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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャナエンジン及びオペレーションパネルを備えた画像形成装置であって、
　複数の転送先の中からスキャンデータの転送先を選択させる選択画面を前記オペレーシ
ョンパネルに表示する表示手段と、
　スキャナエンジンに原稿のスキャン処理を実行させ、スキャンデータを生成するスキャ
ン処理手段と、
　選択された少なくとも１つの転送先に前記スキャンデータを転送する転送手段と、
　前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータを受信し、受信したスキャ
ンデータの印刷処理を行う印刷処理手段と
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記選択された少なくとも１つの転送先は、ネットワークに接続されたＷＥＢサーバ上
の格納領域、メール宛先、ネットワーク上での共有格納領域のうちの１つまたは複数を含
む請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記格納領域もしくは共有格納領域へのアクセスに認証情報を要する場合に、前記表示
手段は、当該格納領域もしくは共有格納領域が選択された際に、認証情報を入力させる画
面を表示する請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
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　前記表示手段は、複数のデータ種類の中から、転送するスキャンデータのデータ種類を
選択させる画面を更に前記オペレーションパネルに表示し、
　前記転送手段は、前記スキャンデータを、選択されたデータ種類に変換して前記転送先
に転送する請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記データ種類は、前記スキャンデータに対して文字認識処理を行って得られる認識デ
ータを含む請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記データ種類として認識データが選択された場合に、前記転送手段は、スキャンデー
タから変換された当該認識データと共に変換前のスキャンデータを転送先に転送する請求
項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記印刷処理手段は、前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータの一
覧を表示するデータ選択画面を前記オペレーションパネルに表示し、当該データ選択画面
から選択された前記スキャンデータを受信して印刷処理を行う請求項１ないし６のうちい
ずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像形成装置は、画像形成処理で使用されるハードウェア資源と、アプリケーショ
ンからの要求に基づき当該ハードウェア資源の制御を含むシステム側の処理を行うコント
ロールサービスとを備え、当該コントロールサービスとは別に複数のアプリケーションを
搭載可能に構成され、
　前記画像形成装置は、前記スキャン処理手段、前記表示手段、前記転送手段、及び前記
印刷処理手段を前記アプリケーションとして備えた請求項１ないし７のうちいずれか１項
に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　スキャナエンジン及びオペレーションパネルを備えた画像形成装置において原稿のスキ
ャンデータを処理するスキャンデータ処理方法であって、
　複数の転送先の中からスキャンデータの転送先を選択させる選択画面を前記オペレーシ
ョンパネルに表示する表示ステップと、
　スキャナエンジンに原稿のスキャン処理を実行させ、前記スキャンデータを生成するス
キャン処理ステップと、
　選択された少なくとも１つの転送先にスキャンデータを転送する転送ステップと、
　前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータを受信し、受信したスキャ
ンデータの印刷処理を行う印刷処理ステップと
　を有することを特徴とするスキャンデータ処理方法。
【請求項１０】
　前記選択された少なくとも１つの転送先は、ネットワークに接続されたＷＥＢサーバ上
の格納領域、メール宛先、ネットワーク上での共有格納領域のうちの１つまたは複数を含
む請求項９に記載のスキャンデータ処理方法。
【請求項１１】
　前記格納領域もしくは共有格納領域へのアクセスに認証情報を要する場合に、前記表示
ステップにおいて、前記画像形成装置は、当該格納領域もしくは共有格納領域が選択され
た際に、認証情報を入力させる画面を表示する請求項１０に記載のスキャンデータ処理方
法。
【請求項１２】
　前記表示ステップにおいて、前記画像形成装置は、複数のデータ種類の中から、転送す
るスキャンデータのデータ種類を選択させる画面を更に前記オペレーションパネルに表示
し、
　前記転送ステップにおいて、前記画像形成装置は、前記スキャンデータを、選択された
データ種類に変換して前記転送先に転送する請求項９に記載のスキャンデータ処理方法。
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【請求項１３】
　前記データ種類は、前記スキャンデータに対して文字認識処理を行って得られる認識デ
ータを含む請求項１２に記載のスキャンデータ処理方法。
【請求項１４】
　前記データ種類として認識データが選択された場合に、前記画像形成装置は、スキャン
データから変換された当該認識データと共に変換前のスキャンデータを転送先に転送する
請求項１３に記載のスキャンデータ処理方法。
【請求項１５】
　前記印刷処理ステップにおいて、前記画像形成装置は、前記転送先の格納領域に保存さ
れている前記スキャンデータの一覧を表示するデータ選択画面を前記オペレーションパネ
ルに表示し、当該データ選択画面から選択された前記スキャンデータを受信して印刷処理
を行う請求項９ないし１４のうちいずれか１項に記載のスキャンデータ処理方法。
【請求項１６】
　前記画像形成装置は、画像形成処理で使用されるハードウェア資源と、アプリケーショ
ンからの要求に基づき当該ハードウェア資源の制御を含むシステム側の処理を行うコント
ロールサービスとを備え、当該コントロールサービスとは別に複数のアプリケーションを
搭載可能に構成され、
　前記画像形成装置に搭載されたアプリケーションが、前記スキャン処理ステップ、前記
表示ステップ、前記転送ステップ、及び前記印刷処理ステップを前記画像形成装置に実行
させる請求項９ないし１５のうちいずれか１項に記載のスキャンデータ処理方法。
【請求項１７】
　スキャナエンジン及びオペレーションパネルを備えた画像形成装置を、
　複数の転送先の中からスキャンデータの転送先を選択させる選択画面を前記オペレーシ
ョンパネルに表示する表示手段、
　スキャナエンジンに原稿のスキャン処理を実行させ、前記スキャンデータを生成するス
キャン処理手段、
　選択された少なくとも１つの転送先にスキャンデータを転送する転送手段、
　前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータを受信し、受信したスキャ
ンデータの印刷処理を行う印刷処理手段、
　として機能させるプログラム。
【請求項１８】
　前記印刷処理手段は、前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータの一
覧を表示するデータ選択画面を前記オペレーションパネルに表示し、当該データ選択画面
から選択された前記スキャンデータを受信して印刷処理を行う請求項１７に記載のプログ
ラム。
【請求項１９】
　前記画像形成装置は、画像形成処理で使用されるハードウェア資源と、アプリケーショ
ンからの要求に基づき当該ハードウェア資源の制御を含むシステム側の処理を行うコント
ロールサービスとを備え、当該コントロールサービスとは別に複数のアプリケーションを
搭載可能に構成され、前記プログラムは、前記アプリケーションの一つである請求項１７
又は１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　請求項１７ないし１９のうちいずれか１項に記載のプログラムを格納したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの画像形成処理にかかる
ユーザサービスを提供し、スキャンデータをインターネット上のＷＥＢサーバ等に転送す
ることができる画像形成装置およびスキャンデータ処理方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年では、プリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの各装置の機能を１つの筐
体内に収納した画像形成装置（以下、「複合機」という。）が知られている。この複合機
は、１つの筐体内に表示部、印刷部および撮像部などを設けるとともに、プリンタ、コピ
ーおよびファクシミリ装置にそれぞれ対応した３種類のソフトウェアを設け、これらのソ
フトウェアを切り替えることによって、当該装置をプリンタ、コピー、スキャナまたはフ
ァクシミリ装置として動作させるものである。
【０００３】
　ところで、このような従来の複合機では、プリンタ、コピー、スキャナおよびファクシ
ミリ装置に対応するソフトウェアをそれぞれ別個に設けているため、各ソフトウェアの開
発に多大の時間を要する。このため、出願人は、表示部、印刷部および撮像部などの画像
形成処理で使用されるハードウェア資源を有し、プリンタ、コピーまたはファクシミリな
どの各ユーザサービスにそれぞれ固有の処理を行うアプリケーションを複数搭載し、これ
らのアプリケーションとハードウェア資源との間に介在して、ユーザサービスを提供する
際に、アプリケーションの少なくとも２つが共通的に必要とするハードウェア資源の管理
、実行制御並びに画像形成処理を行う各種コントロールサービスからなるプラットホーム
を含む画像形成装置（複合機）を発明した。
【０００４】
　このような複合機では、スキャナによって原稿にスキャン処理を施すことによって生成
されるスキャンデータは、直ちに印刷するか、あるいは複合機内のハードディスク装置な
どの記憶装置に保存することが一般的に行われている。
【特許文献１】特開２００２－８２８０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、スキャンデータを複合機内に保存するよりも、ネットワーク上のコンピ
ュータなどに一括して保存したい場合も考えられる。すなわち、複合機は、多数の利用者
が頻繁に使用するものであるため、故障あるいは記憶装置の破損等の障害が発生する場合
がある。この場合、複合機内に保存したスキャンデータを読み出すことができなくなる。
【０００６】
　また、スキャンデータを個々の複合機内で管理した場合、ネットワーク上に多数の複合
機が接続されている状況では、各複合機内で管理するスキャンデータの数が多くなると、
後から保存されているスキャンデータを利用する場合に、利用するスキャンデータがどの
複合機に保存されているかを判断しなければならず、スキャンデータの利用効率が悪いと
いう問題がある。
【０００７】
　この発明は上記に鑑みてなされたもので、画像形成装置の故障時にもスキャンデータの
保障が可能で、かつスキャンデータの効率的な利用を行うことができる画像形成装置およ
びスキャンデータ処理方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、スキャナエンジン及びオペレーシ
ョンパネルを備えた画像形成装置であって、複数の転送先の中からスキャンデータの転送
先を選択させる選択画面を前記オペレーションパネルに表示する表示手段と、スキャナエ
ンジンに原稿のスキャン処理を実行させ、スキャンデータを生成するスキャン処理手段と
、選択された少なくとも１つの転送先に前記スキャンデータを転送する転送手段と、前記
転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータを受信し、受信したスキャンデー
タの印刷処理を行う印刷処理手段とを備える。
【０００９】
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　本発明によれば、転送先にスキャンデータを転送することで、画像形成装置の故障時に
もスキャンデータの保障が可能となり、スキャンデータの効率的な利用を図ることができ
る。また、画像形成装置の記憶装置の記憶容量を削減することができる。また、スキャン
データを、クライアント端末を利用せずに画像形成装置側から参照して印刷することがで
き、スキャンデータの利用効率を向上させることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１の記載において、前記選択された少なくとも１つの
転送先は、ネットワークに接続されたＷＥＢサーバ上の格納領域、メール宛先、ネットワ
ーク上での共有格納領域のうちの１つまたは複数を含む。
【００１１】
　本発明によれば、ネットワークに接続されたＷＥＢサーバ上の格納領域、メール宛先、
ネットワーク上での共有格納領域を含む種々の転送先を選択できるので、ユーザに利便性
が向上する。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２の記載において、前記格納領域もしくは共有格納領
域へのアクセスに認証情報を要する場合に、前記表示手段は、当該格納領域もしくは共有
格納領域が選択された際に、認証情報を入力させる画面を表示する。本発明によれば、ア
クセス制限のある転送先を利用できる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１の記載において、前記表示手段は、複数のデータ種
類の中から、転送するスキャンデータのデータ種類を選択させる画面を更に前記オペレー
ションパネルに表示し、前記転送手段は、前記スキャンデータを、選択されたデータ種類
に変換して前記転送先に転送する。
【００１４】
　本発明によれば、スキャンデータを種々のデータに変換して送信することが可能となる
。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項４の記載において、前記データ種類は、前記スキャン
データに対して文字認識処理を行って得られる認識データを含むものである。本発明によ
れば、認識データを転送先に格納しておくことができる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項５の記載において、前記データ種類として認識データ
が選択された場合に、前記転送手段は、スキャンデータから変換された当該認識データと
共に変換前のスキャンデータを転送先に転送するものである。本発明によれば、文字と文
字以外の画像等を転送先で格納することができる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６のうちいずれか１項の記載において、前記
印刷処理手段は、前記転送先の格納領域に保存されている前記スキャンデータの一覧を表
示するデータ選択画面を前記オペレーションパネルに表示し、当該データ選択画面から選
択された前記スキャンデータを受信して印刷処理を行うものである。
【００２０】
　本発明によれば、保存されているスキャンデータの中から所望のスキャンデータを、ク
ライアント端末を利用せずに画像形成装置側から参照して印刷することができ、スキャン
データの利用効率を向上させることができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、請求項１ないし７のうちいずれか１項に記載の画像形成装置
において、前記画像形成装置は、画像形成処理で使用されるハードウェア資源と、アプリ
ケーションからの要求に基づき当該ハードウェア資源の制御を含むシステム側の処理を行
うコントロールサービスとを備え、当該コントロールサービスとは別に複数のアプリケー
ションを搭載可能に構成され、前記画像形成装置は、前記スキャン処理手段、前記表示手
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段、及び前記転送手段を前記アプリケーションとして備えたとするものである。
【００２２】
　請求項９～１６に記載の発明は、上記の画像形成装置に適した方法の発明であり、請求
項１７～２０に記載の発明は、上記の画像形成装置に適したプログラム、記録媒体の発明
である。これらの発明によっても、上記の画像形成装置の発明と同様の作用効果を奏する
。
 
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、転送先にスキャンデータを転送することで、画像形成装置の故障時に
もスキャンデータの保障が可能となり、スキャンデータの効率的な利用を図ることができ
る。また、画像形成装置の記憶装置の記憶容量を削減することができる。また、転送先を
選択できるので、ユーザの利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像形成装置およびスキャンデータ処理
方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２５】
　（実施の形態１） 
　図１は、この発明の実施の形態１である画像形成装置（以下、「複合機」という。）の
主要構成および複合機を含むネットワーク構成を示す説明図である。実施の形態１にかか
る複合機１００は、スキャナエンジン１０３によるスキャン処理を実行することによって
生成されたスキャンデータファイルを、インターネット上のＷＥＢサーバ３００に転送し
、ＷＥＢサーバ３００のハードディスク装置（ＨＤＤ）３０１の共有領域である格納ディ
レクトリ３０２に保存し、インターネット１７０上のＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）２００等からＷＥＢサーバ３００にアクセスしてスキャンデータファイルを表
示および印刷可能とするものである。
【００２６】
　図１に示すように、本実施の形態にかかる複合機１００は、インターネット１７０に接
続されており、インターネット１７０にはＷＥＢサーバ３００、ＷＥＢサーバ３００のク
ライアント端末となるＰＣ２００が接続されている。ここで、複合機１００、ＷＥＢサー
バ３００、およびＰＣ２００の間の通信プロトコルはＴＣＰ／ＩＰを利用している。
【００２７】
　本実施の形態の複合機１００において本発明のスキャンデータ処理方法を実現するため
の主要構成としては、図１に示すように、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７と、ＯＣＳ関
数ライブラリ１６４と、イメージ関数ライブラリ１６５と、ＯＣＳ１２６、ＳＣＳ１２２
、ＥＣＳ１２４、ＭＣＳ１２５などの後述するコントロールサービスと、汎用ＯＳのデー
モン（プロセス）として動作するｉｎｅｔｄ１４１およびｈｔｔｐｄ１４２と、スキャナ
エンジン１０３と、ネットワークコントローラ１０４と、オペレーションパネル１５０と
を主に備えている。
【００２８】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７は、スキャナエンジン１０３によってスキャンした原
稿の画像データをスキャンデータとしてインターネット１７０上のＷＥＢサーバ３００に
転送するものであり、後述するアプリケーション層に配置されるプロセスである。ＳＣＡ
ＮｔｏＷＥＢアプリ１１７は、図１に示すように、認証処理部１６１と、スキャン処理部
１６２と、転送部１６３とを備え、ＯＣＳ関数ライブラリ１６４とイメージ関数ライブラ
リ１６５とを動的にリンク（ダイナミックリンク）している。
【００２９】
　認証処理部１６１は、ＷＥＢサーバ３００へのログイン画面のオペレーションパネル１
５０の操作表示部への表示、ログイン画面から入力されたユーザＩＤ、パスワードのＷＥ
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Ｂサーバ３００への暗号化送信を行うものである。ユーザＩＤ、パスワードの暗号化送信
は、ｈｔｔｐｄ１４２およびネットワークコントローラ１０４を介してｈｔｔｐｓプロト
コルによって行われる。
【００３０】
　スキャン処理部１６２は、イメージ関数ライブラリ１６５に登録されているスキャン処
理に関する関数呼び出しを行って、スキャナエンジン１０３のスキャンの実行を制御する
ものである。また、スキャン処理部１６２は、スキャナエンジン１０３によってスキャン
された画像データをＴＩＦＦ形式に変換したスキャナデータを生成する。
【００３１】
　転送部１６３は、スキャン処理部によって生成されたスキャンデータを、インターネッ
ト１７０上のＷＥＢサーバ３００に転送するものである。かかるスキャンデータの転送は
、ｈｔｔｐｄ１４２およびネットワークコントローラ１０４を介してｈｔｔｐプロトコル
によって行われる。
【００３２】
　ＯＣＳ関数ライブラリ１６４は、オペレーションパネル１５０の操作表示部に対する描
画出力に関する描画関数を登録した関数ライブラリであり、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１
１７からこの描画関数を呼び出すことにより、オペレーションパネル１５０の操作表示部
に各種画面の出力が行われるようになっている。
【００３３】
　イメージ関数ライブラリ１６５は、スキャナエンジン１０３に対するスキャン要求など
スキャン処理に関する関数や印刷処理に関する関数を登録したものであり、ＳＣＡＮｔｏ
ＷＥＢアプリ１１７からこの関数を呼び出すことにより、スキャナエンジン１０３による
原稿のスキャン処理が行われるようになっている。また、この関数呼び出しによって、Ｅ
ＣＳ１２４、ＭＣＳ１２５に対する各種要求も行われるようになっている。
【００３４】
　ｉｎｅｔｄ１４１は、データの送受信要求を常時監視し、特定のプロトコルに対する接
続要求を検出した場合に、それぞれのプロトコルを処理するサーバプログラムを起動する
デーモンであり、通常のＵＮＩＸ（登録商標）におけるｉｎｅｔｄと同様の処理が行われ
る。実施の形態１の複合機１００では、ｈｔｔｐプロトコルおよびｈｔｔｐｓプロトコル
によるデータの送受信のためのポートを常時監視して、かかるポートでの接続要求を検出
した場合に、ｈｔｔｐｄ１４２を起動する。
【００３５】
　ｈｔｔｐｄ１４２は、ｈｔｔｐプロトコルおよびｈｔｔｐｓプロトコルで送信されてく
るメッセージを受信するポート８０番を常時監視しており、このポート８０番でリクエス
トメッセージの受信を行うとともに、レスポンスメッセージの送信を行うものである。な
お、リクエストメッセージおよびレスポンスメッセージの構造は、通常のｈｔｔｐプロト
コルにおける各メッセージの構造と同様であり、各メッセージには、ｈｔｍｌ形式で記述
されたメッセージボディが含まれている。
【００３６】
　ネットワークコントローラ１０４は、ｈｔｔｐプロトコル、ｈｔｔｐｓプロトコルによ
る各種データの通信を行うものである。なお、ＯＣＳ１２６、ＳＣＳ１２２、ＥＣＳ１２
４、ＭＣＳ１２５などのコントロールサービスについては後述する。
【００３７】
　ＷＥＢサーバ３００は、例えば、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）など
のホストコンピュータまたはワークステーション（ＷＳ）である。ＷＥＢサーバ３００の
ハードディスク装置（ＨＤＤ）３０１には、複合機１００から転送されてきたスキャンデ
ータを保存する格納ディレクトリ３０２が作成されている。この格納ディレクトリ３０２
は、インターネット上の複合機１００から書き込み可能で、かつＰＣ２００から読み出し
可能に共有設定がなされている。
【００３８】
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　ＰＣ２００は、ＷＥＢサーバ３００のＷＥＢクライアントとなってＷＥＢサーバ３００
に各種サービスの要求を行うものであり、インターネット１７０でアクセスする一般ユー
ザのコンピュータなどが該当する。本実施の形態では、ＰＣ２００は、ＷＥＢサーバ３０
０に対して、ＨＤＤ３０１に保存されているスキャンデータの表示要求を行うようになっ
ている。
【００３９】
　次に、本実施の形態にかかる複合機１００の全体の機能的構成について説明する。図２
は、実施の形態１の複合機１００の全体構成を示すブロック図である。
【００４０】
　図２に示すように、複合機１００は、白黒レーザプリンタ（B&W LP）１０１と、カラー
レーザプリンタ（Color LP）１０２と、スキャナエンジン１０３と、ネットワークコント
ローラ１０４と、ファクシミリ、メモリなどのハードウェアリソース１０５を有するとと
もに、プラットホーム１２０と、アプリケーション１３０とから構成されるソフトウェア
群１１０とを備えている。
【００４１】
　プラットホーム１２０は、アプリケーションからの処理要求を解釈してハードウェア資
源の獲得要求を発生させるコントロールサービスと、一または複数のハードウェア資源の
管理を行い、コントロールサービスからの獲得要求を調停するシステムリソースマネージ
ャ（ＳＲＭ）１２３と、汎用ＯＳ１２１とを有する。
【００４２】
　コントロールサービスは、複数のサービスモジュールから形成され、ＳＣＳ（システム
コントロールサービス）１２２と、ＥＣＳ（エンジンコントロールサービス）１２４と、
ＭＣＳ（メモリコントロールサービス）１２５と、ＯＣＳ（オペレーションパネルコント
ロールサービス）１２６と、ＦＣＳ（ファックスコントロールサービス）１２７と、ＮＣ
Ｓ（ネットワークコントロールサービス）１２８とから構成される。このプラットホーム
１２０は、あらかじめ定義された関数により前記アプリケーション１３０から処理要求を
受信可能とするアプリケーションプログラムインタフェース（ＡＰＩ）を有する。
【００４３】
　汎用ＯＳ１２１は、ＵＮＩＸ（登録商標）などの汎用オペレーティングシステムであり
、プラットホーム１２０並びにアプリケーション１３０の各ソフトウェアをそれぞれプロ
セスとして並列実行する。
【００４４】
　ＳＲＭ１２３のプロセスは、ＳＣＳ１２２とともにシステムの制御およびリソースの管
理を行うものである。ＳＲＭ１２３のプロセスは、スキャナ部やプリンタ部などのエンジ
ン、メモリ、ＨＤＤファイル、ホストＩ／Ｏ（セントロＩ／Ｆ、ネットワークＩ／Ｆ（ネ
ットワークコントローラ１０４）、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ、ＲＳ２３２Ｃ　Ｉ／Ｆなど
）のハードウェア資源を利用する上位層からの要求にしたがって調停を行い、実行制御す
る。
【００４５】
　具体的には、このＳＲＭ１２３は、要求されたハードウェア資源が利用可能であるか（
他の要求により利用されていないかどうか）を判断し、利用可能であれば要求されたハー
ドウェア資源が利用可能である旨を上位層に伝える。また、ＳＲＭ１２３は、上位層から
の要求に対してハードウェア資源の利用スケジューリングを行い、要求内容（例えば、プ
リンタエンジンにより紙搬送と作像動作、メモリ確保、ファイル生成など）を直接実施し
ている。
【００４６】
　ＳＣＳ１２２のプロセスは、アプリ管理、操作部制御、システム画面表示、ＬＥＤ表示
、リソース管理、割り込みアプリ制御などを行う。
【００４７】
　ＥＣＳ１２４のプロセスは、白黒レーザプリンタ（B&W LP）１０１、カラーレーザプリ
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ンタ（Color LP）１０２、スキャナ、ファクシミリなどからなるハードウェアリソース１
０５のエンジンの制御を行う。
【００４８】
　ＭＣＳ１２５のプロセスは、画像メモリの取得および解放、ハードディスク装置（ＨＤ
Ｄ）の利用、画像データの圧縮および伸張などを行う。
【００４９】
　ＦＣＳ１２７のプロセスは、システムコントローラの各アプリ層からＰＳＴＮ／ＩＳＤ
Ｎ網を利用したファクシミリ送受信、ＢＫＭ（バックアップＳＲＡＭ）で管理されている
各種ファクシミリデータの登録／引用、ファクシミリ読みとり、ファクシミリ受信印刷、
融合送受信を行うためのＡＰＩを提供する。
【００５０】
　ＮＣＳ１２８のプロセスは、ネットワークＩ／Ｏを必要とするアプリケーションに対し
て共通に利用できるサービスを提供するためのプロセスであり、ネットワーク側から各プ
ロトコルによって受信したデータを各アプリケーションに振り分けたり、アプリケーショ
ンからデータをネットワーク側に送信する際の仲介を行う。
【００５１】
　ＯＣＳ１２６のプロセスは、オペレータ（ユーザ）と本体制御間の情報伝達手段となる
オペレーションパネル（操作パネル）１５０の制御を行う。ＯＣＳ１２６は、オペレーシ
ョンパネルからキー押下（またはタッチ操作）をキーイベントとして取得し、取得したキ
ーに対応したキーイベント関数をＳＣＳ１２２に送信するＯＣＳプロセスである。また、
オペレーションパネル１５０の操作表示部に対する各種画面を描画出力やその他オペレー
ションパネルに対する制御は、図１で説明したＯＣＳ関数ライブラリ１６４に登録されて
いる描画関数等の各種関数をアプリケーション１３０またはコントロールサービスから呼
び出すことにより行われる。このＯＣＳ関数ライブラリは、アプリケーション１３０およ
びコントロールサービスの各モジュールに動的にリンクされている。なお、ＯＣＳ１２６
のすべてをプロセスとして動作させるように構成しても良く、あるいはＯＣＳ１２６のす
べてをＯＣＳライブラリとして構成しても良い。
【００５２】
　アプリケーション１３０は、ページ記述言語（ＰＤＬ）、ＰＣＬおよびポストスクリプ
ト（ＰＳ）を有するプリンタ用のアプリケーションであるプリンタアプリ１１１と、コピ
ー用アプリケーションであるコピーアプリ１１２と、ファクシミリ用アプリケーションで
あるファックスアプリ１１３と、スキャナ用アプリケーションであるスキャナアプリ１１
４と、ネットワークファイル用アプリケーションであるネットファイルアプリ１１５と、
工程検査用アプリケーションである工程検査アプリ１１６と、上述したＳＣＡＮｔｏＷＥ
Ｂ１１７とを有している。
【００５３】
　アプリケーション１３０の各プロセス、コントロールサービスの各プロセスは、関数呼
び出しとその戻り値送信およびメッセージの送受信によってプロセス間通信を行いながら
、コピー、プリンタ、スキャナ、ファクシミリなどの画像形成処理にかかるユーザサービ
スを実現している。
【００５４】
　このように、実施の形態１にかかる複合機１００には、複数のアプリケーション１３０
および複数のコントロールサービスが存在し、いずれもプロセスとして動作している。そ
して、これらの各プロセス内部には、一または複数のスレッドが生成されて、スレッド単
位の並列実行が行われる。そして、コントロールサービスがアプリケーション１３０に対
し共通サービスを提供しており、このため、これらの多数のプロセスが並列動作、および
スレッドの並列動作を行って互いにプロセス間通信を行って協調動作をしながら、コピー
、プリンタ、スキャナ、ファクシミリなどの画像形成処理にかかるユーザサービスを提供
するようになっている。
【００５５】
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　また、複合機１００には、複合機１００の顧客、サードベンダなどの第三者がコントロ
ールサービス層の上のアプリケーション層に外部アプリを開発して搭載することが可能と
なっている。
【００５６】
　なお、実施の形態１にかかる複合機１００では、複数のアプリケーション１３０のプロ
セスと複数のコントロールサービスのプロセスとが動作しているが、アプリケーション１
３０とコントロールサービスのプロセスがそれぞれ単一の構成とすることも可能である。
また、各アプリケーション１３０は、アプリケーションごとに追加または削除することが
できる。
【００５７】
　図３に複合機１００のハードウェア構成例を示す。
【００５８】
　複合機１００は、コントローラ１７０と、オペレーションパネル１８５と、ファックス
コントロールユニット（ＦＣＵ）１８６と、プリンタ等の画像形成処理に特有のハードウ
ェア資源であるエンジン部１８７とを含む。コントローラ１７０は、ＣＰＵ１７１と、シ
ステムメモリ１７２と、ノースブリッジ（ＮＢ）１７３と、サウスブリッジ（ＳＢ）１７
４と、ＡＳＩＣ１７６と、ローカルメモリ１７７と、ＨＤＤ１７８と、ネットワークイン
ターフェースカード（ＮＩＣ）１７９と、ＳＤカード用スロット１８０と、ＵＳＢデバイ
ス１８１と、ＩＥＥＥ１３９４デバイス１８２と、セントロニクス１８３とを含む。なお
、メモリ１７２、１７７はＲＡＭ、ＲＯＭ等を含む。ＦＣＵ１８６およびエンジン部１８
７は、コントローラ１７０のＡＳＩＣ１７６にＰＣＩバス１８８で接続されている。
【００５９】
　ＣＰＵ１７１が、複合機１００にインストールされるアプリケーション、コントロール
サービス等のプログラムを、メモリから読み出して実行する。
【００６０】
　次に、以上のように構成された実施の形態１にかかる複合機１００によるスキャンデー
タ処理方法について説明する。図４は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７による原稿のス
キャン処理およびスキャンデータファイルのＷＥＢサーバ３００への転送処理の手順を示
すフローチャートである。
【００６１】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７によるスキャンデータ処理を開始する場合、利用者は
、まずオペレーションパネル１５０の操作表示部に表示された初期画面から機能選択ボタ
ンのタッチ操作を行う。ＳＣＳ１２２によって、操作表示部１５０ａには機能選択画面が
表示される。図５（ａ）は、オペレーションパネル１５０の操作表示部１５０ａに表示さ
れる機能選択画面４１０の一例を示す説明図である。
【００６２】
　そして、図５（ａ）に示す機能選択画面４１０において、利用者が「ＳＣＡＮｔｏＷＥ
Ｂ」ボタン４１２のタッチ操作を行うと、当該ボタンのキーイベントをＯＣＳ１２６が受
信し、ＳＣＳ１２２によってＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７に通知されて、ＳＣＡＮｔ
ｏＷＥＢアプリ１１７によるスキャンデータ処理が開始される。
【００６３】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７では、まず認証処理部１６１によって、図５（ｂ）に
示すＷＥＢサーバ３００へのログインのためのログイン画面４１３を操作表示部１５０ａ
に表示する（ステップＳ３０１）。ここで、画面の操作表示部１５０ａへの表示は、ＯＣ
Ｓ関数ライブラリ１６４の描画関数呼び出しによって行われる。以下、操作表示部１５０
ａへの表示の説明では、描画関数呼び出しを行うことを前提とし、その旨の説明は省略す
る。
【００６４】
　ログイン画面４１３において、利用者がユーザＩＤとパスワードを入力すると、各キー
コードをＯＣＳ１２６、ＳＣＳ１２２を経由して認証処理部１６１が受け取り、受け取っ
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たユーザＩＤとパスワードＷＥＢサーバ３００に送信することにより、ＷＥＢサーバへの
ログインを行う（ステップＳ３０２）。
【００６５】
　次に、認証処理部１６１は、ＷＥＢサーバ３００からログイン結果を受信し、ログイン
が成功したか否かを判断する（ステップＳ３０３）。そして、ログイン結果が失敗した場
合には、その旨のエラーメッセージを操作表示部１５０ａに表示する（ステップＳ３０４
）。
【００６６】
　一方、ログインが成功した場合には、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７の転送部１６３
によって、格納ディレクトリ選択画面４１４をオペレーションパネル１５０の操作表示部
１５０ａに表示し（ステップＳ３０５）、イベント入力待ち状態となる。図５（ｃ）は、
格納ディレクトリ選択画面４１４の一例を示す説明図である。図５（ｃ）に示すように、
スキャンデータを格納するＷＥＢサーバ３００のディレクトリの一覧が選択可能に表示さ
れる。
【００６７】
　ここで、利用者は、格納ディレクトリ選択画面４１４で所望のＷＥＢサーバ３００上の
ディレクトリを選択する。そして、複合機１００の自動原稿送り装置（ＡＤＦ：Ａｕｔｏ
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）にスキャンする原稿をセットし、コピースタートボ
タン（図示せず）を押下する。
【００６８】
　転送部１６３は、ＯＣＳ１２６からＳＣＳ１２２経由で受信したイベントがコピースタ
ートボタンか否かを判断し（ステップＳ３０６）、コピースタートボタンのイベントであ
る場合には、スキャン処理部１６２にスキャン処理を開始させる。
【００６９】
　スキャン処理部１６２は、イメージ関数ライブラリ１６５に登録されているスキャン関
数呼び出しを行うことにより、スキャナエンジン１０３によってＡＤＦにセットされた原
稿のスキャン処理を開始する（ステップＳ３０７）。そして、スキャン処理部１６２は、
スキャナエンジン１０３によるスキャン処理終了通知を受信待ち状態となる（ステップＳ
３０８）。このとき、スキャン関数によって、スキャン処理に必要なＥＣＳ１２４による
ジョブ生成、ジョブスタート、およびＭＣＳ１２５による画像メモリ領域の確保、解放な
どの処理が実行される。
【００７０】
　スキャン処理部１６２は、スキャン処理終了通知を受信した場合には、スキャナエンジ
ン１０３によってスキャンされ画像メモリに保存されているスキャン画像（ビットマップ
形式）を読み出して、ＴＩＦＦ形式のスキャンデータファイルに変換する（ステップＳ３
０９）。このとき、ファイル名は自動的に生成される。なお、スキャンデータのファイル
名は、複合機１００の利用者に指定させるように構成しても良い。
【００７１】
　そして、転送部１６３は、スキャン処理部１６２によって変換されたスキャンデータフ
ァイルを、格納ディレクトリ選択画面４１４で指定されたディレクトリを指定してＷＥＢ
サーバ３００に転送する（ステップＳ３１０）。具体的には、この転送処理は、転送部１
６３の指令によって、ｉｎｅｔｄ１４１によって起動されたｈｔｔｐｄ１４２およびネッ
トワークコントローラ１０４によって行われる。
【００７２】
　ＷＥＢサーバ３００では、複合機１００からスキャンデータファイルを受信し、ＨＤＤ
３０１の指定された格納ディレクトリ３０２に受信したスキャンデータファイルを保存す
る。このとき、ＷＥＢサーバ３００に文字認識アプリケーションがインストールされてい
る場合には、受信したスキャンデータファイルの内容を読み出して文字認識処理を行った
上でＨＤＤ３０１に保存する。
【００７３】
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　このように、複合機１００によって原稿をスキャンすることによって生成されたスキャ
ンデータファイルは、ＷＥＢサーバ３００の共有設定されている格納ディレクトリ３０２
に保存される。
【００７４】
　このようにＷＥＢサーバ３００の格納ディレクトリ３０２に保存されたスキャンデータ
ファイルは、格納ディレクトリ３０２が共有ディレクトリとなっているため、ＰＣ２００
のＷＥＢブラウザ２０１で表示することができる。すなわち、ＰＣ２００のＷＥＢブラウ
ザ２０１によって、ＷＥＢサーバ３００にログオンを行い、格納ディレクトリ３０２にア
クセスして、格納ディレクトリ３０２に保存されている所望のスキャンデータファイルを
ＷＥＢブラウザ２０１で表示すれば良い。また、このスキャンデータファイルを印刷する
場合には、スキャンデータファイルをＷＥＢブラウザ２０１で表示した状態で、ＷＥＢブ
ラウザ２０１で提供されている印刷機能を利用して所望のプリンタ装置で印刷すれば良い
。
【００７５】
　このように実施の形態１にかかる複合機１００では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７
のスキャン処理部１６２によって、スキャナエンジン１０３に原稿のスキャン処理を実行
させスキャンデータを生成し、転送部１６３によって、生成されたスキャンデータをイン
ターネット１７０上のＷＥＢサーバ３００に転送しているので、ＷＥＢサーバ３００側で
スキャンデータを一括に管理することができ、複合機１００の故障時にもスキャンデータ
の保障が可能となり、またスキャンデータの効率的な利用を図ることができる。
【００７６】
　　（実施の形態２） 
　実施の形態１にかかる複合機１００は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７によって原稿
のスキャンデータをＷＥＢサーバ３００の共有設定されている格納ディレクトリ３０２に
転送するだけであったため、スキャンデータファイルを印刷する場合にはインターネット
１７０上のＰＣ２００からＷＥＢサーバ３００にアクセスしてＷＥＢブラウザ２０１によ
って印刷を行っていた。これに対し、実施の形態２にかかる複合機５００は、さらにＷＥ
Ｂサーバ３００にアクセスして格納ディレクトリに保存されているスキャンデータファイ
ルを印刷可能とするものである。
【００７７】
　図６は、実施の形態２にかかる複合機５００の主要構成および複合機５００を含むネッ
トワーク構成を示す説明図である。図６に示すように、本実施の形態にかかる複合機５０
０も、実施の形態１と同様に、インターネット１７０に接続されており、インターネット
１７０にはＷＥＢサーバ３００、ＷＥＢサーバ３００のクライアント端末となるＰＣ２０
０が接続されている。また、複合機５００、ＷＥＢサーバ３００、およびＰＣ２００の間
の通信プロトコルはＴＣＰ／ＩＰを利用している。
【００７８】
　本実施の形態の複合機５００において本発明のスキャンデータ処理方法を実現するため
の主要構成としては、図６に示すように、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７と、ＯＣＳ関
数ライブラリ１６４と、イメージ関数ライブラリ１６５と、ＯＣＳ１２６、ＳＣＳ１２２
、ＥＣＳ１２４、ＭＣＳ１２５などの後述するコントロールサービスと、汎用ＯＳのデー
モン（プロセス）として動作するｉｎｅｔｄ１４１およびｈｔｔｐｄ１４２と、スキャナ
エンジン１０３と、白黒レーザプリンタ（Ｂ＆Ｗ　ＬＰ）１０１と、カラーレーザプリン
タ（Ｃｏｌｏｒ　ＬＰ）１０２と、ネットワークコントローラ１０４と、オペレーション
パネル１５０とを主に備えている。
【００７９】
　実施の形態２にかかる複合機５００が実施の形態１の複合機１００と異なる点は、ＳＣ
ＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７の構成である。すなわち、実施の形態２のＳＣＡＮｔｏＷＥ
Ｂアプリ５１７は、認証処理部１６１と、スキャン処理部１６２と、転送部１６３と、印
刷処理部５０１とを備えており、印刷処理部５０１を有する点が実施の形態１のＳＣＡＮ
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ｔｏＷＥＢアプリ１１７と異なっている。
【００８０】
　印刷処理部５０１は、ＷＥＢサーバ３００の共有設定がなされている格納ディレクトリ
３０２に保存されているスキャンデータファイルの一覧を示すスキャンデータファイル一
覧画面のオペレーションパネル１５０の操作表示部１５０ａへの表示を行う。また、印刷
処理部５０１は、イメージ関数ライブラリ１６５に登録されているプリント処理に関する
関数呼び出しを行って、スキャンデータファイル一覧画面から利用者が選択したスキャン
データファイルの印刷を行う。
【００８１】
　その他のＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７の構成および複合機５００の構成、ＰＣ２０
０、ＷＥＢサーバ３００の構成については、実施の形態１と同様であるため同一符号を付
し説明を省略する。
【００８２】
　実施の形態２にかかる複合機５００のＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７による原稿のス
キャン処理、スキャンデータファイルのＷＥＢサーバ３００への転送処理については、実
施の形態１のＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７による処理（図４）と同様である。
【００８３】
　次に、実施の形態２の複合機５００によるスキャンデータファイルの印刷処理について
説明する。図７は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７によるスキャンデータファイルの印
刷処理の手順を示すフローチャートである。
【００８４】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７によるスキャンデータの印刷を開始する場合、利用者
は、まずオペレーションパネル１５０の操作表示部１５０ａに表示された初期画面から機
能選択ボタンのタッチ操作を行う。ＳＣＳ１２２によって、操作表示部には機能選択画面
が表示される。図８（ａ）は、オペレーションパネル１５０の操作表示部１５０ａに表示
される機能選択画面７０１の一例を示す説明図である。
【００８５】
　そして、図８（ａ）に示す機能選択画面７０１において、利用者が「ＳＣＡＮｔｏＷＥ
Ｂプリント」ボタン７０２のタッチ操作を行うと、当該ボタンのキーイベントをＯＣＳ１
２６が受信し、ＳＣＳ１２２によってＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７に通知されて、Ｓ
ＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７によるスキャンデータ印刷処理が開始される。
【００８６】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７では、まず認証処理部１６１によって、図５（ｂ）に
示したログイン画面４１３を操作表示部１５０ａに表示する（ステップＳ６０１）。ログ
イン画面４１３において、利用者がユーザＩＤとパスワードを入力すると、各キーコード
をＯＣＳ１２６、ＳＣＳ１２２を経由して認証処理部１６１が受け取り、受け取ったユー
ザＩＤとパスワードＷＥＢサーバ３００に送信することにより、ＷＥＢサーバへのログイ
ンを行う（ステップＳ６０２）。
【００８７】
　次に、認証処理部１６１は、ＷＥＢサーバ３００からログイン結果を受信し、ログイン
が成功したか否かを判断する（ステップＳ６０３）。そして、ログイン結果が失敗した場
合には、その旨のエラーメッセージを操作表示部１５０ａに表示する（ステップＳ６０４
）。
【００８８】
　一方、ログインが成功した場合には、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ５１７の印刷処理部５
０１によって、スキャンデータファイル一覧画面７０３をオペレーションパネル１５０の
操作表示部１５０ａに表示し（ステップＳ６０５）、イベント入力待ち状態となる。図８
（ｂ）は、スキャンデータファイル一覧画面７０３の一例を示す説明図である。図８（ｂ
）に示すように、スキャンデータファイル一覧画面７０３には、ＷＥＢサーバ３００の格
納ディレクトリ３０２に保存されているスキャンデータファイルの一覧が選択可能に表示



(14) JP 4070693 B2 2008.4.2

10

20

30

40

50

される。
【００８９】
　ここで、利用者は、スキャンデータファイル一覧画面７０３で所望のスキャンデータフ
ァイルを選択し、コピースタートボタン（図示せず）を押下する。
【００９０】
　印刷処理部５０１は、ＯＣＳ１２６からＳＣＳ１２２経由で受信したイベントがコピー
スタートボタンか否かを判断し（ステップＳ６０６）、コピースタートボタンのイベント
である場合には、選択されたスキャンデータファイルをＷＥＢサーバ３００からダウンロ
ードする（ステップＳ６０７）。
【００９１】
　そして、印刷処理部５０１は、イメージ関数ライブラリ１６５に登録されているプリン
ト関数呼び出しを行うことにより、白黒レーザプリンタ（Ｂ＆Ｗ　ＬＰ）１０１またはカ
ラーレーザプリンタ（Ｃｏｌｏｒ　ＬＰ）１０２によって、ダウンロードしたスキャンデ
ータファイル印刷処理を開始する（ステップＳ６０８）。このとき、プリント関数によっ
て、印刷処理に必要なＥＣＳ１２４によるジョブ生成、ジョブスタート、およびＭＣＳ１
２５による画像メモリ領域の確保、解放などの処理が実行される。
【００９２】
　このように実施の形態２にかかる複合機５００では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７
の印刷処理部５０１によって、ＷＥＢサーバ３００に保存されているスキャンデータを受
信し、受信したスキャンデータの印刷処理を行っているので、ＷＥＢサーバ３００に保存
されているスキャンデータを、ＰＣ２００を利用せずに複合機１００側から参照して印刷
することができ、ＷＥＢサーバ３００で管理されたスキャンデータの利用効率を向上させ
ることができる。
【００９３】
　（実施の形態３） 
　実施の形態１および２にかかる複合機１００，５００では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ
１１７，５１７によってスキャン画像のスキャンデータファイルをそのままＷＥＢサーバ
３００へ転送し、ＷＥＢサーバ３００側で文字認識処理をおこなっていたが、この実施の
形態３にかかる複合機８００は、スキャンデータに文字認識処理を施し、その結果得られ
た認識データファイルをＷＥＢサーバ３００へ転送するものである。
【００９４】
　図９は、実施の形態３にかかる複合機８００の主要構成および複合機８００を含むネッ
トワーク構成を示す説明図である。図１０は、実施の形態３の複合機８００の全体構成を
示すブロック図である。
【００９５】
　図９および図１０に示すように、本実施の形態３の複合機８００は、ＯＣＲアプリ１１
８を備えている点が実施の形態１の複合機１００と異なっており、その他の構成は実施の
形態１の複合機１００と同様である。
【００９６】
　ＯＣＲアプリ１１８は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７によって生成されたスキャン
データの文字認識処理を行い、認識データファイルを生成するものである。生成された認
識データファイルは、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７の転送部１６３によってＷＥＢサ
ーバ３００に転送される。
【００９７】
　次に、複合機８００によるスキャン処理、文字認識処理および認識データファイルのＷ
ＥＢサーバ３００への転送処理について説明する。図１１は、複合機８００によるスキャ
ン処理、文字認識処理および認識データファイルのＷＥＢサーバ３００への転送処理の手
順を示すフローチャートである。
【００９８】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７の認証処理部１６１によるログイン画面の表示からス
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キャン処理部１６２によるスキャンデータへの変換までの処理（ステップＳ１００１～Ｓ
１００９）については、実施の形態１の複合機１００における処理（図４におけるステッ
プＳ３０１～Ｓ３０９）と同様に行われる。
【００９９】
　スキャンデータが生成されたら、次に、ＯＣＲアプリ１１８は、生成されたスキャンデ
ータを入力し、その内容に対し文字認識処理を実行し、認証結果としての認証データファ
イルを生成する（ステップＳ１０１０）。そして、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７の転
送部１６３は、生成された認証データファイルをＷＥＢサーバ３００に転送する。この転
送処理は、実施の形態１の複合機１００と同様に、転送部１６３の指令によって、ｉｎｅ
ｔｄ１４１によって起動されたｈｔｔｐｄ１４２およびネットワークコントローラ１０４
によって行われる。
【０１００】
　従って、ＷＥＢサーバ３００では、受信した認証データファイルに対してさらに文字認
識処理を施す必要なく、認証データファイルを直ちに格納ディレクトリ３０２に保存する
。
【０１０１】
　また、複合機８００が、スキャンデータと認識データファイルの両方をＷＥＢサーバ３
００に送るように構成してもよい。
【０１０２】
　このように実施の形態３にかかる複合機８００では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７
のスキャン処理部１６２によって、スキャナエンジン１０３に原稿のスキャン処理を実行
させてスキャンデータを生成し、ＯＣＳアプリ１１８によって、生成されたスキャンデー
タに対して文字認識処理を行って認識データを生成し、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７
の転送部１６３によって、生成された認識データを、インターネット１７０のＷＥＢサー
バ３００に転送しているので、ＷＥＢサーバ３００側で認識データを一括に管理すること
ができ、複合機８００の故障時にも認識データの保障が可能となり、また認識データの効
率的な利用を図ることができる。
【０１０３】
　（実施の形態４） 
　実施の形態３にかかる複合機８００は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７によって原稿
のスキャンデータに対してＯＣＲアプリ１１８によって文字認識処理を施し認識データフ
ァイルをＷＥＢサーバ３００の共有設定されている格納ディレクトリ３０２に転送するだ
けであったため、認識データファイルを印刷する場合にはインターネット１７０上のＰＣ
２００からＷＥＢサーバ３００にアクセスしてＷＥＢブラウザ２０１によって印刷を行う
必要がある。これに対し、実施の形態４にかかる複合機１１００は、さらにＷＥＢサーバ
３００にアクセスして格納ディレクトリに保存されている認識データファイルを印刷可能
とするものである。
【０１０４】
　図１２は、実施の形態４にかかる複合機１１００の主要構成を示す説明図である。図１
２に示すように、実施の形態４の複合機１１００は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７に
印刷処理部５０１を備えている点が実施の形態３の複合機８００と異なっており、その他
の構成は実施の形態３の複合機８００と同様である。
【０１０５】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７の印刷処理部５０１は、ＷＥＢサーバ３００の共有設
定がなされている格納ディレクトリ３０２に保存されている認証データファイルから利用
者が選択した認証データファイルの印刷を行うものである。印刷処理部５０１による認証
データファイルの印刷処理は、実施の形態２の複合機５００による印刷処理（図７）と同
様に行われる。
【０１０６】
　このように実施の形態４にかかる複合機１１００では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１
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７の印刷処理部５０１よって、ＷＥＢサーバ３００の格納ディレクトリ３０２領域に保存
されている認識データを受信し、受信した認識データの印刷処理を行うことで、ＷＥＢサ
ーバ３００に保存されている認識データを、ＰＣ２００を利用せずに複合機８００側から
参照して印刷することができ、ＷＥＢサーバ３００で管理された認識データの利用効率を
向上させることができる。
【０１０７】
　（実施の形態５）
　これまでの実施の形態では、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ１１７を用いて、スキャンデー
タをＷＥＢサーバ３００に送信していたが、実施の形態５に係る複合機１２００は、ＷＥ
Ｂサーバ以外の転送先にもスキャンデータを送信できるように構成されている。
【０１０８】
　実施の形態５における複合機１２００は、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリに加えて、ＳＣＡ
ＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌｅアプリを備えている。その他の部分の構成
は図２、図３に示したものと同様である。ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリは、スキャンデー
タを、指定されたメールアドレス宛に送信するアプリである。また、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌ
ｅアプリは、スキャンデータを、指定された場所に格納するものであり、ＦＴＰ、ＮＦＳ
、ＮｅｔＢＩＯＳ等を使用することができる。なお、ＮｅｔＢＩＯＳを使用するとは、例
えばWindows（登録商標）ネットワークの共有ファイルの仕組みを用いることである。
【０１０９】
　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリの場合には、格納ディレクトリを、例えば図５（ｃ）に示す
形式で指定するが、ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌｅアプリにおいて
は、図１３に示す形式でスキャンデータの格納場所を指定する。また、実施の形態５に係
る複合機１２００は、複数の転送先を選択可能に構成されている。
【０１１０】
　ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌｅアプリの各々は、ＳＣＡＮｔｏＷ
ＥＢアプリ１１７とほぼ同様の構成とすることができる。すなわち、スキャン処理部と転
送部とを有している。ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリにおける転送部は、指定されたアドレ
スに、スキャンデータをメールとして送信する機能を有している。また、ＳＣＡＮｔｏＦ
ｉｌｅアプリにおける転送部は、指定された格納場所にスキャンデータを格納する機能を
有している。更に、実施の形態５における上記各アプリは、スキャンデータを、複数種類
のデータに変換する機能を有している。その中には、例えば、スキャンデータを文字認識
し、ＯＣＲデータに変換する機能を含む。
【０１１１】
　複合機１２００は、さらに、ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌｅアプ
リ、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリのうちのどのアプリを用いて処理を行うかを制御する制御
プログラムを有している。この制御プログラムにより画面表示が行われ、ユーザの入力に
応じた各アプリの処理が実行される。また、制御プログラムに、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプ
リ１１７における認証処理部と同様の認証処理部を備えてもよい。
【０１１２】
　実施の形態５の複合機１２００のオペレーションパネルの操作表示部に表示される画面
遷移例を図１４～１７に示す。
【０１１３】
　図１４は、ＷＥＢサーバの所定のディレクトリに、ＯＣＲデータを送ることが決定され
ている状態の画面である。この状態で、原稿をセットし、コピーボタンを押せば、指定し
た場所への指定したデータ種類でのスキャンデータが送信される。
【０１１４】
　図１４において転送先追加ボタン１０を押すと、図１５の画面が表示される。ここで、
スキャンデータを、メールのあて先に送るか（Ｍａｉｌ）、ＷＥＢサーバに送るか（ＷＥ
Ｂ）、ネットワーク上の共有フォルダに格納するか（Ｆｉｌｅ）を選択する。ボタン１１
～１３のうちのいずれかを押すことにより選択する。
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【０１１５】
　図１５において、例えばＦｉｌｅ１３を選択した場合、図１６に示す画面が表示される
。なお、Ｍａｉｌ１１を選択すれば、メールアドレスのリストが表示される。ＷＥＢ１２
を選択した場合には、図５（ｃ）のような画面が表示される。ここに表示されるメールア
ドレス等のデータは、例えば、複合機１２００に備えられる、ユーザに関する情報を管理
するＵＣＳ（ユーザインフォメーションコントロールサービス）から取得することができ
る。ＵＣＳを用いることにより、複合機１２００を使用する特定のユーザに許容された転
送先のみをリスト表示することが可能となる。
【０１１６】
　図１６の画面において、アクセスのためにＩＤとパスワード等を必要とする転送先を選
択した場合には、選択の後に、ＩＤとパスワードを入力させる画面が表示される。そこで
入力したＩＤとパスワードが、選択された転送先にアクセスするために使用される。
【０１１７】
　転送先の選択が終了した後に、図１７に示す画面が表示される。この画面は、転送する
データ種類を選択させる画面である。この画面で選択されたデータ種類にスキャンデータ
が変換されて転送されることになる。図１７における選択が終了した後に、図１４におい
て転送先が追加された画面に戻る。その後、コピーを実行することにより、指定された転
送先に応じたアプリにより、転送が行われる。
【０１１８】
　なお、上記のように、ＩＤ、パスワードを用いた受信者側に制限の他、メールの場合に
は、ユーザに応じた送信先の制限をすることもできる。例えば、あるユーザに対しては、
所定のドメインのアドレスにはメールを送れないように構成することができる。
【０１１９】
　また、上記の例では、ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏＦｉｌｅアプリ、Ｓ
ＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ、制御プログラムを別々に構成しているので、複数種類の転送先
がある場合には、スキャン処理は、最初に処理を行うアプリにより実行され、その後の転
送処理は各アプリにより実行される。なお、ＳＣＡＮｔｏＭａｉｌアプリ、ＳＣＡＮｔｏ
Ｆｉｌｅアプリ、ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ、制御プログラムを別々に構成する代わりに
、ＳＣＡＮ機能及び制御プログラムの機能（表示機能を含む）に、Ｍａｉｌ転送機能、Ｆ
ｉｌｅ転送機能、及びＷＥＢサーバ転送機能を加えた１つのアプリとして構成することも
できる。このような構成にした場合のアプリケーションの機能ブロック図を図１８に示す
。図１８に示すように、このアプリケーションは、スキャン処理部１２０１、認証処理部
１２０２、制御部１２０３、Ｍａｉｌ転送部１２０４、ＷＥＢ転送部１２０５、及びＦｉ
ｌｅ転送部１２０６、変換部１２０７を有しており、制御部１２０３による制御の下、各
部が上述したような各々の処理を行う。制御部１２０３は、例えば、表示画面からＭａｉ
ｌアドレス、ＯＣＲデータが選択された場合には、そのＭａｉｌアドレスをメモリに保持
しておき、コピーが実行されたのを検知して、変換部１２０７にＯＣＲ変換を実行させ、
Ｍａｉｌ転送部１２０４に選択されたＭａｉｌアドレスへのＭａｉｌ転送を実行させる。
【０１２０】
　実施の形態５によれば、転送先を選択することができるので、スキャンデータの更に効
率的な利用を図ることができる。
【０１２１】
　なお、これまでに説明した各実施の形態におけるアプリケーションは、ＳＤカード等の
記録媒体から複合機にインストールすることができる。また、当該アプリケーションをネ
ットワーク経由で複合機にインストールすることも可能である。
【０１２２】
　なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲内において
、種々変更・応用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
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【図１】実施の形態１にかかる複合機の主要構成および複合機を含むネットワーク構成を
示す説明図である。
【図２】実施の形態１の複合機の全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１の複合機のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態１のＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリによる原稿のスキャン処理およびスキ
ャンデータファイルのＷＥＢサーバへの転送処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】図５（ａ）は、オペレーションパネルの操作表示部に表示される機能選択画面の
一例を示す説明図である。図５（ｂ）はログイン画面の一例を示す説明図である。図５（
ｃ）は、格納ディレクトリ選択画面の一例を示す説明図である。
【図６】実施の形態２にかかる複合機の主要構成および複合機を含むネットワーク構成を
示す説明図である。
【図７】実施の形態２のＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリによるスキャンデータファイルの印刷
処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】図８（ａ）は、オペレーションパネルの操作表示部に表示される機能選択画面の
一例を示す説明図である。図８（ｂ）は、スキャンデータファイル一覧画面の一例を示す
説明図である。
【図９】実施の形態３にかかる複合機の主要構成および複合機を含むネットワーク構成を
示す説明図である。
【図１０】実施の形態３の複合機の全体構成を示すブロック図である。
【図１１】実施の形態３の複合機によるスキャン処理、文字認識処理および認識データフ
ァイルのＷＥＢサーバへの転送処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】実施の形態４にかかる複合機の主要構成を示す説明図である。
【図１３】実施の形態５においてスキャンデータの格納場所を指定する形式を説明するた
めの図である。
【図１４】ＷＥＢサーバの所定のディレクトリに、ＯＣＲデータを送ることが決定されて
いる状態の画面である。
【図１５】転送先の種類を選択するための画面である。
【図１６】転送先を選択するための画面である。
【図１７】転送するデータ種類を選択するための画面である。
【図１８】実施の形態５におけるアプリケーションの機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１００，５００，８００，１１００，１２００　複合機
　１０１　白黒レーザプリンタ
　１０２　カラーレーザプリンタ
　１０３　スキャナエンジン
　１０４　ネットワークコントローラ
　１０５　ハードウェアリソース
　１１０　ソフトウェア群
　１１１　プリンタアプリ
　１１２　コピーアプリ
　１１３　ファックスアプリ
　１１４　スキャナアプリ
　１１５　ネットファイルアプリ
　１１６　工程検査アプリ
　１１７，５１７　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢアプリ
　１１８　ＯＣＲアプリ
　１２０　プラットホーム
　１２１　汎用ＯＳ 
　１２２　ＳＣＳ 
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　１２３　ＳＲＭ 
　１２４　ＥＣＳ 
　１２５　ＭＣＳ 
　１２６　ＯＣＳ 
　１２７　ＦＣＳ 
　１２８　ＮＣＳ 
　１３０　アプリケーション
　１５０　オペレーションパネル
　１５０ａ　操作表示部
　１６１，１２０２　認証処理部
　１６２，１２０１　スキャン処理部
　１６３　転送部
　１６４　ＯＣＳ関数ライブラリ
　１６５　イメージ関数ライブラリ
　１７０　インターネット
　２００　ＰＣ 
　２０１　ＷＥＢブラウザ
　３００　ＷＥＢサーバ
　３０１　ＨＤＤ 
　３０２　格納ディレクトリ
　４１０，７０１　機能選択画面
　４１３　ログイン画面
　４１４　格納ディレクトリ選択画面
　５０１　印刷処理部
　７０２　ＳＣＡＮｔｏＷＥＢプリントボタン
　７０３　スキャンデータファイル一覧画面
　１２０３　制御部
　１２０４　Ｍａｉｌ転送部
　１２０５　Ｗｅｂ転送部
　１２０６　Ｆｉｌｅ転送部
　１２０７　変換部
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