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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶手段に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記記憶手段に記憶されたデータを処理する際
に当該データを前記第１のアプリケーションよりも速い速度で読み出すことが必要な第２
のアプリケーションとを含む、複数のアプリケーションを備えたデータ処理装置であって
、
　前記複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデ
ータを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力されたデータを記憶する第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段よりも速い速度でデータを読み出すことが可能な記憶手段であって
、前記入力手段により入力されたデータを記憶する第２の記憶手段と、
　前記入力手段により入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプ
リケーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段
及び前記第２の記憶手段のどちらに記憶すべきかを決定する決定手段と、
　前記決定手段による決定に従って、前記入力手段により入力されたデータを前記第１の
記憶手段または前記第２の記憶手段に記憶させる制御手段と、を有し、
　前記決定手段は、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理され
るデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段に記憶すべきと決定
し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータである
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場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶手段に記憶すべきと決定することを特徴
とするデータ処理装置。
【請求項２】
　前記第１のアプリケーションは、前記入力されたデータを電子メールに添付して送信す
る処理を実行するアプリケーションであって、前記第２のアプリケーションは、前記入力
されたデータを印刷する処理を実行するアプリケーションであることを特徴とする請求項
１に記載のデータ処理装置。
【請求項３】
　前記第１の記憶手段はハードディスクであって、前記第２の記憶手段は前記第１の記憶
手段よりも速い速度でデータを読み出すことが可能な半導体メモリであることを特徴とす
る請求項１または２に記載のデータ処理装置。
【請求項４】
　記憶手段に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記第１のアプリケーションが処理するデータ
よりもデータ量が多いデータを処理する第２のアプリケーションとを含む、複数のアプリ
ケーションを備えたデータ処理装置であって、
　前記複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデ
ータを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力されたデータを記憶する第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段よりも記憶容量が大きい記憶手段であって、前記入力手段により入
力されたデータを記憶する第２の記憶手段と、
　前記入力手段により入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプ
リケーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段
及び前記第２の記憶手段のどちらに記憶すべきかを決定する決定手段と、
　前記決定手段による決定に従って、前記入力手段により入力されたデータを前記第１の
記憶手段または前記第２の記憶手段に記憶させる制御手段と、を有し、
　前記決定手段は、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理され
るデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段に記憶すべきと決定
し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータである
場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶手段に記憶すべきと決定することを特徴
とするデータ処理装置。
【請求項５】
　前記第１のアプリケーションは、前記入力されたデータを印刷する処理を実行するアプ
リケーションであって、前記第２のアプリケーションは、前記入力されたデータを電子メ
ールに添付して送信する処理を実行するアプリケーションであることを特徴とする請求項
４に記載のデータ処理装置。
【請求項６】
　前記第１の記憶手段は半導体メモリであって、前記第２の記憶手段は前記第１の記憶手
段よりも記憶容量が大きいハードディスクであることを特徴とする請求項４または５に記
載のデータ処理装置。
【請求項７】
　前記入力手段は前記複数のアプリケーションに共通のプログラムに従ってデータを入力
することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項８】
　原稿上の画像を読み取って画像データを出力する読取手段を更に有し、
　前記入力手段は、前記読取手段が出力した画像データを入力することを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項９】
　前記入力手段により入力されたデータを、前記複数のアプリケーションのいずれかによ
り処理する際の処理内容を識別する識別手段と、
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　前記識別手段による識別結果に応じて前記入力手段により入力されたデータを前記第１
の記憶手段または前記第２の記憶手段に記憶する際のデータの割当方法を指定する指定手
段と、を更に有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のデータ処理
装置。
【請求項１０】
　前記指定手段は、前記識別手段による識別結果に応じて前記入力手段により入力された
データを連続したアドレスに記憶するか、或いはデータを所定のブロックに分割して記憶
するかを指定することを特徴とする請求項９に記載のデータ処理装置。
【請求項１１】
　前記入力手段により入力されたデータに対して、当該データの入力を要求したアプリケ
ーションに応じた識別子を設定する設定手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至
１０のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項１２】
　前記設定手段は前記入力手段により入力されたデータのページが変化する毎に異なる識
別子を設定することを特徴とする請求項１１に記載のデータ処理装置。
【請求項１３】
　記憶装置に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記記憶装置に記憶されたデータを処理する際
に当該データを前記第１のアプリケーションよりも速い速度で読み出すことが必要な第２
のアプリケーションとを含む、複数のアプリケーションを備えたデータ処理装置における
データ処理方法であって、
　前記複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデ
ータを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力されたデータを、第１の記憶装置、または前記第１の記憶装置より
も速い速度でデータを読み出すことが可能な第２の記憶装置に記憶する記憶工程と、
　前記入力工程で入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプリケ
ーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置及び
前記第２の記憶装置のどちらに記憶すべきかを決定する決定工程と、
　前記決定工程における決定に従って、前記入力工程で入力されたデータを前記第１の記
憶装置または前記第２の記憶装置に記憶させる制御工程と、を有し、
　前記決定工程では、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理さ
れるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置に記憶すべきと決
定し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータであ
る場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶装置に記憶すべきと決定することを特
徴とするデータ処理方法。
【請求項１４】
　記憶装置に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記第１のアプリケーションが処理するデータ
よりもデータ量が多いデータを処理する第２のアプリケーションとを含む、複数のアプリ
ケーションを備えたデータ処理装置におけるデータ処理方法であって、
　前記複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデ
ータを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力されたデータを、第１の記憶装置、または前記第１の記憶装置より
も記憶容量が大きい第２の記憶装置に記憶する記憶工程と、
　前記入力工程で入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプリケ
ーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置及び
前記第２の記憶装置のどちらに記憶すべきかを決定する決定工程と、
　前記決定工程における決定に従って、前記入力工程で入力されたデータを前記第１の記
憶装置または前記第２の記憶装置に記憶させる制御工程と、を有し、
　前記決定工程では、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理さ
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れるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置に記憶すべきと決
定し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータであ
る場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶装置に記憶すべきと決定することを特
徴とするデータ処理方法。
【請求項１５】
　コンピュータ読取可能なプログラムを格納した記憶媒体において、前記プログラムが、
　記憶装置に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記記憶装置に記憶されたデータを処理する際
に当該データを前記第１のアプリケーションよりも速い速度で読み出すことが必要な第２
のアプリケーションとを含む、複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーシ
ョンにより処理されるデータを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力されたデータを、第１の記憶装置、または前記第１の記憶装置より
も速い速度でデータを読み出すことが可能な第２の記憶装置に記憶する記憶工程と、
　前記入力工程で入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプリケ
ーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置及び
前記第２の記憶装置のどちらに記憶すべきかを決定する決定工程と、
　前記決定工程における決定に従って、前記入力工程で入力されたデータを前記第１の記
憶装置または前記第２の記憶装置に記憶させる制御工程と、を有し、
　前記決定工程では、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理さ
れるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置に記憶すべきと決
定し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータであ
る場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶装置に記憶すべきと決定することを特
徴とする記憶媒体。
【請求項１６】
　コンピュータ読取可能なプログラムを格納した記憶媒体において、前記プログラムが、
　記憶装置に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであって、
少なくとも、第１のアプリケーションと、前記第１のアプリケーションが処理するデータ
よりもデータ量が多いデータを処理する第２のアプリケーションとを含む、複数のアプリ
ケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデータを入力する入力
工程と、
　前記入力工程で入力されたデータを、第１の記憶装置、または当該第１の記憶装置より
も記憶容量が大きい第２の記憶装置に記憶する記憶工程と、
　前記入力工程で入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプリケ
ーションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置及び
前記第２の記憶装置のどちらに記憶すべきかを決定する決定工程と、
　前記決定工程における決定に従って、前記入力工程で入力されたデータを前記第１の記
憶装置または前記第２の記憶装置に記憶させる制御工程と、を有し、
　前記決定工程では、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理さ
れるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶装置に記憶すべきと決
定し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータであ
る場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶装置に記憶すべきと決定することを特
徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力されたデータを処理するためのデータ処理装置、方法及びプログラムを格
納した記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、原稿の画像を読み取るスキャナ、画像の記録出力を行うプリンタ、データの送
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受信を行うための通信ユニット、データをファイルとして保存管理するデータベースユニ
ット等を一つの装置に備え、適宜処理するものが知られている。
【０００３】
この場合、スキャン処理、プリント処理等を行うための複数のアプリケーションプログラ
ムにより、ユーザの行おうとする処理に応じて適切なアプリケーションプログラムを選択
して実行させるものである。
【０００４】
例えば、ＦＡＸ機能を実現させる場合には装置内のメモリにロードされているＦＡＸ用の
アプリケーションプログラムに対し、ユーザーインターフェースを用いたユーザーの操作
により処理の指示を行う。ユーザーからの指示を受け取ったＦＡＸ用アプリケーションプ
ログラムは原稿画像を読み取るためのスキャナやデータの圧縮・伸長を司る処理システム
を使用することでＦＡＸ機能を実現する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようにＦＡＸ用プログラムは、ＦＡＸの送信に関わるすべての処理を
ＦＡＸ用アプリケーションプログラムが制御するものである。例えば読み取らせる原稿が
複数枚ある場合にはＦＡＸ用アプリケーションは複数枚の読み取りを制御する。一般に複
数枚の原稿の読み取りにおいては、予め原稿枚数を特定することが困難なため、ＦＡＸ用
アプリケーションは原稿の読み取りのために多くの手順を必要とする。また、装置が多機
能であればあるほど、他のアプリケーションでもスキャナ等を使用することも多くなるが
、これも読み取り処理を行うために多くの手順を必要とする。このように、装置のスキャ
ナ等の処理部を使用する複数のアプリケーションプログラムは複数枚の原稿読取動作のた
めに複雑な手順をそれぞれが重複して持つものであった。
【０００６】
また、装置内には、処理されるデータを保存するための媒体として、半導体メモリやハー
ドディスク等がある。こういった媒体に処理されるデータを保存する際の領域は複数のア
プリケーションプログラムで共有して使用されるが、半導体メモリとハードディスクとで
は処理速度が異なることに起因してどのような領域を確保したかによってアプリケーショ
ンプログラムの動作速度に影響を及ぼすことになる。例えば、すべての原稿を読み取って
から処理を行うアプリケーションには高い処理速度は要求されないが、十分なデータ保存
用の領域が必要になる。一方、読み取った原稿画像を逐次送信するようなアプリケーショ
ンプログラムにはデータ保存用の領域は多く必要ないが、十分なパフォーマンスが得られ
るよう高速な処理が要求される。
【０００７】
このように、入力されたデータを適切に処理するためには、その処理内容に応じて記憶媒
体へのアクセスの方法も考慮しておく必要がある。
【０００８】
本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、入力されたデータを種々のアプリケー
ションで処理する際に、その処理内容に応じた効率的な処理を行うことのできるデータ処
理装置、方法及びプログラムを格納した記憶媒体を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明のデータ処理装置は以下の構成を備える。
【００１０】
　即ち、記憶手段に記憶されたデータを読み出して処理するためのアプリケーションであ
って、少なくとも、第１のアプリケーションと、前記記憶手段に記憶されたデータを処理
する際に当該データを前記第１のアプリケーションよりも速い速度で読み出すことが必要
な第２のアプリケーションとを含む、複数のアプリケーションを備えたデータ処理装置で
あって、前記複数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理さ
れるデータを入力する入力手段と、前記入力手段により入力されたデータを記憶する第１
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の記憶手段と、前記第１の記憶手段よりも速い速度でデータを読み出すことが可能な記憶
手段であって、前記入力手段により入力されたデータを記憶する第２の記憶手段と、前記
入力手段により入力されたデータが前記複数のアプリケーションのうち、どのアプリケー
ションにより処理されるかに応じて、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段及び前
記第２の記憶手段のどちらに記憶すべきかを決定する決定手段と、前記決定手段による決
定に従って、前記入力手段により入力されたデータを前記第１の記憶手段または前記第２
の記憶手段に記憶させる制御手段と、を有し、前記決定手段は、前記入力されたデータが
前記第１のアプリケーションにより処理されるデータである場合は、当該入力されたデー
タを前記第１の記憶手段に記憶すべきと決定し、前記入力されたデータが前記第２のアプ
リケーションにより処理されるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第２の
記憶手段に記憶すべきと決定することを特徴とする。
　また、本発明のデータ処理装置は、記憶手段に記憶されたデータを読み出して処理する
ためのアプリケーションであって、少なくとも、第１のアプリケーションと、前記第１の
アプリケーションが処理するデータよりもデータ量が多いデータを処理する第２のアプリ
ケーションとを含む、複数のアプリケーションを備えたデータ処理装置であって、前記複
数のアプリケーションのうち、いずれかのアプリケーションにより処理されるデータを入
力する入力手段と、前記入力手段により入力されたデータを記憶する第１の記憶手段と、
前記第１の記憶手段よりも記憶容量が大きい記憶手段であって、前記入力手段により入力
されたデータを記憶する第２の記憶手段と、前記入力手段により入力されたデータが前記
複数のアプリケーションのうち、どのアプリケーションにより処理されるかに応じて、当
該入力されたデータを前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段のどちらに記憶すべき
かを決定する決定手段と、前記決定手段による決定に従って、前記入力手段により入力さ
れたデータを前記第１の記憶手段または前記第２の記憶手段に記憶させる制御手段と、を
有し、前記決定手段は、前記入力されたデータが前記第１のアプリケーションにより処理
されるデータである場合は、当該入力されたデータを前記第１の記憶手段に記憶すべきと
決定し、前記入力されたデータが前記第２のアプリケーションにより処理されるデータで
ある場合は、当該入力されたデータを前記第２の記憶手段に記憶すべきと決定することを
特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照し、本発明の実施の形態の一例について詳細に説明する。
【００１２】
本実施形態のネットワークシステム全体の接続形態を表す構成図を図１に示す。
【００１３】
１００１は本実施形態による画像処理装置であり、後述するスキャナ、プリンタ等から構
成され、スキャナから入力される原稿画像をローカルエリアネットワーク１０１０（以下
ＬＡＮ）に出力したり、ＬＡＮを介して受信した画像をプリンタにより記録シート上にプ
リントアウトできる。また、スキャナから入力される原稿画像をＦＡＸ送信モジュールに
より、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０等の公衆回線網に送信したり、ＰＳＴＮまたはＩ
ＳＤＮ等の公衆回線網から受信した画像をプリンタによりプリントアウトできる。
【００１４】
１００２は、データベースサーバであり、画像処理装置１００１に入力された２値画像及
び多値画像をデータベースとして管理する。１００３は、データベースサーバ１００２の
データベースクライアントで、データベース１００２に保存されている画像データを閲覧
／検索等できる。
【００１５】
１００４は、電子メールサーバであり、画像処理装置１００１に入力された画像を電子メ
ールの添付ファイルとして受け取ることができる。
【００１６】
１００５は、電子メールクライアントであり、電子メールサーバ１００４の受け取った電
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子メールを受信し、内容を閲覧したり、電子メールを送信したりといった通常の電子メー
ルの処理が可能な汎用のコンピュータ端末である。
【００１７】
１００６は、ＨＴＭＬ文書をＬＡＮに提供するＷＷＷサーバであり、画像処理装置１００
１によりこのＷＷＷサーバで提供されるＨＴＭＬ文書をプリントアウトできる。
【００１８】
１００７は、ルータであり、ＬＡＮ１０１０をインターネット／イントラネット１０１２
と連結する。インターネット／イントラネットに、前述したデータベースサーバ１００２
、ＷＷＷサーバ１００６、電子メールサーバ１００４、画像処理装置１００１と同様の装
置が、それぞれ１０２０、１０２１、１０２２、１０２３として連結されている。
【００１９】
一方、画像処理装置１００１は、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０を介して、ＦＡＸ装置
１０３１とデータの送受信が可能になっている。また、ＬＡＮ上にプリンタ１０４０も連
結されており、画像処理装置１００１に入力された画像をプリントアウト可能なように構
成されている。
【００２０】
次に画像処理装置１００１の構成及びその動作について、ハードウェアとソフトウェアに
分けて詳細に説明する。
【００２１】
（１）ハードウェア
１－１．全体構成
画像処理装置１００１の全体構成を示すブロック図を図２に示す。
【００２２】
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ　２０００は画像入力デバイスであるスキャナ２０７０
（原稿の画像を読み取る）や画像出力デバイスであるプリンタ２０９５（画像を可視記録
し出力する）と接続し、一方ではＬＡＮ２０１１（ＬＡＮ１０１０）や公衆回線（ＷＡＮ
）２０５１（ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０）と接続することで画像情報やデバイス情
報の入出力を行う為のコントローラである。
【００２３】
ＣＰＵ２００１は図２の画像処理装置全体を制御するコントローラである。ＲＡＭ２００
２はＣＰＵ２００１が動作するためのシステムワークメモリであり、また、画像でデータ
を一時記憶するための画像メモリとしても用いられる。ＲＯＭ２００３はブートＲＯＭで
あり、本画像処理装置のブートプログラムが格納されている。ＨＤＤ２００４はハードデ
ィスクドライブで、システムソフトウェアプログラム、画像データ等を格納する。
【００２４】
操作部Ｉ／Ｆ２００６が操作部（ＵＩ）２０１２とのインターフェース部で、操作部２０
１２に表示するユーザーインターフェース用の画像データを操作部２０１２に対して出力
する。また、操作部２０１２から使用者が入力した情報をＣＰＵ２００１に伝える役割を
する。
【００２５】
ＮｅｔｗｏｒｋＩ／Ｆ２０１０は本画像処理装置を複数の端末で形成されるＬＡＮ２０１
１に接続し、情報の入出力を行う。Ｍｏｄｅｍ２０５０は本画像処理装置を一般の公衆回
線網２０５１に接続し、情報の入出力を行う。
【００２６】
以上のデバイスがシステムバス２００７上に配置される。
【００２７】
Ｉｍａｇｅ　Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ２００５はシステムバス２００７と画像データを高速で転送
する画像バス２００８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２
００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。
【００２８】
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画像バス２００８上には以下のデバイスが配置される。
【００２９】
ラスターイメージプロセッサ（ＲＩＰ）２０６０は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２０２０は、画像入出力デバイスであるスキャナ２０７０
やプリンタ２０９５とコントローラ２０００を接続し、画像データの同期系／非同期系の
変換を行う。スキャナ画像処理部２０８０は、入力された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は、プリント出力すべき画像データに対して、プリンタ
の特性に応じた補正、解像度変換等を行う。画像回転部２０３０は画像データの回転処理
を行う。画像圧縮部２０４０は、多値画像データはＪＰＥＧ、２値画像画像データはＪＢ
ＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００３０】
１－２．画像入出力部
画像入出力デバイスの外観図を図３に示す。同一符号は上述のものと同一であることを示
す。以下、同様である。
【００３１】
画像入力デバイスであるスキャナ部２０７０は、原稿上に描かれた画像を照明し、ＣＣＤ
ラインセンサ（図示せず）を用いて原稿を走査することで、画像を読み取りラスターイメ
ージデータ２０７１として電気信号に変換する。原稿用紙は原稿フィーダ２０７２のトレ
イ２０７３にセットし、使用者が操作部２０１２から読み取り起動指示することにより、
コントローラＣＰＵ２００１がスキャナ２０７０に指示を与え（２０７１）、フィーダ２
０７２は原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿画像の読み取り動作を行う。
【００３２】
画像出力デバイスであるプリンタ部２０９５は、電気的なラスターイメージデータ２０９
６を用紙上の可視画像に変換する部分であり、その方式は感光体ドラムや感光体ベルトを
用いた電子写真方式、微小ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に直接画像を印字す
るインクジェット方式等があるが、どの方式でも構わない。プリント動作の起動は、コン
トローラＣＰＵ２００１からの指示２０９６によって開始する。プリンタ部２０９５には
、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙段を持ち、それ
に対応した用紙カセット２１００、２１０２、２１０３、２１０４がある。また、排紙ト
レイ２１１１は印字し終った用紙を受けるものである。
【００３３】
１－３．操作部
操作部２０１２の構成概要を図４に示す。
【００３４】
ＬＣＤ表示部２０１３は、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られており、本画像処理装
置の操作のための操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置
情報をコントローラＣＰＵ２００１に伝える。これにより、ＣＰＵ２００１は操作者の操
作内容を判断する。ＣＰＵ２００１は状況に応じて適宜ＬＣＤ表示部２０１３の表示を切
り替える。
【００３５】
スタートキー２０１４は原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いる。スタートキ
ー２０１４の中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤ２０１８があり、表示（点灯）されたＬＥ
Ｄ２０１８の色によってスタートキー２０１４が使える状態にあるかどうかをユーザに対
し示す。ストップキー２０１５は稼動中の本画像処理装置の所定の動作をユーザの意思に
より止めさせる働きをする。ＩＤキー２０１６は、使用者のユーザーＩＤを入力する時に
用いる。リセットキー２０１７は操作部２０１２からの設定を初期化する時に用いる。上
記２０１４～２０１７はハードキーである。
【００３６】
１－４．スキャナ画像処理部
スキャナ画像処理部２０８０の構成を示すブロック図を図５に示す。
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【００３７】
画像バスＩ／Ｆコントローラ２０８１は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセス
シーケンスの制御、スキャナ画像処理部２０８０の各デバイスの制御及びタイミングの制
御を行う。
【００３８】
フィルタ処理部２０８２は、空間フィルタで画像データに対しコンボリューション演算を
行う。編集部２０８３は、例えば入力画像データから原稿内の画像のマーカーペンで囲ま
れた閉領域を認識して、その閉領域内の画像データに対して、影つけ、網掛け、ネガポジ
反転等の画像加工処理を行う。変倍処理部２０８４は、読み取り画像の解像度を変える場
合にラスターイメージの主走査方向について補間演算を行い拡大、縮小処理を行う。副走
査方向の変倍については、画像読み取りラインセンサ（図示せず）が画像を走査する速度
を変えることで行う。テーブル２０８５は、原稿画像を読み取って得た輝度データである
画像データを濃度データに変換する際に参照する変換用テーブルである。２値化部２０８
６は、入力された１画素多値のグレースケール画像データを、誤差拡散処理やスクリーン
処理によって２値化する。
【００３９】
これらのような処理が終了した画像データは、再び画像バスコントローラ２０８１を介し
て、画像バス上に転送される。
【００４０】
１－５．プリンタ画像処理部
プリンタ画像処理部２０９０の構成を示すブロック図を図６に示す。
【００４１】
画像バスＩ／Ｆコントローラ２０９１は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセス
シーケンスの制御、スキャナ画像処理部２０９０内の各デバイスの制御及び各種タイミン
グの制御を行う。解像度変換部２０９２は、ＮｅｔｗｏｒｋＩ／Ｆ２０１１あるいは公衆
回線２０５１から到来した画像データを、プリンタ２０９５の解像度に適合するように変
換するための解像度変換を行う。スムージング処理部２０９３は、解像度変換後の画像デ
ータのジャギー（斜め線等の白黒境界部に現れる画像のがたつき）等を滑らかにする処理
を行う。
【００４２】
１－６．画像圧縮部
画像圧縮部２０４０の構成を示すブロック図を図７に示す。
【００４３】
画像バスＩ．／Ｆコントローラ２０４１は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセ
スシーケンスの制御、入力バッファ２０４２・出力バッファ２０４５とのデータのやりと
りを行うためのタイミング制御及び、画像圧縮部２０４３に対するモード設定などの制御
を行う。以下に画像圧縮処理部の処理手順を示す。
【００４４】
画像バス２００８を介して、ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に
画像圧縮制御のための設定を行う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１
は画像圧縮部２０４３に対して画像圧縮に必要な設定（たとえばＭＭＲ圧縮・ＪＢＩＧ伸
長等の設定）を行う。この必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画像バスＩ
／Ｆコントローラ２０４１に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０４１はＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバ
イスから画像データの転送を開始する。受け取った画像データは入力バッファ２０４２に
一時格納され、画像圧縮部２０４３の画像データ要求に応じて一定のスピードで画像を転
送する。この際、入力バッファは画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１と、画像圧縮部２
０４３両者の間で、画像データを転送できるかどうかを判断し、画像バス２００８からの
画像データの読み込み及び、画像圧縮部２０４３への画像の書き込みが不可能である場合
は、データの転送を行わないような制御を行う（以後このような制御をハンドシェークと
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称するものとする）。画像圧縮部２０４３は受け取った画像データを、一旦ＲＡＭ２０４
４に格納する。これは画像圧縮を行う際には行う画像圧縮処理の種類によって、数ライン
分のデータを要するためであり、最初の１ライン分の圧縮を行うためには数ライン分の画
像データを用意してからでないと画像圧縮が行えないためである。画像圧縮を施された画
像データは直ちに出力バッファ２０４５に送られる。出力バッファ２０４５では、画像バ
スＩ／Ｆコントローラ２０４１及び画像圧縮部２０４３とのハンドシェークを行い、画像
データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に転送する。画像バスＩ／Ｆコントローラ
２０４１では転送された圧縮（もしくは伸長）された画像データをＲＡＭ２００２もしく
は画像バス２００８上の各デバイスにデータを転送する。こうした一連の処理は、ＣＰＵ
２００１からの処理要求が無くなるまで（必要なページ数の処理が終ったとき）もしくは
この画像圧縮部から停止要求が出るまで（圧縮及び伸長時のエラー発生時等）繰り返され
る。
【００４５】
１－７．画像回転部
画像回転部２０３０の構成を示すブロック図を図８に示す。
【００４６】
画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１は、画像バス２００８と接続し、そのバスシーケン
スの制御、画像回転部２０３２にモード等を設定する制御及び、画像回転部２０３２に画
像データを転送するためのタイミング制御を行う。以下に画像回転部の処理手順を示す。
【００４７】
画像バス２００８を介して、ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１に
画像回転制御のための設定を行う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１
は画像回転部２０３２に対して画像回転に必要な設定（たとえば画像サイズや回転方向・
角度等）を行う。この必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆ
コントローラ２０４１に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、画像バス
Ｉ／Ｆコントローラ２０３１はＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイス
から画像データの転送を開始する。尚、ここでは３２ｂｉｔをそのサイズとし回転を行う
画像サイズを３２×３２（ｂｉｔ）とし、又、画像バス２００８上に画像データを転送さ
せる際に３２ｂｉｔを単位とする画像転送を行うものとする（ただし扱う画素は１画素２
値を想定する）。
【００４８】
上述のように、３２×３２（ｂｉｔ）の画像を得るためには、上述の単位データ転送を３
２回行う必要があり、且つ不連続なアドレスから画像データを転送する必要がある（図９
参照）。
【００４９】
不連続アドレッシングにより転送された画像データは、読み出し時に所望の角度に回転さ
れているように、ＲＡＭ２０３３に書き込まれる。例えば、９０度反時計方向回転であれ
ば、最初に転送された３２ｂｉｔの画像データを、図１０のようにＹ方向に書き込んでい
く。読み出し時にＸ方向に読み出すことで、結果として画像が回転される。
【００５０】
３２×３２（ｂｉｔ）の画像回転（ＲＡＭ２０３３への書き込み）が完了した後、画像回
転部２０３２はＲＡＭ２０３３から上述した読み出し方法で画像データを読み出し、画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０３１に画像を転送する。
【００５１】
回転処理された画像データを受け取った画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１は、連続ア
ドレッシングを以て、ＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイスにデータ
を転送する。
【００５２】
こうした一連の処理は、ＣＰＵ２００１からの処理要求が無くなるまで（必要なページ数
の処理が終ったとき）繰り返される。
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【００５３】
１－８．デバイスＩ／Ｆ部
デバイスＩ／Ｆ部２０２０の構成を図１１に示す。
【００５４】
画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセス
シーケンスの制御、デバイスＩ／Ｆ部２０２０内の各デバイスの制御及びタイミングの制
御を行う。また、外部のスキャナ２０７０及びプリンタ２０９５への制御信号を発生させ
る。スキャンバッファ２０２２は、スキャナ２０７０から送られてくる画像データを一時
保存し、画像バス２００８に同期させて画像データを出力する。シリアルパラレル・パラ
レルシリアル変換２０２３は、スキャンバッファ２０２２に保存された画像データを順番
に並べて、あるいは分解して、画像バス２００８に転送できる画像データのデータ幅に変
換する。パラレルシリアル・シリアルパラレル変換２０２４は、画像バス２００８から転
送された画像データを分解して、あるいは順番に並べて、プリントバッファ２０２５に保
存できる画像データのデータ幅に変換する。プリントバッファ２０２５は、画像バス２０
０８から送られてくる画像データを一時保存し、プリンタ２０９５に同期させて画像デー
タを出力する。
【００５５】
画像スキャン時の処理手順を以下に示す。
【００５６】
スキャナ２０７０から送られてくる画像データをスキャナ２０７０から送られてくるタイ
ミング信号に同期させて、スキャンバッファ２０２２に保存する。そして、画像バス２０
０８がＰＣＩバスの場合には、バッファ内に画像データが３２ビット以上入ったときに、
画像データを先入れ先出しで３２ビット分、バッファからシリアルパラレル・パラレルシ
リアル変換２０２３に送り、３２ビットの画像データに変換し、画像バスＩ／Ｆコントロ
ーラ２０２１を通して画像バス２００８上に転送する。また、画像バス２００８がＩＥＥ
Ｅ１３９４の場合には、バッファ内の画像データを先入れ先出しで、バッファからシリア
ルパラレル・パラレルシリアル変換２０２３に送り、シリアル画像データに変換し、画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０２１を通して画像バス２００８上に転送する。
【００５７】
画像プリント時の処理手順を以下に示す。
【００５８】
画像バス２００８がＰＣＩバスの場合には、画像バスから送られてくる３２ビットの画像
データを画像バスＩ／Ｆコントローラで受け取り、パラレルシリアル・シリアルパラレル
変換２０２４に送り、プリンタ２０９５の入力データビット数の画像データに分解し、プ
リントバッファ２０２５に保存する。また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４の場合
には、画像バスからおくられてくるシリアル画像データを画像バスＩ／Ｆコントローラで
受け取り、パラレルシリアル・シリアルパラレル変換２０２４に送り、プリンタ２０９５
の入力データビット数の画像データに変換し、プリントバッファ２０２５に保存する。そ
して、プリンタ２０９５から送られてくるタイミング信号に同期させて、バッファ内の画
像データを先入れ先出しで、プリンタ２０９５に送る。
【００５９】
（２）ソフトウェア
２－１．ソフトウェアブロック全体構成
図１２は、画像処理装置１００１のソフトウェアブロック図である。
【００６０】
１５０１はＵＩ即ちユーザインターフェイスを司るものであり、オペレータが本画像処理
装置の各種操作・設定を行う際、機器との仲介を行うモジュールである。本モジュールは
、オペレータの操作に従い、後述の各種モジュールに入力情報を転送し処理の依頼、或い
はデータの設定等を行う。
【００６１】



(12) JP 4077958 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

１５０２はＡｄｄｒｅｓｓ－Ｂｏｏｋ即ちデータの送付先、通信先等を管理するデータベ
ースモジュールである。Ａｄｄｒｅｓｓ－Ｂｏｏｋの内容は、ＵＩ１５０１からの操作情
報によりデータの追加、削除、取得が行われ、オペレータの操作により後述の各モジュー
ルにデータの送付・通信先情報を与えるものとして使用されるものである。このＡｄｄｒ
ｅｓｓ－Ｂｏｏｋには、宛先の情報と対応付けてその宛先に送信する際のデータの形式、
及び送信可能な画像の形態、解像度の情報等が記憶されている。
【００６２】
１５０３はＷｅｂ－Ｓｅｒｖｅｒモジュールであり、図外のＷｅｂクライアントからの要
求により、本画像処理装置の管理情報を通知するために使用される。管理情報は、後述の
Ｃｏｎｔｒｏｌｌ－ＡＰＩ１５１８を介して読み取られ、後述のＨＴＴＰモジュール１５
１２、ＴＣＰ／ＩＰモジュール１５１６、Ｎｅｔｗｏｒｋ－Ｄｒｉｖｅｒ１５１７を介し
てＷｅｂクライアントに通知される。
【００６３】
１５０４はＵｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール即ち、各種データの配信を司るモジ
ュールであり、ＵＩ１５０１によりオペレータに指示されたデータを、同様に指示された
通信（出力）先に配布するものである。また、オペレータにより、本画像処理装置のスキ
ャナ機能を使用し配布データの生成が指示された場合は、後述のＣｏｎｔｒｏｌｌ－ＡＰ
Ｉ１５１８を介して機器を動作させ、データの生成を行う。
【００６４】
１５０５はプリンタモジュールであり、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール１５０
４内で画像データの出力先としてプリンタが指定された際に実行されるモジュールである
。
【００６５】
１５０６はＥ－ｍａｉｌモジュールであり、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール１
５０４内で画像データの送信先としてＥ－ｍａｉｌアドレスが指定された際に実行される
モジュールである。
【００６６】
１５０７はデータベースモジュールであり、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄ１５０４内で
画像データの出力先としてデータベースが指定された際に実行されるモジュールである。
【００６７】
１５０８はＤＰモジュールであり、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール１５０４内
で画像データの出力先として本画像処理装置と同機能を持った装置が指定された際に実行
されるモジュールである。
【００６８】
１５０９はＲｅｍｏｔｅ－Ｃｏｐｙ－Ｓｃａｎモジュールであり、本画像処理装置のスキ
ャナ機能を使用し、ネットワーク等で接続された他の装置を画像データの出力先とし、本
画像処理装置単体で実現しているＣｏｐｙ機能と同等の処理を行うモジュールである。
【００６９】
１５１０はＲｅｍｏｔｅ－Ｃｏｐｙ－Ｐｒｉｎｔモジュールであり、本画像処理装置のプ
リンタ機能を使用し、ネットワーク等で接続された他の装置を画像データの入力元とし、
本画像処理装置単体で実現しているＣｏｐｙ機能と同等の処理を行うモジュールである。
【００７０】
１５１１はＷｅｂ－Ｐｕｌｌ－Ｐｒｉｎｔモジュール即ちインターネットまたはイントラ
ネット上の各種ホームページの情報を読み出し、印刷するモジュールである。
【００７１】
１５１２は本画像処理装置がＨＴＴＰにより通信する際に使用されるモジュールであり、
後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述のＷｅｂ－Ｓｅｒｖｅｒ１５０３、Ｗ
ｅｂ－Ｐｕｌｌ－Ｐｒｉｎｔ１５１１モジュールに通信を提供するものである。
【００７２】
１５１３は１ｐｒモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述
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のＵｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール１５０４内のプリンタモジュール１５０５に
１ｐｒによる通信を提供するものである。
【００７３】
１５１４はＳＭＴＰモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前
述のＵｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール１５０４内のＥ－ｍａｉｌモジュール１５
０６にＳＭＴＰによる通信を提供するものである。
【００７４】
１５１５はＳＬＭ即ちＳａｌｕｔａｔｉｏｎ－Ｍａｎａｇｅｒモジュールであり、後述の
ＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述のＵｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール
１５０４内のデータベースモジュール１５１７、ＤＰモジュール１５１８、及びＲｅｍｏ
ｔｏ－Ｃｏｐｙ－Ｓｃａｎ１５０９モジュール、Ｒｅｍｏｔｅ－Ｃｏｐｙ－Ｐｒｉｎｔ１
５１０モジュールにｓａｌｕｔａｔｉｏｎアーキテクチャによる通信を提供するものであ
る。
【００７５】
１５１６はＴＣＰ／ＩＰ通信モジュールであり、前述の各種モジュールに後述のＮｅｔｗ
ｏｒｋ－ＤｒｉｖｅｒによりＴＣＰ／ＩＰに準拠したネットワーク通信を提供するもので
ある。
【００７６】
１５１７はネットワークドライバであり、ネットワークに物理的に接続される部分を制御
するものである。
【００７７】
１５１８はＣｏｎｔｒｏｌｌ－ＡＰＩであり、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｓｅｎｄモジュール
１５０４等の上流モジュールに対し、後述のＪｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９等の下流モ
ジュールとのインターフェイスを提供するものであり、上流、及び下流のモジュール間の
依存関係を軽減しそれぞれの流用性を高めるものである。
【００７８】
１５１９はＪｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒであり、前述の各種モジュールよりＣｏｎｔｒｏｌｌ
－ＡＰＩ１５１８を介して指示される処理内容を解釈し、後述の各モジュールに指示を与
えるものである。また、本モジュールは、本画像処理装置内で実行されるハード的な処理
を一元管理するものである。
【００７９】
１５２０はＣＯＤＥＣ－Ｍａｎａｇｅｒであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９が指示
する処理の中でデータの各種圧縮・伸長を管理・制御するものである。
【００８０】
１５２１はＦＢＥ－Ｅｎｃｏｄｅｒであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９、Ｓｃａｎ
－Ｍａｎａｇｅｒ１５２４により実行されるスキャン処理により入力されたデータをＦＢ
Ｅフォーマットにより圧縮するものである。
【００８１】
１５２２はＪＰＥＧ－ＣＯＤＥＣであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９、Ｓｃａｎ－
Ｍａｎａｇｅｒ１５２４により実行される読取スキャン処理、及びＰｒｉｎｔ－Ｍａｎａ
ｇｅｒ１５２６により実行される印刷処理において、入力されたデータのＪＰＥＧ圧縮及
び印刷データのＪＰＥＧ展開処理を行うものである。
【００８２】
１５２３はＭＭＲ－ＣＯＤＥＣであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９、Ｓｃａｎ－Ｍ
ａｎａｇｅｒ１５２４により実行される読取スキャン処理、及びＰｒｉｎｔ－Ｍａｎａｇ
ｅｒ１５２６により実行される印刷処理において、入力されたデータのＭＭＲ圧縮及び印
刷データのＭＭＲ伸長処理を行うものである。
【００８３】
１５２４はＳｃａｎ－Ｍａｎａｇｅｒであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９が指示す
る読取スキャン処理を管理・制御するものである。
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【００８４】
１５２５はＳＣＳＩドライバであり、Ｓｃａｎ－Ｍａｎａｇｅｒ１５２４と本画像処理装
置が内部的に接続しているスキャナ部との通信を行うものである。
【００８５】
１５２６はＰｒｉｎｔ－Ｍａｎａｇｅｒであり、Ｊｏｂ－Ｍａｎａｇｅｒ１５１９が指示
する印刷処理を管理・制御するものである。
【００８６】
１５２７はＥｎｇｉｎｅ－Ｉ／Ｆドライバであり、Ｐｒｉｎｔ－Ｍａｎａｇｅｒ１５２６
と印刷部とのＩ／Ｆを提供するものである。
【００８７】
１５２８はパラレルポートドライバであり、Ｗｅｂ－Ｐｕｌｌ－Ｐｒｉｎｔモジュール１
５１１がパラレルポートを介して図外の出力機器にデータを出力する際のＩ／Ｆを提供す
るものである。
【００８８】
なお、上記のものは、使用すべき装置に必要なもののみ設定し、利用することも可能であ
る。
【００８９】
２－２．アプリケーション
以下、本実施形態の組み込みアプリケーションについて図面を用いて説明する。
【００９０】
図１３は、本実施形態の処理動作に関する組み込みアプリケーションブロックを表す図で
ある。図１３において、左側の大ブロックは主に画像処理装置１００１が送信側（主導側
もしくは能動側）となる場合の処理を示すブロックであり、右側の大ブロックは主に受信
側（スレーブ側もしくは受動側）となる場合の処理を示すブロックである。なお、略称、
用語については、前述のものと同様である。また、下記のもののうち、使用すべき装置に
必要なもののみ、設定し利用することが可能である。
【００９１】
４０５０は、後述する操作部アプリケーションを示すブロックである。ここで、アドレス
帳４０５１を用いた処理も行う。
【００９２】
４１００は、リモートコピーアプリケーションの送信側（読み取り側）の処理を示すブロ
ックである。
【００９３】
４１５０は、同報配信処理の送信側を示すブロックである。
【００９４】
４２００は、Ｗｅｂ　Ｐｕｌｌ　Ｐｒｉｎｔモジュールの処理を示すブロックである。
【００９５】
４２５０は、Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒモジュールの処理を示すブロックである。
【００９６】
４３００は、リモートコピーの受信側（プリント側）を示すブロックである。
【００９７】
４３５０は、同報配信で送信されてきたイメージを汎用のプリンタで受信・プリントする
ブロックである。
【００９８】
４４００は、リモートプリントの受信側（プリント側）の処理を示すブロックである。
【００９９】
４４５０は、同報配信で送信されてきたイメージを公知のＮｏｔｅｓ　Ｓｅｒｖｅｒで受
信・格納する処理を示すブロックである。
【０１００】
４５００は、同報配信で送信されてきたイメージ（２値のイメージ）をデータベースモジ
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ュールで受信・格納する処理を示すブロックである。
【０１０１】
４５５０は、同報配信で送信されてきたイメージを公知の機能を有するＭａｉｌ　Ｓｅｒ
ｖｅｒモジュールで受信・格納する処理を示すブロックである。
【０１０２】
４６００は、同報配信で送信されてきたイメージ（多値のイメージ）をデータベースモジ
ュールで受信・格納する処理を示すブロックである。
【０１０３】
４６５０は、情報コンテンツを含んだ、公知の機能を有するＷｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒモジュ
ールを示すブロックである。
【０１０４】
４７００は、Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒなどにアクセスするための公知の機能を有するＷｅｂ
　Ｂｒｏｗｓｅｒを示すブロックである。
【０１０５】
以下、それぞれのブロックに照らし合わせながら、アプリケーション群の説明を詳細に行
う。
【０１０６】
２－２－１．Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅアプリケーション
４０５０ブロック示したＵｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（以下、ＵＩ）の詳細は、前述し
たとおりであるが、ここでは、４０５１のＡｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋについて説明する。
このＡｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋは、画像処理装置１００１内の不揮発性の記憶装置（バッ
テリバックアップされた不揮発性メモリやハードディスクなど）に保存されており、この
中には、ネットワークに接続された機器の特徴が記述されている。例えば、以下に列挙す
るようなものが含まれている。
【０１０７】
・機器の正式名やエイリアス名
・機器のネットワークアドレス
・機器の処理可能なネットワークプロトコル
・機器の処理可能なドキュメントフォーマット
・機器の処理可能な圧縮タイプ
・機器の処理可能なイメージ解像度
・プリンター機器の場合の給紙可能な紙サイズ、給紙段情報
・サーバー（コンピューター）機器の場合のドキュメントを格納可能なフォルダ名
【０１０８】
以下に説明する各アプリケーションは、上記Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ４０５１に記述さ
れた情報により配信先の特徴を判別することが可能となる。
【０１０９】
また、このＡｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋは、ユーザにより編集可能であると共に、ネットワ
ーク内のサーバーコンピュータなどに保存されているものをダウンロードして使用したり
、または、直接参照することも可能である。
【０１１０】
２－２－２．リモートコピーアプリケーション
リモートコピーアプリケーションは、配信先に指定された機器の処理可能な解像度情報を
Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ４０５１より判別し、それに従い、スキャナにより読みとった
画像（２値画像）を公知のＭＭＲ方式を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Ｔａｇｇ
ｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）化し、ＳＬＭ４１０３を介して、ネットワ
ーク上のプリンター機器に送信する（４１００）。ＳＬＭ４１０３とは、ここでは詳細に
は説明しないが、公知のＳａｌｕｔａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ（または、Ｓｍａｒｔ　
Ｌｉｎｋ　Ｍａｎａｇｅｒ）と呼ばれる機器制御情報などを含んだネットワークプロトコ
ルの一種である。
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【０１１１】
２－２－３．同報配信アプリケーション
同報配信アプリケーションは、リモートコピーアプリケーションと違い、一度の原稿画像
走査で複数の配信宛先に画像を送信する事が可能である（４１５０）。また、配信先もプ
リンター機器にとどまらず、いわゆるサーバーコンピュータにも直接配信可能である。
【０１１２】
以下、配信先に従って順に説明する。
【０１１３】
配信先の機器が公知のネットワークプリンタプロトコルであるＬＰＤ（Ｌｉｎｅ　Ｐｒｉ
ｎｔｅｒ　Ｄａｅｍｏｎ）、プリンタ制御コマンドとして公知のＬＩＰＳを処理可能だと
Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ４０５１の内容により判別した場合、同様にＡｄｄｒｅｓｓ　
Ｂｏｏｋ４０５１より判別した画像解像度に従って画像読み取りを行い、画像自体は、本
実施形態では、公知のＦＢＥ（ＦｉｒｓｔＢｉｎａｒｉ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ）を用いて圧
縮し、さらにＬＩＰＳコード化して、公知のネットワークプリンタプロトコルであるＬＰ
Ｒによって相手機器に送信する（４３５０）。
【０１１４】
配信先の機器が前述のＳＬＭで通信可能で、サーバー機器の場合、Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏ
ｏｋ４０５１より、サーバーアドレス、サーバー内のフォルダの指定を判別し、リモート
コピーアプリケーションと同様に、スキャナにより読みとった画像（２値画像）を公知の
ＭＭＲ方式を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Ｔａｇｇｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌ
ｅ　Ｆｏｒｍａｔ）化し、ＳＬＭを介して、ネットワーク上のサーバー機器の特定のフォ
ルダに格納する事が可能である（４５００）。
【０１１５】
また、本画像処理装置１００１では、相手機器であるサーバーが公知のＪＰＥＧ圧縮され
た多値画像を処理可能だと判別した場合、前述の２値画像と同様に多値読み取りした画像
を公知のＪＰＥＧ圧縮を用いて、やはり公知のＪＦＩＦ化し、ＳＬＭを介して、ネットワ
ーク上のサーバー機器の特定のフォルダに格納する事が可能である。
【０１１６】
配信先の機器がＥ－Ｍａｉｌサーバーである場合、Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ４０５１に
記憶されたメールアドレスを判別し、スキャナにより読みとった画像２値画像を公知のＭ
ＭＲ方式を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Ｔａｇｇｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ
　Ｆｏｒｍａｔ）し、公知のＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）４１５３を使用して、Ｅ－Ｍａｉｌサーバーに送信する。その後の配信
は、Ｍａｉｌ　Ｓｅｒｖｅｒモジュール４５５０に従って実行される。
【０１１７】
（３）操作部
次に、操作部アプリケーションについて説明する。
【０１１８】
操作部の構成の概要は、図４に示した通りである。
【０１１９】
３－１．操作画面
画像処理装置１００１が提供する機能は、Ｃｏｐｙ／Ｓｅｎｄ／Ｒｅｔｒｉｅｖｅ／Ｔａ
ｓｋｓ／Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ／Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎの６つの大きなカテゴリー
に分かれており、これらは操作画面（図１４）上の上部に表示される６つのメインタブ（
ＣＯＰＹ／ＳＥＮＤ／ＲＥＲＩＥＶＥ／ＴＡＳＫＳ／ＭＧＭＴ／ＣＯＮＦＩＧ）（３０１
１～３０１６）に対応している。これらのメインタブを押すことにより（タッチパネル形
式）、各カテゴリーの画面への切り換えが行われる。他カテゴリーへの切り換えが許可さ
れない場合は、オペレーターにその旨を知らせるべくメインタブの表示色が変わり、メイ
ンタブを押しても反応しない。
【０１２０】
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上記カテゴリーにおいて、Ｃｏｐｙは自機が有するスキャナとプリンタを使用してスタン
ドアローン型の複写機のようなドキュメント複写を行う機能と、自機が有するスキャナと
ネットワークで接続されたプリンタを使用してドキュメントの複写を行う機能（リモート
コピー）を含む。
【０１２１】
Ｓｅｎｄは自機が有するスキャナにセットされたドキュメントを、電子メール、リモート
プリンタ、ファックス、ファイル転送（ＦＴＰ）およびデータベースに転送する機能であ
り、宛先を複数指定することが可能である。
【０１２２】
“Ｒｅｔｒｉｅｖｅ”は外部に保存されているドキュメントを取得し、自機が有するプリ
ンタで印刷する機能である。ドキュメントの取得形態としてＷＷＷ、電子メール、ファイ
ル転送およびファックスの使用が可能である。
【０１２３】
“Ｔａｓｋｓ”はファックスやインターネットプリントなどの外部から送られるドキュメ
ントを自動処理し、定期的にＲｅｔｒｉｅｖｅを行うためのタスクの生成、管理を行う。
【０１２４】
“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”はジョブ・アドレス帳・ブックマーク・ドキュメント・アカウ
ント情報などの管理を行う。
【０１２５】
“Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ”では自機に関しての設定（ネットワーク、時計など）を
行う。
【０１２６】
以下、これらの機能設定を行う方法をＬＣＤ画面表示の例を使用して説明する。
【０１２７】
３－２．ＩＤ入力画面
電源投入直後およびＩＤキー２０１６押下時にＩＤ入力画面（図１５）が表示される。Ｉ
Ｄ入力画面でユーザＩＤおよびパスワードを正しく入力し、ＯＫボタンを押すと、前述の
操作画面が表示され、操作が可能になる。ＩＤ入力領域（３０２１）とパスワード入力領
域（３０２２）の切り換えは、入力領域を直接押すことで切替えることができる。また、
誤った（登録されていない）ＩＤまたはパスワードを入力すると、図１６のようなエラー
表示を行う。
【０１２８】
３－３．ＣＯＰＹ画面
ＣＯＰＹタブの選択によるＣＯＰＹ画面表示時にスタートキー２０１４を押すと、スキャ
ナが動作し、選択されているプリンタから画面上に表示されている各設定パラメータ（倍
率、出力用紙サイズ、複写枚数等）に応じて原稿の複写物が出力される。
【０１２９】
ＣＯＰＹメイン画面（図１７）は選択ボタン（３１０３）およびプリンタ表示領域（３１
０２）、Ｉｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ選択ボタン（３１０５）およびＩｍａｇｅ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ表示領域（３１０４）、スタンドアローン型複写機と同様のコピーパラメータ表
示（３１０１）、拡大縮小設定ボタン（３１０６、３１０７）、紙選択ボタン（３１０８
）、ソータ設定ボタン（３１１０）、両面コピー設定ボタン（３１１２）、濃度インジケ
ータおよび濃度設定ボタン（３１０９）、テンキー（３１１４）から構成される。
【０１３０】
プリンタ選択ボタン（３１０３）を押すと、使用可能なプリンタ（自機が有するプリンタ
およびネットワークで接続されたプリンタ）の名前の一覧（図１８参照）がプルダウン表
示される。一覧の中から所望のプリンタを選択すると、一覧が消え、プリンタ表示領域（
３１０２）に選択したプリンタ名が表示される。
【０１３１】
Ｉｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ設定ボタン（３１０５）を押すと、Ｉｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉ
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ｔｙ一覧（図１９参照）が表示され、その中から所望のＩｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ（写
真モード、文字／写真混在モード、文字モード）を選択することができる。
【０１３２】
前述のコピーパラメータ設定用のボタンを押すと、それぞれに対応した設定を行うための
サブ画面（拡大縮小設定：図２０、紙選択：図２１、ソータ設定：図２２、両面コピー設
定：図２３）が表示され、スタンドアローン型の複写機での設定と同様にパラメータを設
定することができる。また濃度設定も同様に操作することができる。
【０１３３】
３－４．ＳＥＮＤ画面
ＳＥＮＤタブの選択によるＳｅｎｄ画面表示時に宛先が選択されスタートキー２０１４が
押されると、スキャナが動作し、読取った画像データを設定された宛先に指定された送信
方法で送信する処理が開始される。このモードでは、宛先に関する情報は宛先に関する文
字情報とともに宛先のカテゴリーを識別可能なアイコンが表示される。また、その宛先に
よっては、複数のアイコンを用いて、また、表示位置を制御し、一見してカテゴリーを容
易に認識できるように表示する。そして選択を容易に、また選択した宛先を容易に視認可
能にしている。
【０１３４】
また、表示形態としては、宛先の人名毎の表示のほか、送信方法毎（ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉ
ｌ、プリント等のプロトコル毎）にソートしての表示が可能である。
【０１３５】
ＳＥＮＤメイン画面（図２４）は、宛先表示領域（３２０２）、詳細宛先数表示領域（３
２０３）、宛先スクロールボタン（３２０４）、アドレスブックボタン（３２０８）、Ｎ
ｅｗボタン（３２０９）、Ｅｄｉｔボタン（３２１０）、Ｄｅｌｅｔｅボタン（３２１１
）、Ｓｕｂｊｅｃｔ入力領域（３２０５）、Ｍｅｓｓａｇｅ入力領域（３２０６）、Ｆｉ
ｌｅ　Ｎａｍｅ入力領域（３２０７）、Ｃｏｖｅｒ　ｐａｇｅチェックボタン（３２１２
）、Ｐｕｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤチェックボタン（３２１３）、Ｐｒｉｎｔ　Ｏｕｔチェック
ボタン（３２１４）、Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇボタン（３２１５）から構成される。リ
セットキー２０１７の押下によるリセットを含む初期化時には図２５に示すように、宛先
表示領域には１つの宛先も表示されず、操作説明画面が表示される。
【０１３６】
宛先表示領域（３２０２）には入力された宛先の一覧が表示される。入力した宛先は順次
末尾に追加される。詳細宛先数表示領域（３２０３）には現在設定されている宛先数が表
示される。
【０１３７】
宛先表示領域からある宛先を選択した後、Ｄｅｌｅｔｅボタン（３２１１）を押すと、選
択されていた宛先が削除される。
【０１３８】
Ｓｕｂｊｅｃｔ入力領域（３２０５）、Ｍｅｓｓａｇｅ入力領域（３２０６）、Ｆｉｌｅ
　Ｎａｍｅ入力領域（３２０７）を押すと、図２６に示すフルキーボードが表示され、そ
れぞれの入力が可能になる。
【０１３９】
３－５．アドレスブックサブ画面
Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋボタン（３２０８）を押すと、アドレスブックサブ画面（図２
７）が表示される。アドレス帳表示領域（３２２１）で選択マーク（３２３２）を付けら
れた宛先は、ＯＫボタン（３２３１）を押すことにより、ＳＥＮＤメイン画面の宛先表示
領域（３２０２）に追加される。アドレス帳の表示はソート項目設定ボタン（３２２４～
３２２６）を押すことによりクラス（出力形態等）別、名前昇順、名前降順にソートされ
る。項目選択件数表示領域（３２２７）には選択マークの付けられた項目数を表示する。
【０１４０】
また、このとき宛先種別（ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、プリント等のプロトコル毎）でさらに
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ソートすることもできる。
【０１４１】
ＯＫボタン（３２３１）またはキャンセルボタン（３２３０）が押されると、アドレスブ
ックサブ画面はクローズされ、ＳＥＮＤメイン画面が表示される。
【０１４２】
アドレス帳の中の１つの項目を選択した状態でＤｅｔａｉｌボタン（３２２９）を押すと
、Ｄｅｔａｉｌサブ画面（図２８）が表示される。Ｄｅｔａｉｌサブ画面には選択された
項目の情報としてアドレス帳から得られるすべての情報が表示される。
【０１４３】
３－６．サーチサブ画面
アドレスブックサブ画面内のＳｅａｒｃｈボタン（３２２８）を押すと画像処理装置１０
０１内のローカルアドレス帳または外部にあるアドレスサーバから宛先を検索するための
サーチサブ画面（図２９）が表示される。サーチサブ画面上部は検索条件設定部分である
。検索対象クラス表示領域（３２４５）、検索対象属性表示領域（３２４７）、検索対象
条件表示領域（３２４９）、検索対象アドレスブック表示領域（３２５２）には現在選択
されているものが表示される。検索対象クラス設定ボタン（３２４６）を押すと、検索対
象クラス一覧が表示される（図３０）。この一覧から選択されたものが検索対象クラス表
示領域に表示される。検索対象属性設定ボタン（３２４８）を押すことによって検索対象
属性一覧が表示される（図３１）。この一覧に表示される属性は選択されている検索対象
クラスによって次のように変化する。Ｃｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ・Ａｄｄｒｅｓｓ・Ｃｏｕ
ｎｔｒｙ（クラス：Ｐｅｒｓｏｎ）、Ｃｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ・Ｏｗｎｅｒ・Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ・Ｍｏｄｅｌ・Ｔｙｐｅ・Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ・Ｃｏｌｏｒ・Ｆｉｎｉｓｈｅｒ
（クラス：Ｐｒｉｎｔｅｒ）、Ｃｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ・Ｍｅｍｂｅｒ（クラス：Ｇｒｏ
ｕｐ）、すべての属性（クラス：Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）。検索対象条件設定ボタン（３
２５０）を押すと、検索対象条件一覧が表示され（図３２）、その一覧の中から条件を選
択する。検索対象アドレスブック設定ボタン（３２５３）を押すと、検索対象アドレスブ
ックの一覧が表示され（図３３）、その中から選択することが可能になる。検索対象属性
値入力領域（３２５１）を押すと、フルキーボード（図２６）が表示され、所望の値を入
力することが可能になる。
【０１４４】
Ｄｏ　Ｓｅａｒｃｈボタン（３２５４）を押すと、設定された検索条件に従って検索が行
われる。検索結果は検索結果表示領域（３２４１）に表示され、検索結果件数表示領域（
３２４４）に件数が表示される。
【０１４５】
検索結果表示領域の項目のうち１つを選択した状態でＤｅｔａｉｌボタン（３２５５）を
押すと、その項目に対する詳細情報（３２３５）が表示される。
【０１４６】
検索結果表示領域内の項目で宛先に追加するものには選択マークを付加する（図３４参照
）。ＯＫボタン（３２５７）を押すと、サーチサブ画面がクローズされ、ＳＥＮＤメイン
画面に戻り、選択マークが付加されていた項目が宛先に追加される。キャンセルボタン（
３２５６）を押した場合はサーチサブ画面がクローズされ、ＳＥＮＤメイン画面に戻るが
、宛先に変化はない。
【０１４７】
３－７．詳細宛先サブ画面
ＳＥＮＤメイン画面のＮｅｗボタン（３２０９）を押すとＰｅｒｓｏｎクラス詳細サブ画
面（図３５）が表示され、新しい宛先の設定が可能になる。宛先の入力は送信方法（電子
メール、ファックス、プリンタ、ＦＴＰ）に対応した送信方法選択ボタン（３２７１～３
２７４）を押すか、詳細宛先入力領域（３２７５～３２７８）を押すと、ファックスの場
合はテンキーボード（図３６）、その他はフルキーボード（図２６）が表示され、入力可
能になる。３２７９～３２８２はそれぞれの送信方法の送信オプションの設定を行うため
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のボタンであるが、ここでは詳細な説明は省略する。
【０１４８】
ＳＥＮＤメイン画面でＰｅｒｓｏｎクラスの宛先が選択されている状態でＥｄｉｔボタン
（３２１０）が押された場合もＰｅｒｓｏｎクラス詳細サブ画面（図３７）が表示される
。詳細宛先入力領域（３２７５～３２７８）の該当する領域に、選択された宛先の詳細が
表示され、前述した方法でキーボードを表示すると、これを用いて宛先の編集が可能にな
る。
【０１４９】
ＳＥＮＤメイン画面Ｄａｔａ　Ｂａｓｅクラスの宛先が選択されている状態でＥｄｉｔボ
タン（３２１０）が押された場合、Ｄａｔａ　Ｂａｓｅクラス詳細サブ画面（図３８）が
表示される。データベースクラス詳細サブ画面にはデータベース名（３３１１）、フォル
ダリスト（３３１２）が表示される。
【０１５０】
ＳＥＮＤメイン画面でＧｒｏｕｐクラスの宛先が選択されている状態でＥｄｉｔボタン（
３２１０）が押された場合Ｇｒｏｕｐクラス詳細サブ画面（図３９）が表示される。Ｇｒ
ｏｕｐクラス詳細サブ画面にはグループメンバー表示（３３２１）がされる。
【０１５１】
３－８．ＨＤ　ＳＥＴＴＩＮＧサブ画面
Ｐｕｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤチェックボタン（３２１３）を押すと、データをハードディスク
に送信し、保存させるための設定を行うＨＤ　ＳＥＴＴＩＮＧサブ画面（図４０）が表示
される。各カテゴリーに共通のＰｕｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤチェックボタン（３４０６）を押
すと、ＨＤ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面（図４０）が表示される。機能はＳｅｎｄのＨＤ　
Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面と同様である。詳細説明は省略する。
【０１５２】
３－９．Ｐｒｉｎｔ　Ｏｕｔサブ画面
Ｐｒｉｎｔ　Ｏｕｔチェックボタン（３２１４）を押すと、プリントアウトサブ画面（図
４１）が表示される。プリントアウトサブ画面ではプリント枚数、紙サイズ、拡大縮小率
、両面印刷、ソート、解像度などを設定する。紙サイズ選択ボタン（３３４５）を押すと
、紙サイズの一覧（図４２）が表示され、そこから選択する。ソータ選択ボタン（３３５
０）を押すと、選択可能なソータ一覧（図４３）が表示される。
【０１５３】
３－１０．Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面
Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇボタン（３２１５）を押すと、Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ
画面（図４４）が表示される。Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面内のＰｒｅｓｅｔモー
ド選択領域（３３７１）からスキャン設定を１つ選択すると、それに対応する予め設定さ
れた解像度、スキャンモード、濃度がそれぞれの表示領域（３３７７、３３７９、３３８
１）に表示される。これらの値は手動で変えることが可能である。図４５は紙サイズ選択
一覧をプルダウン表示した状態の画面で、この一覧から使用する紙のサイズ、向きを選択
する。図４６、図４７はそれぞれ、解像度、スキャンモード一覧をプルダウン表示した状
態を示している。
【０１５４】
３－１１．ＲＥＴＲＩＥＶＥ画面
ＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面（図４８）にはＷＷＷ（３４０１）、Ｅ－ｍａｉｌ（３４０
２）、Ｆａｘ（３４０３）、ＦＴＰ（３４０４）のサブタブおよび各サブカテゴリーで共
通に使用されるＰＵＴ　ＩＮＴＯ　ＨＤチェックボタン（３４０５）、ＰＲＩＮＴ　ＳＥ
ＴＴＩＮＧボタン（３４０６）が表示される。サブタブを押すことによって対応するＷＷ
Ｗ、Ｅ－ｍａｉｌ、Ｆａｘ、ＦＴＰの各サブ画面が表示される。リセットキー２０１７の
押下によるリセットを含む初期化時にはＷＷＷサブ画面が表示される。
【０１５５】
３－１２．ＷＷＷサブ画面
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ＷＷＷサブ画面表示時にスタートボタンを押すと、画面上に表示されている各設定に従っ
て指定されたホームページの内容が印刷される。ただし、ＵＲＬ入力領域に何も表示され
ていない時にスタートキー２０１４が押されても何も機能しない。
【０１５６】
ＷＷＷサブ画面（図４８）上のＵＲＬ入力領域（３４１１）を押すと、フルキーボード（
図２６）が表示され、ＵＲＬの直接入力が可能になる。Ｌｉｎｋ　Ｄｅｐｔｈ（３４１２
）およびＭａｘ　Ｐａｇｅｓ（３４１４）入力領域を押すと、テンキーボード（図３６）
が表示され、数値を直接入力することが可能になる。
【０１５７】
３－１３．Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面
Ｂｏｏｋｍａｒｋボタン（３４１９）を押すと、Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面（図４９）が
表示される。Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面中のブックマーク表示領域（３４６１）には設定
されているブックマークの一覧が表示され、どれか１つの行を押すことによって選択表示
状態となる。ＯＫボタン（３４６６）を押すとＢｏｏｋｍａｒｋサブ画面がクローズされ
、選択状態にあった項目に該当するＵＲＬがＷＷＷサブ画面のＵＲＬ入力領域に表示され
る。Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面中のその他のボタンの機能の説明は省略する。
【０１５８】
３－１４．Ｅ－ｍａｉｌサブ画面
Ｅ－ｍａｉｌサブ画面（図５０）ではＥ－ｍａｉｌを受け取るための設定を行う。各入力
領域（３４３１～３４３３）を押すとフルキーボード（図２６）が表示され、各項目を入
力可能になる。
【０１５９】
３－１４．Ｆａｘサブ画面
Ｆａｘサブ画面（図５１）ではファックス番号の入力を行う。入力領域（３４４１）を押
すと、テンキーボード（図３６）が表示され、ファックス番号入力が可能になる。
【０１６０】
３－１５．ＦＴＰ　Ｓｅｒｖｅｒサブ画面
ＦＴＰ　Ｓｅｒｖｅｒサブ画面（図５２）ではサーバからデータを受け取るための設定を
行う。各入力領域（３４５１～３４５３）を押すとフルキーボード（図２６）が表示され
、入力可能になる。
【０１６１】
３－１５．Ｐｒｉｎｔ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面
各カテゴリーに共通のＰｒｉｎｔ　Ｓｅｔｔｉｎｇボタン（３４０６）を押すと、Ｐｒｉ
ｎｔ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面（図５３）が表示される。機能はＳｅｎｄのＰｒｉｎｔ　
Ｏｕｔサブ画面と同様である。
【０１６２】
３－１６．ＴＡＳＫＳ画面
ＴＡＳＫＳタブの選択によるＴＡＳＫＳ画面が表示されている状態でスタートキー２０１
４が押されると、ＴＡＳＫＳ画面上で設定されたパラメータに従って、データの自動的な
ＲＥＴＲＩＥＶＥ動作が実行される。
【０１６３】
ＴＡＳＫＳメイン画面（図５４）にはＷＷＷ、Ｅ－ｍａｉｌ、Ｐｒｉｎｔ　Ｒｅｃｅｉｖ
ｅ、Ｆａｘ　Ｒｅｃｅｉｖｅ、Ｆａｘ　Ｐｏｌｌｉｎｇのサブタブ（３５０１～３５０５
）が表示される。リセットキー２０１７の押下によるリセットを含む初期化時にはＷＷＷ
サブ画面（図５５）が表示される。
【０１６４】
３－１７．ＷＷＷサブ画面
ＷＷＷタスク一覧表示領域（３５１１）には機器内に保持されているタスクが入力された
順番で表示されている。実際に実行する必要のあるタスクには選択マークを付加する。選
択マークが表示されていないタスクはタスクとして機器内に保持されているが、実際には
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実行されない。
【０１６５】
Ｎｅｗボタン（３５１３）を押すと、ＷＷＷタスク詳細サブ画面（図５５）が表示され、
新規にタスクの入力が可能となる。ＷＷＷタスク詳細サブ画面については後述する。
【０１６６】
ＷＷＷタスク一覧から１つタスクを選択した状態でＥｄｉｔボタン（３５１４）を押すと
、選択されているタスク情報が含まれるＷＷＷタスク詳細サブ画面（図５５）が表示され
、設定を編集することが可能になる。
【０１６７】
ＷＷＷタスク一覧から１つタスクを選択した状態でＤｅｌｅｔｅボタン（３５１５）を押
すと、選択されたタスクは削除される。
【０１６８】
３－１８．ＷＷＷタスク詳細サブ画面
ＷＷＷタスク詳細サブ画面（図５５）にはＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面とＲＥＴＲＩＥＶ
ＥのＷＷＷサブ画面に共通の機能を持つコンポーネント（３５２１～３５３３）、チェッ
クタイム表示領域（３５３４）、チェックタイム設定ボタン（３５３５）、ＰＲＩＮＴ　
ＷＨＥＮ　ＣＨＡＮＧＥＤチェックボタン（３５３６）、転送チェックボタン（３５３７
）、ＯＫボタン（３５３９）、キャンセルボタン（３５３８）が表示される。ＲＥＴＲＩ
ＥＶＥと共通の部分の説明は省略する。
【０１６９】
チェックタイム表示領域（３５３４）は、ＷＷＷタスク設定サブ画面がＮｅｗボタンによ
って表示された場合は空白、Ｅｄｉｔボタンによって表示された場合は設定されていたタ
スク実行時刻が表示されている。また、後述するチェックタイムサブ画面で設定が行われ
た直後は設定されたタスク実行時刻が表示される。
【０１７０】
チェックタイム設定ボタン（３５３５）が押されると後述するチェックタイムサブ画面が
表示され、タスクを実行するタイミングを設定することが可能になる。
【０１７１】
３－１９．チェックタイムサブ画面
チェックタイムサブ画面（図５６－５８）にはスケジュールモード設定ボタン（３５５１
～３５５３）、時刻入力領域（３５５４）、ＯＫボタン（３５５８）、キャンセルボタン
（３５５７）が表示される。その他にスケジュールモード設定ボタンのうち、Ｏｎｃｅボ
タン（３５５１）が選択されている場合（図５６参照）は月入力領域（３５５５）、日付
入力領域（３５５６）が表示される。Ｗｅｅｋｌｙボタン（３５５２）選択時（図５７参
照）は曜日設定チェックボタン（３５６１）が表示される。Ｍｏｎｔｈｌｙボタン（３５
５３）選択時（図５８参照）は日付入力領域（３５７１）が表示される。それぞれの入力
領域を押すと、テンキーボード（図３６）が表示され、数値の入力が可能になる。曜日設
定チェックボタンは複数の曜日の選択が可能である。
【０１７２】
３－２０．ＭＧＭＴ画面
図５９はＭＧＭＴタブの選択によるＭａｎａｇｅｍｅｎｔ画面である。ここでは管理され
ている各種情報の表示等を行う。詳細な説明は省略する。
【０１７３】
３－２１．ＣＯＮＦＩＧ画面
図６０はＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ画面である。ここでは画像処理装置１００１に関す
る各種設定内容の表示等を行う。詳細な説明は省略する。
【０１７４】
３－２２．フルキーボード
フルキーボード（図２６）は文字の入力領域が押されたときに現在表示中の画面に重ねる
ようにして（ただし、文字入力表示部は隠さないように）表示される。ｗｗｗ．ボタン（
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３０４１）、ｃｏｍボタン（３０４２）を押すと、それぞれ使用頻度の高い“ｗｗｗ．”
、“ｃｏｍ”の文字が一括で入力される。その他のキーは周知の機能であるため、説明は
省略する。
【０１７５】
３－２３．テンキーボード
テンキーボード（図３６）は数値入力領域または月入力領域が押されたとき等に現在表示
中の画面に重ねるようにして（ただし、数値入力表示部は隠さないように）表示される。
各キーについての説明は省略する。
【０１７６】
３－２４．エラー画面
例えば図１６に示すようなエラー画面は何らかのエラーがあった場合に表示される。
【０１７７】
エラー画面にはエラーメッセージをテキストで表示するメッセージ表示領域（３０３１）
、エラー画面をクローズするためのＯＫボタン（３０３２）が含まれる。
【０１７８】
（４）Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＤＩＳ）
画像処理装置１００１のコントローラ内でジョブに対する設定値、デバイス（スキャナ、
プリンタなど）の機能、ステータス、課金情報等をＣｏｎｔｒｏｌ　ＡＰＩに準拠したデ
ータ形態で保持するデータベースと、そのデータベースとのＩ／ＦをＤｅｖｉｃｅ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（以下、ＤＩＳと呼称する）として定義する。また
、他の装置にこれと同様なプログラム（必要な部分のみ）を設定して利用することも可能
である。
【０１７９】
図６１にＤＩＳ　７１０２とＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ　７１０１、およびＳｃａｎ（読取
）、Ｐｒｉｎｔ（記録）の各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ７１０３、７１０４との
やり取りを示す。
【０１８０】
基本的に、Ｊｏｂの開始命令など動的な情報はＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ　７１０１から各
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒに直接指示され、デバイスの機能やジョブの内容など
静的な情報はＤＩＳ　７１０２を参照する。各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒからの
静的、動的情報、イベントはＤＩＳ　７１０２を介してＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ　７１０
１に伝えられる。
【０１８１】
各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ＭａｎａｇｅｒからＤＩＳのデータベースにデータの設定、取得を
行う場合、ＤＩＳの内部データ形式がＣｏｎｔｒｏｌ　ＡＰＩ準拠であることから、Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ＡＰＩに準拠したデータ形式と各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒが理解
できるデータ形式との相互の変換処理を行う。例えば、各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇ
ｅｒからステータスデータの設定を行う場合、デバイス固有のデータを解釈し、Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ＡＰＩで定義される対応するデータに変換し、ＤＩＳのデータベースへ書き込み
を行う。
【０１８２】
Ｊｏｂ　ＭａｎａｇｅｒからＤＩＳのデータベースにデータの設定、取得を行う場合には
、Ｊｏｂ　ＭａｎａｇｅｒとＤＩＳの間でデータの変換は生じない。
【０１８３】
またＤＩＳには、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒから通知される各種イベント情報に
基づき、イベントデータの更新が行われる。
【０１８４】
図６２にＤＩＳ内部に保持される各種データベース（以下、ＤＢと呼称する）を示し、そ
れぞれのＤＢについて説明する。図６２中の丸角長方形は個々のＤＢを表わしている。
【０１８５】
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７２０１はＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＤＢであり、画像処理装置１００１全体についてのステ
ータスやユーザ情報を保持しているＤＢであり、ユーザＩＤやパスワード等、バックアッ
プが必要な情報はＨＤ装置、あるいはバックアップメモリなどの不揮発性の記憶装置に保
持される。
【０１８６】
７２０２はＳｃａｎ　Ｃｏｍｐｏｎｅｔ　ＤＢ、７２０３はＰｒｉｎｔ　Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　ＤＢであり、これらＣｏｍｐｏｎｅｎｔＤＢは存在しているＣｏｍｐｏｎｅｎｔ毎
に対応して保持される。例えば、プリンタのみからなる機器の場合はＰｒｉｎｔ　Ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ　ＤＢのみが存在し、また例えば、ＦＡＸ機能を備えた機器の場合はＦＡＸ
　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ＤＢが保持される。つまり、画像処理装置１００１のように多く
の機能を備えたものでなくても、それぞれの機能に応じたものを装置に設定することで、
本実施形態の動作のうち、必要な処理について動作させることができる。各Ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔＤＢには初期化時に、それぞれ対応するＤｏｃｕｍｅｎｔ　ＭａｎａｇｅｒがＣｏ
ｍｐｏｎｅｎｔの機能やステータスを設定する。
【０１８７】
７２０４はＳｃａｎ　Ｊｏｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＤＢ、７２０５はＰｒｉｎｔＪｏｂ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　ＤＢであり、これらのＪｏｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＤＢもＣｏｍｐｏｎｅｎ
ｔＤＢ同様、初期化時にそれぞれ対応するＤｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒが機器で使
用できる機能や、それらのサポート状況を設定する。
【０１８８】
次にＪｏｂＤＢ　ＤｏｃｕｍｅｎｔＤＢについて説明する。７２０６はＳｃａｎ　Ｊｏｂ
　ＤＢ、７２０７はＰｒｉｎｔ　Ｊｏｂ　ＤＢの各ＪｏｂＤＢ、７２０８はＳｃａｎ　Ｄ
ｏｃｕｍｅｎｔ　ＤＢ、７２０９はＰｒｉｎｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ＤＢである。
【０１８９】
ＪｏｂＤＢ、ＤｏｃｕｍｅｎｔＤＢはＪｏｂとそれに付随するＤｏｃｕｍｅｎｔが生成さ
れる度にＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒにより動的に確保、初期化が行われ、必要な項目の設定
が行われる。各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ＭａｎａｇｅｒはＪｏｂの処理開始前にＪｏｂＤＢ、
およびＤｏｃｕｍｅｎｔＤＢから処理に必要な項目を読み出し、Ｊｏｂを開始する。その
後、Ｊｏｂが終了するとこれらのＪｏｂ、及びそれに付随していたＤｏｃｕｍｅｎｔのＤ
Ｂは解放される。Ｊｏｂは１つ以上のＤｏｃｕｍｅｎｔを持つので、あるＪｏｂに対して
複数のＤｏｃｕｍｅｎｔＤＢが確保される場合がある。
【０１９０】
７２１０は各Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒから通知されるイベント情報を保持する
データベース、７２１１は画像処理装置１００１のＳｃａｎ回数、Ｐｒｉｎｔ回数を記録
するためのカウンタテーブルである。
【０１９１】
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒから通知されるイベントには、Ｓｃａｎ　Ｄｏｃｕｍ
ｅｎｔ　ＭａｎａｇｅｒからのＣｏｍｐｏｎｅｎｔの状態遷移、Ｓｃａｎ処理動作完了や
各種のエラー、またＰｒｉｎｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ＭａｎａｇｅｒからのＣｏｍｐｏｎ
ｅｎｔの状態遷移、Ｐｒｉｎｔ処理動作完了、紙詰まり、給紙カセットオープンなどがあ
り、それぞれのイベントを識別するためのイベントＩＤが予め定められている。
【０１９２】
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒからイベントが発行された場合、ＤＩＳはイベントデ
ータベース７２１１に発行されたイベントＩＤと必要なら該イベントに付随する詳細デー
タを登録する。また、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒからイベントの解除が通知され
た場合、解除指定されたイベントデータをイベントデータベース７２１１から削除する。
【０１９３】
Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒよりイベントのポーリングが行われた場合、ＤＩＳはイベントデ
ータベース７２１０を参照し、現在発生しているイベントＩＤと必要ならイベントに付随
する詳細データをＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒへ返信し、現在イベントが発生していなければ
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その旨を返信する。
【０１９４】
また、Ｓｃａｎ処理動作完了、Ｐｒｉｎｔ処理動作完了のイベントが通知された場合はＳ
ｃａｎ、Ｐｒｉｎｔを行ったユーザのカウンタ値を更新する。このソフトウエアによるカ
ウンタは不慮の電源遮断などでその値が失われないように、バックアップされたメモリ装
置やＨＤ装置の不揮発性記憶装置にその値が更新されるたびに書き戻す。
【０１９５】
（５）スキャン動作
以下にスキャン動作の詳細について説明する。ここでのスキャン動作は画像処理装置１０
０１のスキャナ２０７０による原稿画像の走査読取に関するものであるが、同様な機能を
有するスキャナによる動作としてもよい。
【０１９６】
図６３はスキャン動作に関するブロックの概念図である。ＰＣＩバス８１０５にＣＰＵ８
１０１とメモリ８１０２（半導体メモリ）、画像の圧縮・伸長ボード８１０４、及びスキ
ャナ８１０７と、このシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供するＳＣＳＩ　Ｉ／Ｆ回路
８１０３が接続されている。ＳＣＳＩ　Ｉ／Ｆ回路８１０３とスキャナ（または複合機能
を有する複写機のスキャナ機能ユニット）８１０７はＳＣＳＩインターフェースケーブル
８１０６で接続されている。
【０１９７】
またＰＣＩバス８１０５にはＩＤＥ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ８１０８が接続されており、
ＩＤＥ　Ｃａｂｌｅ８１０９を介してＩＤＥ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０と接続されて
いる。図６４はスキャン動作に関するソフトウェア構造を示したものである。ＪｏｂＭａ
ｎａｇｅｒ８２０１はアプリケーションレベルの要求を分類、保存する機能を持つ。ＤＩ
Ｓ８２０２はアプリケーションレベルからのスキャン動作に必要なパラメータを保存する
。アプリケーションからの要求はメモリ８１０２に保存される。スキャン動作管理部８２
０３はＪｏｂＭａｎａｇｅｒ８２０１とＤＩＳ８２０２からスキャンを行うのに必要な情
報を取得する。スキャン動作管理部８２０３はＪｏｂＭａｎａｇｅｒ８２０１から図６５
のジョブ番号、ドキュメント番号のテーブルデータ８３０１を受け取り、ジョブ番号、ド
キュメント番号のテーブルデータ８３０１を元に、ＤＩＳ８２０２よりスキャンパラメー
タ８３０２を受け取る。これによりアプリケーションから要求されているスキャン条件を
元に原稿のスキャンを行い、原稿の画像を読み取る。
【０１９８】
スキャン動作管理部８２０３はＤＩＳ８２０２から取得したスキャンパラメータ８３０２
をドキュメント番号順にスキャンシーケンス制御部８２０４に渡す。スキャンパラメータ
８３０２を受け取ったスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン画像属性８３０８の
内容に従ってＳＣＳＩ制御部８２０７をコントロールする。これにより図６３のＰＣＩ８
１０５に接続されたＳＣＳＩ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ８１０３を動作させることにより、
ＳＣＳＩケーブル８１０６を介してＳｃａｎｎｅｒ８１０７にＳＣＳＩ制御コマンドを送
ることにより原稿画像のスキャン動作が開始される。このスキャンによって得た画像デー
タはＳＣＳＩ　Ｃａｂｌｅ８１０６を介してＳＣＳＩ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ８１０３に
わたり、さらにＰＣＩ８１０５を介してＭｅｍｏｒｙ８１０２に格納される。スキャンシ
ーケンス制御部８２０４はスキャンが終了し、ＰＣＩ８１０５を介してＭｅｍｏｒｙ８１
０２に画像データが格納された時点で、スキャンパラメータ８３０２のスキャン画像圧縮
形式８３０９の内容にしたがって、Ｍｅｍｏｒｙ８１０２に格納されているスキャンされ
た画像データを圧縮するために、圧縮・伸長制御部８２０５に対して要求を出す。要求を
受け取った圧縮・伸長制御部８２０５はＰＣＩ８１０５に接続されているＣＯＤＥＣ８１
０４を用いて、スキャンシーケンス制御部８２０４からのスキャン画像圧縮形式８３０９
の指定で圧縮を行う。圧縮・伸長制御部８２０５は圧縮された画像をＰＣＩ８１０５を介
してＭｅｍｏｒｙ８１０２に格納する。
【０１９９】
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スキャンシーケンス制御部８２０４は圧縮・伸長制御部８２０５がスキャン画像圧縮形式
８３０９で指定された形式にスキャンされた画像データを圧縮し、Ｍｅｍｏｒｙ８１０２
に格納した時点で、スキャンパラメータ８３０２の画像ファイルタイプ８３０７にしたが
ってＭｅｍｏｒｙ８１０２に格納されている圧縮されたスキャンされた画像データをファ
イル化する。スキャンシーケンス制御部８２０４はファイルシステム８２０６に対して、
スキャンパラメータ８３０２の画像ファイルタイプ８３０７で指定されたファイル形式で
ファイル化することを要求する。ファイルシステム８２０６はスキャンシーケンス制御部
８２０４からの画像ファイルタイプ８３０７にしたがって、Ｍｅｍｏｒｙ８１０２に格納
されている圧縮された画像データをファイル化し、ＰＣＩ８１０５を介してＩＤＥ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｒ８１０８に転送し、ＩＤＥ　Ｃａｂｌｅ８１０９を介してＩＤＥ　Ｈａ
ｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０に転送することによりスキャンされた圧縮画像データをファイル
化する。スキャンシーケンス制御部８２０４はファイルシステム８２０６がＩＤＥ　Ｈａ
ｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０にファイル化された画像を格納した時点で、Ｓｃａｎｎｅｒ８１
０７上の一枚の原稿の処理が終了したとして、スキャン動作管理部８２０３にスキャン終
了通知を送り返す。
【０２００】
この時点でＳｃａｎｎｅｒ８１０７上にまだスキャンが行われていない原稿が存在し、Ｊ
ｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ８２０１からスキャン要求が存在する場合には再度、ＤＩＳ８２０
２に格納されているスキャンパラメータ８３０２を用いてスキャンシーケンス制御部にス
キャン動作を要求する。
【０２０１】
Ｓｃａｎｎｅｒ８１０７上にスキャンされていない原稿が存在しない場合、またはＪｏｂ
Ｍａｎａｇｅｒ８２０１からのスキャン要求が存在しない場合には、スキャン動作が終了
したものとしてＪｏｂＭａｎａｇｅｒ８２０１に対してスキャン終了通知を発行する。
【０２０２】
（６）プリント動作
以下にプリント動作について詳細に説明する。ここでのプリント動作は画像処理装置１０
０１のプリンタ２０９５による画像のプリントアウトに関するものであるが、同様な機能
を有するプリンタによる動作としてもよい。
【０２０３】
図６６はプリント動作に関するブロックの概念図である。ＰＣＩバス９００５にＣＰＵ９
００１とメモリ９００２、画像データの圧縮・伸張ボード９００４、及びプリンタ９００
７と、このシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供するＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボード９００
３が接続されている。ＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボード９００３とプリンタ（または複合機能を
有する複写機のプリンタ機能ユニット）９００７はエンジンインターフェースケーブル９
００６で接続されている。
【０２０４】
ＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボードは内部にＤＰＲＡＭを持ち、このＤＰＲＡＭを介してプリンタ
のパラメータ設定及びプリンタの状態読み出しと、プリントのための制御コマンドのやり
とりを行う。またこのボードはＶｉｄｅｏコントローラを持ち、プリンタからエンジンイ
ンターフェースケーブル経由で与えられるＶＣＬＫ（Ｖｉｄｅｏ　Ｃｌｏｃｋ）とＨＳＹ
ＮＣに合わせて、ＰＣＩ上に展開されているイメージデータをエンジンインターフェース
ケーブルを介してプリンタに送信する。この送信のタイミングを図で表すと図６７の様に
なる。ＶＣＬＫは常に出続け、ＨＳＹＮＣがプリンタの１ラインの開始に同期して与えら
れる。Ｖｉｄｅｏコントローラは設定された画像幅（ＷＩＤＴＨ）分のデータを、設定さ
れたＰＣＩ上のメモリ（ＳＯＵＲＣＥ）から読み出して、Ｖｉｄｅｏ信号としてエンジン
インターフェースケーブルに出力する。これを指定ライン分（ＬＩＮＥＳ）繰り返した後
、ＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤ割り込みを発生する。
【０２０５】
先に説明したとおり、ＣＰＵ上のアプリケーションプログラムからＣｏｎｔｒｏｌ　ＡＰ
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Ｉにプリントジョブの指示が渡されると、Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＡＰＩはこれをコントローラ
レベルのＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒにジョブとして渡す。さらにこのＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅ
ｒはジョブの設定をＤＩＳに格納し、Ｐｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒにジョブの開始を指示
する。Ｐｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒはジョブを受け付けるとＤＩＳからジョブ実行に必要
な情報を読み出し、ＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボード及び、ＤＰＲＡＭを介してプリンタに設定
する。
【０２０６】
ＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボードの設定項目を図６８に、プリンタのＤＰＲＡＭを介した設定項
目および制御コマンド、状態コマンドを図６９に示す。
【０２０７】
簡単のためにこのジョブを非圧縮、レター（１１″×８．５″）サイズ２値画像の、２ペ
ージ１部プリント、プリンタが６００ｄｐｉの性能を持つものと仮定して、具体的に動作
を説明する。
【０２０８】
まず、このジョブを受けるとＰｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒはこの画像の幅（この場合８．
５”の側：短辺とする）の画像バイト数を算出する。
【０２０９】
ＷＩＤＴＨ＝８．５×６００÷８≒６３０（Ｂｙｔｅｓ）
【０２１０】
次にライン数を演算する。
【０２１１】
ＬＩＮＥＳ＝１１×６００＝６６００（Ｌｉｎｅｓ）
【０２１２】
これらの算出した値と、与えられた１ページ目の画像データが格納されているＳＯＵＲＣ
Ｅアドレスとを図６８に示したＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥに設定する。この
時点でＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボードは画像出力の用意が完了しているが、プリンタからのＨ
ＳＹＮＣ信号が来ていないため（ＶＣＬＫは来ている）画像データを出力していない。
【０２１３】
次にＰｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒは図６９に示したＤＰＲＡＭの所定のアドレス（Ｂｏｏ
ｋＮｏ）に出力部数である１を書き込む。その後、１ページ目に対する出力用紙の給紙要
求（ＦＥＥＤ＿ＲＥＱ）を出し、プリンタからのＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱを待つ。プリンタか
らＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱが来たら、ＩＭＡＧＥ＿ＳＴＡＲＴを出す。これを受けてプリンタ
はＨＳＹＮＣを出し始め、ＨＳＹＮＣ待ちであったＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボードは画像を出
力する。プリンタは出力用紙の後端を検出すると、ＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤを出力し、出力用
紙が排出されるとＳＨＥＥＴ＿ＯＵＴを出力する。Ｐｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒは１ペー
ジ目のＩＭＡＧＥ＿ＥＮＤを受けて、２ページ目のＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣ
ＥをＥｎｇｉｎｅＩ／Ｆボードに設定し、ＦＥＥＤ＿ＲＥＱを出して、ＩＭＡＧＥ＿ＲＥ
Ｑを待つ。２ページ目のＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱが来てからの動作は、１ページ目と同様であ
る。
【０２１４】
次に、画像処理装置１００１のスキャナ２０７０で原稿の画像を読み取る際のファイルの
取り扱いに関する処理について説明する。
【０２１５】
図７０はコントローラ内のアプリケーション（ＦＡＸ用、プリント用、Ｅ－ｍａｉｌ用な
ど）からの要求により、原稿の画像を読み取る際に一意に決定されるファイル名の構造を
示したものである。
【０２１６】
Ｄｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ１０００１は原稿をスキャンした結果得られた画像デー
タを保存する領域を識別するためのものである。この部分の情報により、図６３にＩＤＥ
　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０かＭｅｍｏｒｙ８１０２のいずれに画像データを格納する
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か（されているか）識別することが可能である。なお、画像データの蓄積方法、即ち格納
先及びアドレスの割り当て方法等は各アプリケーション毎に予めスキャナ側で設定してお
くものとする。
【０２１７】
Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ１０００２は原稿のスキャン要求を出してきたア
プリケーションを判別するためのエリアである。図６４のスキャンシーケンス制御部８２
０４はこの部分を判断することで、原稿がスキャンされた結果得られた画像データを図６
３のＩＤＥ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０に格納するか、Ｍｅｍｏｒｙ８１０２に格納す
るかを決定し、前述のＤｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００１に入れる情報を選択する
。この選択結果がアプリケーションのパフォーマンスを左右する。
【０２１８】
Ｊｏｂ　Ｉｄｅｎ＋ｉｆｅｒ１０００３は一つのプログラムが発行するジョブの識別子で
ある。この部分は図６４のＪｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ８２０１とＤＩＳ８２０２が情報を格
納し、スキャン動作管理部８２０３にスキャン要求を出すときに使用する。
【０２１９】
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００４もＪｏｂ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１００
０３と同様のものである。Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｃｏｕｎｔ１０００５はスキャン要求があ
ったときに、原稿が複数枚存在した場合、スキャンシーケンス制御部８２０４が順次イン
クリメントしながら自動的に生成する番号が格納される。
【０２２０】
Ｆｉｌｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００６はアプリケーションが指定してくるファイルタ
イプを示したものである。このファイルタイプにしたがってスキャンシーケンス制御部８
２０４はファイルシステム８２０６に指示を出し、アプリケーションが所望するファイル
タイプに原稿をスキャンして得られた画像データをファイル化する。
【０２２１】
これらの識別子により、アプリケーションプログラムの処理内容、処理速度などに応じた
適切な処理を行うことができる。
【０２２２】
次に画像処理装置１００１内部での処理のためのスキャンシーケンス制御部８２０４のフ
ァイル生成動作を説明する。図７１はスキャンシーケンス制御部８２０４がスキャン要求
をスキャン動作管理部８２０３から受け取ったときにＳｃａｎｎｅｒ８１０７上の原稿に
関してスキャンを行い、原稿データをファイル化するまでの動作を示したフローチャート
図である。このフローチャートはＨＤＤ２００４に格納された制御プログラムに基づきＣ
ＰＵ２００１の指示により制御される動作の流れを示すものである。
【０２２３】
スキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン処理要求を待ち続ける（Ｓ１１００１）。
ここでスキャン動作管理部８２０３からスキャン処理要求が来た時点で図７２に示すよう
にスキャン処理内容の解析を行う（Ｓ１１００２）。
【０２２４】
即ち、スキャン処理要求の解析によって、どのアプリケーションプログラムからのスキャ
ン要求かを判定し（Ｓ１２００１）、この判定したアプリケーションプログラムの種別に
応じてＤｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００１を決定する（Ｓ１２００２）。このＤｉ
ｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１００１の決定は、原稿をスキャンして得た画像データがＩＤ
Ｅ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０かＭｅｍｏｒｙ８１０２のどちらかに保存させるかを決
定するものである。これは、ＩＤＥ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０とＭｅｍｏｒｙ８１０
２の特性の違いによるものである。即ち、ＩＤＥ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ８１１０は記憶容
量が多く高速性を求めない添付ファイルの伴うＥ－ｍａｉｌの送信や、大量のＦＡＸ送信
（ただし、メモリ送信）を行う際に選択され、Ｍｅｍｏｒｙ８１０２は記憶容量は少ない
が高速性を求めるコピー処理等の際に選択される。
【０２２５】
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また、アプリケーションプログラムの種別およびそれぞれのアプリケーションプログラム
における処理の内容に応じて画像データを記憶させる際のメモリ割り当て方法が決定され
る。即ち、最も高速性の要求される処理には、一連の画像データが記憶媒体中の連続した
アドレスに格納されるよう設定するとともに、そのための記憶領域を確保する。一方、そ
れほど高速性が要求されない処理の場合は、処理対象の画像データを所定のブロックに区
切り、記憶媒体中の空き領域を探して分割して格納するよう設定する。後者の場合は他の
処理のためのエリアを確保しやすいといったメリットがある。
【０２２６】
またスキャン要求のジョブ番号８３０５、ドキュメント番号８３０６、画像ファイルタイ
プ８３０７にしたがって、Ｊｏｂ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００３、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１００４、Ｆｉｌｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００６を決定する。ま
た、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｃｏｕｎｔ１０００５は初期値である“００”が適用される（Ｓ
１１００３）。
【０２２７】
次にスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン動作管理部８２０３からのスキャン要
求の中のスキャン画像属性８３０８にしたがってＳＣＳＩ制御部８２０７を動作させるこ
とによってスキャナ２０７０による原稿画像のスキャン動作を行う（Ｓ１１００４）。
【０２２８】
スキャン動作終了の通知がＳＣＳＩ制御部８２０７から来た時点で（Ｓ１１００５）、ス
キャンシーケンス制御部８２０４は次にスキャンすべき原稿が存在するかどうかを判断す
る（Ｓ１１００６）。この時点でスキャンすべき原稿が残っている場合にはスキャン原稿
フラグをＯＮにする（Ｓ１１００７）。またスキャンすべき原稿が残っていない場合には
スキャン原稿フラグをＯＦＦにする（Ｓ１１００８）。
【０２２９】
次にスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン動作管理部８２０３からのスキャン要
求のなかのスキャン画像圧縮形式８３０９にしたがって圧縮機能を選択する（Ｓ１１００
９）。ここでスキャンされた原稿の画像データに対して圧縮が要求されている場合には圧
縮・伸長制御部８２０５に対して圧縮を要求する（Ｓ１１０１０）。圧縮・伸長制御部８
２０５から圧縮が終了した通知をスキャンシーケンス制御部８２０４が受け取ると（Ｓ１
１０１１）、画像ファイルタイプ８３０７にしたがってファイルシステム８２０６にスキ
ャンされた原稿の画像データのファイル化を要求する（Ｓ１１０１２）。この時、前述の
Ｄｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００１の内容にしたがってファイル化した画像データ
を格納する領域を指定する。
【０２３０】
ファイル生成が終了した時点でスキャン原稿フラグをチェックする（Ｓ１１０１３）。こ
の時スキャン原稿フラグがＯＮになっていた場合にはスキャナ２０７０にスキャンすべき
原稿が残っていると判断して新規ファイル名の生成を行う（Ｓ１１０１４）。この時スキ
ャンシーケンス制御部８２０４はＤｏｃｕｍｅｎｔＣｏｕｎｔ１０００５をインクリメン
トすることで新規のファイル名を生成する。スキャナ２０７０上のスキャンすべき原稿が
存在しない場合にはスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン動作管理部８２０３に
対してスキャン要求が終了したことを、ファイル名とともに通知する。
【０２３１】
そして、Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ８２０１にファイル名や画像データの記憶媒体中の格納
位置を示すアドレス情報等を通知する（Ｓ１１０１５）。
【０２３２】
以上の説明では、スキャナ２０７０を使用するアプリケーションについて説明したが、他
のユニットを使用するアプリケーションも同様に処理できることは言うまでもない。
【０２３３】
次に、このようにして格納された画像データを各アプリケーションプログラムに基づき出
力する際の処理について図７３を用いて簡単に説明する。
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【０２３４】
なお、図７３のフローチャートもＨＤＤ２００４に格納されたプログラムに基づきＣＰＵ
２００１が実行する。
【０２３５】
まず、Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ８２０１から出力ジョブの要求があると、起動すべきアプ
リケーションプログラムの種別を判定する（Ｓ１３００１）。
【０２３６】
そして、判定したアプリケーションプログラム（プリント、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ等）を
起動する（Ｓ１３００２）。そして、ファイル名に基づき処理対象の画像データが格納さ
れている記憶媒体を選択し（Ｓ１３００３）、Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ８２０１が管理し
ているアドレス情報に従って画像データを読み出し（Ｓ１３００４）、起動したアプリケ
ーションプログラムに基づく出力先に出力し各アプリケーションプログラムに処理させる
（Ｓ１３００５）。
【０２３７】
以上のように、複数のアプリケーションが容易に複数ページの画像データを処理内容、処
理速度に応じて記憶媒体に格納、処理できるようにアプリケーションに応じた領域に、一
意のファイル識別子をもつ画像ファイル（画像データの単位）を生成するので、アプリケ
ーションプログラムに複雑な複数ページの処理を意識させずに最適な処理（速度）を提供
することができる。
【０２３８】
また、各アプリケーションが使用する画像データの保存領域をハードディスクが半導体メ
モリかを予めアプリケーションプログラムからスキャン要求を受け取るスキャナ側で設定
しておき、アプリケーションプログラムから原稿のスキャン要求が来た場合に、原稿の枚
数をカウントしながらまた自動的に予め定められた領域にスキャン画像（画像データ）を
独自のファイル識別子をつけながら一枚ずつ保存し、所定の原稿のスキャンが終了した時
点でアプリケーションにファイル名を渡すので、複数のアプリケーションからの処理要求
があった場合にも、適切な記憶媒体に記憶し、適切に処理させることができる。このファ
イル名は、処理要求を出したアプリケーションに固有なものとなっており、また、ファイ
ル名の構成要素としては、画像が保存されている領域（ハードディスクまたは半導体メモ
リ）、複数枚原稿のときはその画像の順番等が含まれており、その処理が容易になる。
【０２３９】
また、以上の構成により、各アプリケーションは複数枚の原稿の処理を行うための複雑な
手順を持たなくても、各アプリケーションの処理速度に応じて最適な領域に画像データを
蓄積することができるため、装置全体として無駄なプログラム領域を使用せず、良好なス
ループットを実現することができる。
【０２４０】
また、原稿を読み取るための処理プログラムを各アプリケーション毎に共通のものを用い
ることができる。
【０２４１】
なお、本実施形態ではスキャンシーケンス制御部８２０４がスキャン要求の内容からスキ
ャン要求を出したアプリケーションを特定してＤｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００１
、Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００２を決定したが、アプリケーションから
Ｄｉｓｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｅｒ１０００１に相当する情報をダイレクトにスキャンシーケ
ンス制御部８２０４に指定することも可能である。
【０２４２】
本発明は複数の機器（たと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
ンタ等）から構成されるシステムに適用しても一つの機器（たとえば複写機、ファクシミ
リ装置）からなる装置に適用してもよい。
【０２４３】
また前述した実施形態の機能を実現すべく各種のデバイスを動作させる様に該各種デバイ
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スと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに、前述の実施形態機能を実現す
るためのソフトウエアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装置のコンピ
ュータ（ＣＰＵあるいはＭＰＵ）を格納されたプログラムに従って各種デバイスを動作さ
せることによって実施したものも本発明の範疇に含まれる。
【０２４４】
またこの場合、ソフトウエアの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、及びそのプログラムコードをコンピュータに
供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本発明を構成
する。
【０２４５】
かかるプログラムコードを格納する記憶媒体としては例えばフロッピーディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ，、磁気テープ、不揮発生のメモ
リカード、ＲＯＭ等を用いることが出来る。
【０２４６】
またコンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、前述の実施形態
の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼働し
ているＯＳ（オペレーティングシステム）、あるいは他のアプリケーションソフト等と協
働して前述の実施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明の実
施形態に含まれることは言うまでもない。
【０２４７】
更に供給されたプログラムコードが、コンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接
続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後そのプログラムコードの指示に
基づいてその機能拡張ボードや機能格納ユニットに備わるＣＰＵ等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本発明に
含まれることは言うまでもない。
【０２４８】
以上説明した様に、本実施例によれば、処理対象となるデータを処理する際に用いるアプ
リケーションに応じた記憶媒体を選択し、さらに、このアプリケーションに応じた識別子
を処理対象データに付加して処理させるので、実行するアプリケーションに応じた適切な
処理を容易に実行させることができる。
【０２４９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、第１のアプリケーションにより処理されるデー
タが入力された場合は、第１の記憶手段に記憶し、前記第１のアプリケーションよりも速
い速度でデータを読み出すことが必要な第２のアプリケーションにより処理されるデータ
が入力された場合は、前記第１の記憶手段よりも速い速度でデータを読み出すことが可能
な第２の記憶手段に記憶することができる。
　また、本発明によれば、第１のアプリケーションにより処理されるデータが入力された
場合は、第１の記憶手段に記憶し、前記第１のアプリケーションにより処理されるデータ
よりもデータ量が多いデータを処理する第２のアプリケーションにより処理されるデータ
が入力された場合は、前記第１の記憶手段よりも記憶容量が大きい第２の記憶手段に記憶
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態によるネットワークシステムの接続形態例を示す概要図である
。
【図２】画像処理装置１００１の概略構成を示すブロック図である。
【図３】スキャナ部２０７０及びプリンタ部２０９５の外観を示す図である。
【図４】操作部２０１２の構成概要を示す図である。
【図５】スキャナ画像処理部２０８０の概略構成を示すブロック図である。
【図６】プリンタ画像処理部２０９０の概略構成を示すブロック図である。
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【図７】画像圧縮部２０４０の概略構成を示すブロック図である。
【図８】画像回転部２０３０の概略構成を示すブロック図である。
【図９】画像回転部２０３０で画像データの回転処理を行う際のアドレッシングを説明す
る図である。
【図１０】画像回転部２０３０で画像データの回転処理を行う際のデータの書き込みを説
明する図である。
【図１１】デバイスＩ／Ｆ部２０２０の概略構成を示すブロック図である。
【図１２】画像処理装置１００１のソフトウェアの全体構成の概要を示すブロック図であ
る。
【図１３】本実施形態の処理動作に関するアプリケーションの概要を示す図である。
【図１４】操作部２０１２のＬＣＤ表示部２０１３で表示される操作画面を示す図である
。
【図１５】ＩＤ入力用のＩＤ入力画面を示す図である。
【図１６】エラー発生時のエラー画面を示す図である。
【図１７】ＣＯＰＹモード時のＣＯＰＹメイン画面を示す図である。
【図１８】プリンター覧表示の画面を示す図である。
【図１９】画像品質一覧表示の画面を示す図である。
【図２０】拡大縮小設定サブ画面を示す図である。
【図２１】紙選択サブ画面を示す図である。
【図２２】ソータ設定サブ画面を示す図である。
【図２３】両面コピー設定サブ画面を示す図である。
【図２４】ＳＥＮＤモード時のＳＥＮＤメイン画面を示す図である。
【図２５】ＳＥＭＤモードにおける初期化時のＳＥＮＤ初期画面を示す図である。
【図２６】情報入力用のフルキーボードの表示画面を示す図である。
【図２７】アドレスの表示、選択のためのアドレスブック画面を示す図である。
【図２８】アドレスの詳細情報画面を示す図である。
【図２９】アドレス検索画面を示す図である。
【図３０】アドレスの検索対象クラス一覧表示の画面を示す図である。
【図３１】検索対象属性一覧表示の画面を示す図である。
【図３２】検索対象条件一覧表示の画面を示す図である。
【図３３】検索対象アドレスブック一覧表示の画面を示す図である。
【図３４】検索結果例の表示画面を示す図である。
【図３５】ＳＥＮＤモード時に新たに詳細宛先を設定するための画面を示す図である。
【図３６】電話番号等の入力のためのテンキーボードの表示画面を示す図である。
【図３７】Ｐｅｒｓｏｎクラスの詳細宛先を設定するための画面を示す図である。
【図３８】Ｄａｔａ　Ｂａｓｅクラスの詳細宛先を設定するための画面を示す図である。
【図３９】Ｇｒｏｕｐクラスの詳細宛先を設定するための画面を示す図である。
【図４０】ハードディスク設定画面を示す図である。
【図４１】プリント設定画面を示す図である。
【図４２】紙サイズ一覧表示の画面を示す図である。
【図４３】ソータ一覧表示の画面を示す図である。
【図４４】読取用パラメータ等の設定を行うスキャン設定画面を示す図である。
【図４５】スキャン設定画面の紙サイズ一覧表示において紙サイズ選択一覧をプルダウン
表示した状態の画面を示す図である。
【図４６】スキャン設定画面の解像度一覧をプルダウン表示した状態の画面を示す図であ
る。
【図４７】スキャン設定画面のスキャンモード一覧をプルダウン表示した状態の画面を示
す図である。
【図４８】ＲＥＴＲＩＥＶＥモード時のＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面（ＷＷＷサブ画面）
を示す図である。
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【図４９】ブックマーク画面を示す図である。
【図５０】Ｅ－Ｍａｉｌサブ画面を示す図である。
【図５１】Ｆａｘサブ画面を示す図である。
【図５２】ＦＴＰ　Ｓｅｒｖｅｒサブ画面を示す図である。
【図５３】ＲＥＴＲＩＥＶＥモード時のプリント設定画面を示す図である。
【図５４】ＴＡＳＫＳモード時のＴＡＳＫＳメイン画面を示す図である。
【図５５】ＷＷＷタスク詳細設定画面を示す図である。
【図５６】次回に指定したタスクを実行させるべきタイミングを設定するチェックタイム
サブ画面を示す図である。
【図５７】指定したタスクを実行させるための曜日と時刻を設定するチェックタイムサブ
画面を示す図である。
【図５８】月に一度指定したタスクを実行させるための日付を設定するチェックタイムサ
ブ画面を示す図である。
【図５９】ＭＧＭＴモード時のＭａｎａｇｅｍｅｎｔサブ画面を示す図である。
【図６０】ＣＯＮＦＩＧモード時のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎサブ画面を示す図である
。
【図６１】Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ７１０２の処理
（Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ、Ｐｒｉｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ、Ｓｃａｎ　Ｍａｎａｇｅｒと
のやり取り）を説明するための図である。
【図６２】Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ７１０２内のデ
ータベースの処理、カウンタについて説明する図である。
【図６３】スキャナ２０７０等によるスキャン動作に関するハードウェア制御を説明する
ブロック図である。
【図６４】スキャナ２０７０等によるスキャン動作に関するソフトウェア制御を説明する
ブロック図である。
【図６５】スキャン動作の際のパラメータテーブルの概略を示す図である。
【図６６】プリンタ２０９５等によるプリント動作に関するハードウェア制御を説明する
ブロック図である。
【図６７】プリントイメージデータの転送タイミングを示す図である。
【図６８】Ｅｎｇｉｎｅ　Ｉ／Ｆボード９００３内のプリントパラメータレジスタ（設定
項目）を示す図である。
【図６９】プリンタとＥｎｇｉｎｅ　Ｉ／Ｆボード９００３との通信コマンド（設定項目
、制御コマンド、状態コマンド）を示す図である。
【図７０】処理対象となる画像データのファイル識別子を決定する際の該織別子の構造を
示す図である。
【図７１】原稿の画像を読み取るスキャン動作においてファイル織別子が決定される際の
処理の流れを示すフローチャートである。
【図７２】スキャン処理要求の内容の解析の処理を示すフローチャートである。
【図７３】格納された画像データを出力する際の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
８２０１　Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ
８２０２　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＤＩＳ）
８２０３　スキャン動作管理部
８２０４　スキャンシーケンス制御部
８２０５　圧縮・伸長制御部
８２０６　ファイルシステム
８２０７　ＳＣＳＩ制御部
８２０８　本体スキャナ
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