納領域
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