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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ認証モジュールとコンテンツ処理モジュールとを有するネットワーク装置であっ
て、
　前記ユーザ認証モジュールは、当該ネットワーク装置により受信されたユーザデータを
認証するよう構築され、
　前記コンテンツ処理モジュールは、
　　処理される電子書類データを決定するように構築され、
　　前記ユーザデータに基づいて、複数のユーザの好みについてのデータの中から、機密
情報についての好み、コンテンツ最適化についての好み及びワークフローについての好み
を指定する特定のユーザの好みについてのデータを取り出すように構築され、及び
　　前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれている前記機密情報についての好
みに従って、前記電子書類データ中の機密情報を所定のデータで置換し、
　　前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれている前記コンテンツ最適化につ
いての好みが示す背景の印刷の仕方及び印刷色に従って、前記電子書類データを印刷し、
　　前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれている前記ワークフローについて
の好みに従って、前記電子書類データについて印刷後に実行すべき動作を実行するように
構築されている、ネットワーク装置。
【請求項２】
　前記所定のデータが、１つ以上の文字列又は画像データにより表現される、請求項１記
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載のネットワーク装置。
【請求項３】
　前記コンテンツ処理モジュールは、前記機密情報に関連する１つ以上のテキストフィー
ルドを前記電子書類データから除去するように構築される請求項１記載のネットワーク装
置。
【請求項４】
　前記コンテンツ処理モジュールは、前記電子書類データを検査し、前記電子書類データ
中に含まれている機密情報を確認するように構築され、前記機密情報の特徴は、１つ以上
の機密情報についての好みにより指定される請求項１記載のネットワーク装置。
【請求項５】
　前記複数のユーザの好みについてのデータは、サーバに格納され、前記特定のユーザの
好みについてのデータを取り出すことは、ネットワークを介して前記サーバから前記特定
のユーザの好みについてのデータを当該ネットワーク装置が取り出すことを含む、請求項
１記載のネットワーク装置。
【請求項６】
　当該ネットワーク装置がネットワークスキャニング装置であり、
　前記ネットワークスキャニング装置が、印刷書類をスキャンし、印刷書類を反映する電
子書類データを生成するように構築されたスキャニングモジュールを更に有する請求項１
記載のネットワーク装置。
【請求項７】
　印刷後の前記電子書類データを当該ネットワーク装置からネットワークを介してサーバ
に送信することで、該電子書類データが該サーバに格納されること、及び
　当該ネットワーク装置からネットワークを介して１つ以上の他のネットワーク装置へ、
印刷後の電子書類データが送信されること、
　の内の１つ以上を、前記ワークフローについての好みが示す、請求項１記載のネットワ
ーク装置。
【請求項８】
　ユーザ認証モジュールとコンテンツ処理モジュールとを有するネットワーク装置が行う
処理方法であって、
　前記ユーザ認証モジュールが、前記ネットワーク装置により受信されたユーザデータを
認証するステップと、
　前記コンテンツ処理モジュールが、処理される電子書類データを決定するステップと、
　前記コンテンツ処理モジュールが、前記ユーザデータに基づいて、複数のユーザの好み
についてのデータの中から、機密情報についての好み、コンテンツ最適化についての好み
及びワークフローについての好みを指定する特定のユーザの好みについてのデータを取り
出すステップと、
　前記コンテンツ処理モジュールが、前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれ
ている前記機密情報についての好みに従って、前記電子書類データ中の機密情報を所定の
データで置換するステップと、
　前記コンテンツ処理モジュールが、前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれ
ている前記コンテンツ最適化についての好みが示す背景の印刷の仕方及び印刷色に従って
、前記電子書類データを印刷するステップと、
　前記コンテンツ処理モジュールが、前記特定のユーザの好みについてのデータに含まれ
ている前記ワークフローについての好みに従って、前記電子書類データについて印刷後に
実行すべき動作を実行するステップと、
　を有する処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般にネットワーク装置における電子書類処理の技術分野に関連する。
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【背景技術】
【０００２】
　このセクションで説明されるアプローチは追跡可能なアプローチであるが、考察又は追
跡が過去になされているアプローチであるとは限らない。従って、特に断りのない限り、
このセクションで説明されるどのアプローチも、このセクションに含まれているという理
由だけで、本願発明に対する従来技術であるとは限らないし、従来技術と認めたわけでも
ない。
【０００３】
　プリンタ、コピー機(複写機)、ファクシミリ装置及び複合機(MFP)のような従来の画像
処理装置は、セキュリティ及びコンテンツ最適化に関して本質的な限界を有する。例えば
、セキュリティの場合、たとえ書類の特定のページが、社会保障番号、誕生日、クレジッ
トカード番号等のような重要な情報を含んでいたとしても、画像形成装置は通常的には印
刷される書類のページ全体を処理してしまう。セキュリティ手段が講じられている場合、
それは通常的には装置で又はユーザレベルで行われる。例えば装置は或る機能を許可しな
いように構築されるかもしれない。別の例として、特定の装置又は装置の特定の機能を利
用することが、或るユーザに限って認められるかもしれない。ユーザレベルの認証は、通
常、識別カード、RFIDタグを使用することで、又はユーザが識別子及びパスワードを装置
の操作パネルに入力することで、ユーザを認証することを要する。コンテンツ最適化につ
いては、従来の画像形成装置は、如何なるコンテンツ最適化(content　optimization)も
行わずに書類を処理する。例えば、書類の前景又は背景の色が印刷用紙色に合っているか
否か、或いは背景色が前景内容より優位に立ち、前景の内容を読みづらくしているか否か
等を、従来の画像形成装置は考慮していない。上記の考察の下、従来の画像形成装置の制
限による問題を少なくとも軽減するような、画像処理装置における書類処理の技法が強く
望まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、セキュリティ及び／又はコンテンツ最適化等に配慮して画像を処理す
る装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ネットワーク装置はコンテンツ処理モジュールを含み、インテリジェント書類コンテン
ツ処理を行うよう構築される。ネットワーク装置は、スキャナ、プリンタ、ファクシミリ
装置又はMFPでもよく、或いはサーバのような他の如何なるタイプのネットワーク装置で
もよい。インテリジェント書類コンテンツ処理は、機密情報処理、コンテンツ最適化、ワ
ークフロー最適化又はそれらの如何なる組み合わせを含んでもよい。インテリジェント書
類コンテンツ処理を実行するため、ネットワーク装置は先ずユーザを認証し、例えば、ネ
ットワーク装置の操作パネルに入力されたユーザID及びパスワードを確認することで、又
はIDカード、RFIDタグ等から読み取ったデータを認証することで、ユーザが認証される。
そしてネットワーク装置は処理する電子書類データを決定する。電子書類データはネット
ワーク装置で（例えば、ネットワーク装置におけるスキャニングモジュールにより）作成
されてもよく、そのネットワーク装置は印刷される電子書類を処理し且つ電子書類データ
を生成したものである。電子書類データはクライアント装置で生成されてもよく、例えば
、クライアント装置で動作するワード処理アプリケーションで作成され、ネットワーク装
置に伝送されてもよい。コンテンツ処理モジュールは、ネットワーク装置で実行されたユ
ーザ認証に基づいて、複数のユーザの好み(preference)のデータの中から特定のユーザの
好みについてのデータを取り出す。特定のユーザの好みについてのデータは、機密情報に
ついての好み、コンテンツ最適化についての好み、ワークフローについての好み又はそれ
らの如何なる組み合わせを含んでもよい。コンテンツ処理モジュールは、特定のユーザの
好みについてのデータに基づいて、電子書類データについてインテリジェント書類コンテ
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ンツ処理を実行し、処理された電子書類データを用意する。機密情報処理、コンテンツ最
適化及びワークフロー最適化の処理が、以下で更に詳細に説明される。
【０００６】
　本発明の他の形態によれば、ネットワーク装置はユーザ認証モジュール及びコンテンツ
処理モジュールを含む。ユーザ認証モジュールは、ネットワーク装置により受信されたユ
ーザデータを認証するように構築される。コンテンツ処理モジュールは、処理する電子書
類データを決めるように構築される。コンテンツ処理モジュールは、ユーザデータに基づ
いて、複数のユーザの好みについてのデータの中から特定のユーザの好みについてのデー
タ（１つ以上の機密情報についての好みを指定している）を取り出すようにも構築される
。コンテンツ処理モジュールは、その特定のユーザの好みについてのデータに基づいて、
電子書類データを処理し、処理された電子書類を生成する（生成の際、特定のユーザの好
みについてのデータで規定される１つ以上の機密情報についての好みに基づいて、電子書
類データから機密情報を除去する。）。
【０００７】
　本発明の別の形態によれば、ネットワーク装置はユーザ認証モジュール及びコンテンツ
処理モジュールを含む。ユーザ認証モジュールは、ネットワーク装置で受信したユーザデ
ータを認証するように構築される。コンテンツ処理モジュールは、処理する電子書類デー
タを決めるように構築される。コンテンツ処理モジュールは、ユーザデータに基づいて、
複数のユーザの好みについてのデータの中から特定のユーザの好みについてのデータ（１
つ以上のコンテンツ最適化についての好みを指定している）を取り出すようにも構築され
る。コンテンツ処理モジュールは、その特定のユーザの好みについてのデータに基づいて
、電子書類データを処理し、処理された電子書類を生成する（生成の際、特定のユーザの
好みについてのデータで規定される１つ以上のコンテンツ最適化についての好みに基づい
て、電子書類データの中で指定されている１つ以上の値を変更する。）。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　添付図面では同様な参照番号は同様な要素を指す。　
　説明を目的とする以下の詳細な説明では、本発明の十分な理解を図るため、様々な具体
的な詳細が述べられる。しかしながら、本発明はそのような具体的詳細なしに実施されて
もよいことは当業者には明白であろう。また、本発明を不必要に曖昧にするかもしれない
ことを避けるため、周知の構造及び装置はブロック図形式で示される。以下の観点から本
発明の様々な形態が説明される。
【０００９】
　I.　概要
　II.　電子書類処理アーキテクチャ
　III.　ユーザの好みについてのデータ
　IV.　機密情報処理
　V.　コンテンツ最適化
　VI.　ワークフロー最適化
　VII.　実現手段
【実施例１】
【００１０】
　I.　概要
　ネットワーク装置はコンテンツ処理モジュールを含み、インテリジェント書類コンテン
ツ処理を行うよう構築される。ネットワーク装置は、スキャナ、プリンタ、ファクシミリ
装置又はMFPでもよく、或いはサーバのような他の如何なるタイプのネットワーク装置で
もよい。インテリジェント書類コンテンツ処理は、機密情報処理、コンテンツ最適化、ワ
ークフロー最適化又はそれらの如何なる組み合わせを含んでもよい。インテリジェント書
類コンテンツ処理を実行するため、ネットワーク装置は先ずユーザを認証し、例えば、ネ
ットワーク装置の操作パネルに入力されたユーザID及びパスワードを確認することで、又
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はIDカード、RFIDタグ等から読み取ったデータを認証することで、ユーザが認証される。
そしてネットワーク装置は処理する電子書類データを決定する。電子書類データはネット
ワーク装置で（例えば、ネットワーク装置におけるスキャニングモジュールにより）作成
されてもよく、そのネットワーク装置は印刷される電子書類を処理し且つ電子書類データ
を生成したものである。電子書類データはクライアント装置で生成されてもよく、例えば
、クライアント装置で動作するワード処理アプリケーションで作成され、ネットワーク装
置に伝送されてもよい。コンテンツ処理モジュールは、ネットワーク装置で実行されたユ
ーザ認証に基づいて、複数のユーザの好み(preference)のデータの中から特定のユーザの
好みについてのデータを取り出す。特定のユーザの好みについてのデータは、機密情報に
ついての好み、コンテンツ最適化についての好み、ワークフローについての好み又はそれ
らの如何なる組み合わせを含んでもよい。コンテンツ処理モジュールは、特定のユーザの
好みについてのデータに基づいて、電子書類データについてインテリジェント書類コンテ
ンツ処理を実行し、処理された電子書類データを用意する。機密情報処理、コンテンツ最
適化及びワークフロー最適化の処理が、以下で更に詳細に説明される。
【００１１】
　II.　電子書類処理アーキテクチャ
　図１は電子書類処理が実行される本発明の一実施例によるシステム例100を示すブロッ
ク図である。システム又は配置例100は、ネットワーク108を介してネットワーク装置104
及びサーバ106に通信可能に結合されている。ネットワーク108は、図１に示される様々な
要素間でデータ交換を可能にする如何なる媒体又は手段でもよい。限定ではないが、ネッ
トワーク108の具体例は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、広域ネットワーク(WAN)、
イーサーネット若しくはインターネット、又は１つ以上の地上、衛星若しくは無線リンク
等を含んでよい。ネットワーク108は図１に示される様々な要素間で安全な（セキュア）
通信をもたらす。図１に示される様々な要素は、図１には示されていない１つ以上の直接
的なリンクを介して通信してもよい。
【００１２】
　クライアント102は如何なるタイプのクライアント装置でもよい。クライアント装置102
の具体例は、限定ではないが、パーソナルコンピュータ(デスクトップ又はラップトップ)
、ワークステーション、パーソナルディジタルアシスタント(PDA)、移動体及びセルラ電
話等を含んでよい。サーバ106は如何なるタイプのサーバでもよい。サーバ106の具体例は
、限定ではないが、ファイルサーバ及びウェブサーバを含んでもよい。
【００１３】
　ネットワーク装置104は如何なるタイプのネットワーク装置でもよい。ネットワーク装
置104の具体例は、限定ではないが、スキャナ、プリンタ、ファクシミリ装置、コピー機
及びMFPを含んでもよい。図２はネットワーク装置104の一例を示すブロック図である。こ
の例では、ネットワーク装置104は、ユーザインターフェース200、通信インターフェース
202、スキャニングモジュール204、コンテンツ処理モジュール206、他のモジュール210及
びローカルストレージ212を含む。ネットワーク装置104は、特定の実施例に依存して他の
要素及びプロセスを幾つ含んでもよく、ここで説明される技法は特定の要素及びプロセス
のどれにも限定されない。
【００１４】
　ユーザインターフェース200は、ネットワーク装置104及びユーザ間で情報をやりとりす
る如何なる手段及び／又はプロセスで実現されてもよい。ユーザインターフェース200の
具体例は、限定ではないが、陰極線管(CRT)又は液晶ディスプレイ(LCD)のようなディスプ
レイ、キーパッド、タッチパッド、タッチスクリーン、キーボード又はマウスのような入
力装置、或いはディスプレイ及び入力装置の何らかの組み合わせでもよい。通信インター
フェース202は、ネットワーク108を介してネットワーク装置104及び他の要素の間でデー
タをやりとりすることを可能にする如何なる手段でもよい。通信インターフェース202の
非限定的な例は、有線又は無線のネットワークインターフェースカードである。
【００１５】
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　スキャニングモジュール204は、印刷書類をスキャニングし且つ印刷書類を反映した電
子書類を生成する如何なる手段で実現されてもよい。コンテンツ処理モジュール206は、
ユーザの好みについてのデータ214に基づいて電子書類データ218を処理し、処理された電
子書類データを生成するよう構築される。ユーザ認証モジュール208は、ユーザ認証を行
うためのハードウエア及びソフトウエアの如何なる組み合わせで実現されてもよい。例え
ば、ユーザ認証モジュール208は或るプロセスを有し、そのプロセスは、ユーザインター
フェース200を介して、又は身元確認カード、スマートカード若しくはRFIDタグをネット
ワーク装置104で読み取ったものを介して、ネットワーク装置104に入力されたユーザID及
びパスワードを認証するように構成されている。ユーザ認証モジュール208の他の多くの
手段が、特定の実施例に依存して可能である。他のモジュール210は、例えば、印刷モジ
ュールを含み、印刷モジュールは、ネットワーク装置で受信した印刷データを処理し且つ
その印刷データに反映されている印刷書類を生成するよう構築される。
【００１６】
　ローカルストレージ212は如何なるタイプのストレージで構築されてもよい。ローカル
ストレージ212の具体例は、限定ではないが、ランダムアクセスメモリ(RAM)のような揮発
性メモリ、1つ以上のディスクやフラッシュメモリのような不揮発性ストレージ等を含ん
でもよい。本実施例では、ローカルストレージ212は、ユーザの好みについてのデータ214
、装置能力データ216及び電子書類データ218を格納する。ユーザの好みについてのデータ
214、装置能力データ216及び電子書類データ218は、ローカルストレージ212内に如何なる
フォーマットで格納されてもよい。ネットワーク装置104は特定の実施例に依存して他の
手段、モジュール、プロセス等を含んでもよく、図２に総てが表現されているわけではな
く、図面は説明の便宜を図るように描かれている。
【００１７】
　III.　ユーザの好みについてのデータ
　ユーザの好みについてのデータ214は、電子書類データ218についてインテリジェント書
類コンテンツ処理を実行する際、コンテンツ処理モジュール206により使用される。本発
明の一実施例によれば、ユーザの好みについてのデータ214は１人以上のユーザについて
のデータを含んでもよく、各ユーザについてのユーザの好みについてのデータ214は、機
密情報の好みについてのデータ、コンテンツ最適化の好みについてのデータ及びワークフ
ローの好みについてのデータ等を含んでもよい。各ユーザの好みについてのデータ１乃至
Ｎは、異なるタイプ及び／又は量のユーザの好みについてのデータを含んでもよく、機密
情報の好みについてのデータ302、コンテンツ最適化の好みについてのデータ304及びワー
クフローの好みについてのデータ306等の上記以外のユーザの好みについてのデータを含
んでもよい。ユーザの好みについてのデータは、特定のネットワーク装置に特化してよい
だけでなく、ネットワーク装置における機能、サービス又はプロセスの各々について特定
されてもよい。例えば、ユーザの好みについてのデータは、例えばスキャン処理、印刷処
理、複写処理等のような特定の機能各々についてのユーザの好みを含んでもよい。
【００１８】
　図３Ａは、本発明の一実施例によるユーザの好みについてのデータ例214を示すブロッ
ク図である。本実施例の場合、ユーザの好みについてのデータ214は、ユーザの好みにつ
いてのデータ１乃至Ｎを含み、その各々は、ユーザのグループ、企業組織内の部署、ワー
クプロジェクト等のようなユーザ又は論理的なグループに対応してもよい。この例の場合
、ユーザの好みについてのデータ１は、機密情報の好みについてのデータ302、コンテン
ツ最適化のこのみのデータ304及びワークフローの好みについてのデータ306を含んでいる
。
【００１９】
　機密情報の好みについてのデータ302は、電子書類データ218に含まれている機密情報を
どのように処理するかに関する１つ以上のユーザの好みを示すデータを含む。機密情報の
好みについてのデータ302に含まれているデータは、機密情報であると考えられているデ
ータのタイプと、電子書類データ218に含まれている機密情報を除去し、置換し又はその
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他の読めないようにする処理(アクション)とを含む。例えば、社会保障番号、誕生日、ク
レジットカード番号、住所、電話番号又はそれらの何らかの組み合わせ等が機密情報と考
えられていることを、機密情報の好みについてのデータ302は指定する。実行されるアク
ションは、除去、置換又は機密情報を読めないようにする他の処理を含んでよい。
【００２０】
　図３Ｂは、例えばユーザインターフェース200を介して指定されたユーザの好みについ
てのデータ例214を示す本発明の一実施例によるブロック図を示す。この例では、機密情
報の好みについてのデータ302は、社会保障番号、誕生日、クレジットカード番号及びユ
ーザの定義したフィールドを含む一群のフィールドと、隠される又はダミー番号で置換さ
れるような各フィールドに関連するアクションとを含む。フィールド及び関連するアクシ
ョンの例は、一例として与えられているに過ぎず、総ての可能なフィールド及びアクショ
ンを表すものではない。如何なる数の及びタイプのフィールドや関連アクションが用意さ
れてもよく、ユーザにより特定又は特化されたユーザ定義フィールドを幾つ含んでもよい
。
【００２１】
　コンテンツ最適化の好みについてのデータ304は、電子書類データ208の内容(コンテン
ツ)を最適化することに関連する１つ以上のユーザの好みを指定するデータを含む。コン
テンツ最適化の好みについてのデータ304に含まれているデータは、特定のコンテンツ及
びその特定のコンテンツでなされる関連アクションを指定する。例えば図３Ｂの場合、コ
ンテンツ最適化の好みについてのデータ304は、印刷背景色、印刷背景画像、自動色調整
及び関連処理のようないくつかのフィールドを含む。コンテンツ最適化の好みについての
データ304は、ユーザの定義したフィールド及び関連するアクションを幾つ含んでもよい
。機密情報の好みについてのデータ302の場合と同様に、コンテンツ最適化の好みについ
てのデータ304は、如何なる数及びタイプのフィールドや関連処理を含んでもよく、ユー
ザにより特定又は特化されたユーザ定義フィールドを幾つ含んでもよい。
【００２２】
　ワークフローの好みについてのデータ306は、電子書類データ218のワークフロー処理を
最適化することに関する1つ以上のユーザの好みを指定するデータを含む。ワークフロー
の好みについてのデータ306に含まれているデータは、一群のワークフロー機能及び各ワ
ークフロー機能が実行されるか否かを示す。例えば図３Ｂの場合、ワークフローの好みに
ついてのデータ306は２つのフィールド（重要書類を書類サーバに保存すること、及び重
要なマーケティング書類をマーケティング部署の全員に電子メール送信することを含む）
と、関連する２つのアクションとを含み、本実施例の場合、ワークフロー機能の双方が実
行されるべきことを示す。ワークフローの好みはユーザ及び機能を特定してもよい。例え
ば、電子書類データ218をサーバ106に保存することは、スキャンモジュール204により生
成された電子書類データ218に適用されるが、ネットワーク装置104の受信した他のネット
ワーク装置からの電子書類データ218には適用されなくてもよい。
【００２３】
　ユーザの好みについてのデータ214が図面に示され、ユーザ毎に組織されるように説明
されたが、本発明はそのような状況に限定されず、ユーザの好みについてのデータ214は
具体的な実施例に依存して如何なる方法で組織されフォーマットされてもよい。例えば、
ユーザの好みについてのデータ214はデータタイプで組織されてもよい。即ち、総てのユ
ーザについての機密情報の好みについてのデータが、一緒に格納されてもよい。同様に、
総てのユーザについてのコンテンツ最適化の好みについてのデータが、一緒に格納されて
もよいし、総てのユーザについてのワークフローの好みについてのデータが一緒に格納さ
れてもよい。ユーザの好みについてのデータ214は如何なるタイプのデータ構造又はファ
イル構造でローカルストレージ212に格納されてもよい。ユーザの好みについてのデータ2
14は、総てのユーザについてコンテンツ処理モジュール206により使用される一般的なユ
ーザの好みについてのデータを含んでもよい。
【００２４】
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　ユーザの好みについてのデータ214は、特定の実施例に依存して、広範に亘る様々な技
法を用いて生成されてもよい。例えばユーザはユーザインターフェース200を介してネッ
トワーク装置104でユーザの好みについてのデータを入力し及び／又はユーザの好みを特
定してもよい。他の例として、ユーザの好みについてのデータ214は、例えばワードプロ
セッサを介してクライアント装置102で遠隔的にユーザにより生成され、その後にネット
ワーク装置104に送信されてもよい。
【００２５】
　IV.　機密情報処理
　本発明の一実施例によれば、コンテンツ処理モジュール206は、機密情報処理を実行す
るように構築される。機密情報処理は、一般に、電子書類データ218を除去し又は置換す
ることを含み、或いは電子書類データ218に含まれている機密情報を読めなくする処理を
含む。図４は、機密情報処理を実行する本発明の一実施例による方法例を示すフローチャ
ート400である。ステップ402では、ユーザが認証される。これは例えば、ユーザインター
フェース200を介してユーザにより入力された、或いはＩＤカード、スマートカード又はR
FIDタグから受け取ったユーザＩＤ及びパスワードを確認することを含む。
【００２６】
　ステップ404では、特定の電子書類データが処理に備えて選択される。或る状況では、
その特定の電子書類データは、行われる特定の処理に基づいて自動的に決定される。コン
テンツ処理モジュール206は、生成される電子書類データを処理するように構築される。
例えば、印刷書類がスキャンされてスキャニングモジュール204が電子書類データ218を生
成すると直ぐに、コンテンツ処理モジュール206は電子書類データ218を自動的に処理して
もよい。別の例として、クライアント装置102のような他のネットワーク装置から、ネッ
トワーク装置104により電子書類データが受信されると直ぐに、コンテンツ処理モジュー
ル206は、電子書類データを処理するよう構築されてもよい。或いは、コンテンツ処理モ
ジュール206は、ローカルストレージ212に格納済みの電子書類データ218を処理してもよ
く、その電子書類データは、ネットワーク装置104により過去に生成されたものでもよい
し或いは他のネットワーク装置からネットワーク装置104で受信されたものでもよい。更
に別の例として、電子書類データ218は、事前に生成され、ロックされた印刷機能を使っ
てネットワーク装置104に格納され、電子書類データ218がアンロックされた場合にコンテ
ンツ処理モジュール206により処理されてもよい。
【００２７】
　ステップ406では、特定の機密情報の好みについてのデータが、実行済みのユーザ認証
に基づいて或いは使用されている特定のサービスに選択的に基づいて、機密情報の好みに
ついてのデータ302から取り出される。例えば、特定のユーザが、認証された後にネット
ワーク装置104で印刷書類をスキャンしたとする。その特定のユーザに関連する機密情報
の好みについてのデータ302は、印刷書類がスキャンされた場合に、スキャニングモジュ
ール204により生成された電子書類データ218を処理するのに使用される。或いは、特定の
機密情報の好みについてのデータは、電子装置データ218に含まれているユーザ識別デー
タに基づいて、機密情報の好みについてのデータ302から取り出されてもよい。ステップ4
08では、選択された電子書類データが検査され、処理される機密情報を識別する（その際
、取り出された機密情報の好みについてのデータ302で規定されるように識別される）。
処理される機密情報を識別するために、如何なるタイプの技術が使用されてもよい。例え
ば、特定の電子書類データに含まれている機密情報を見分けるために、如何なるタイプの
テキストサーチ又はパターン照合法が使用されてもよい。これは例えば特定の文字列を探
すことを含み、その文字列は、例えば“社会保障番号”や、“XXX-XX-XXXX”の形式の数
、“誕生日”、“DOB”(Date　of　Birth)、或いは“XX-XX-XX”や“XX-XX-XXXX”の形式
の数等でもよい。これらは機密情報を見分けるために実行されてもよいテキストサーチ形
式の僅かな例を示すに過ぎず、本発明はこれらの具体例に限定されない。機密情報を含む
疑いのある画像データは、他の画像データに置換されてもよい。例えば、光文字認識(OCR
)を使って画像データをテキストに変換してもよい。その後にテキストは検査され、その
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テキストが何らかの機密情報を含むか否かを検査してもよい。他の経験的方法(heuristic
s)が、画像データを評価し、画像データが機密情報を含む確からしさを判定するのに使用
される。使用される特定の技法は、幅広い様々な要因に依存して異なってもよく、例えば
ネットワーク装置104の精巧さや、電子書類データ218の形式(例えば、テキストデータ又
はラスタ化されたデータ)のような要因に依存してもよい。
【００２８】
　ステップ410では、確認された機密情報が処理される。これは、機密情報の好みについ
てのデータ302で指定される１つ以上のアクションを実行することを含んでもよく、その
アクションは例えば特定された機密情報を削除すること、特定された機密情報を置換情報
で置換することで、特定された機密情報を隠すこと等を含む。例えば、社会保障番号、誕
生日、クレジットカード番号その他の機密情報が、例えば社会保障番号の場合“XXX-XX-X
XXX”のようなダミーデータで置換されてもよい。テキストの中で又は画像データの中で
確認された機密情報は、置換画像データで置換されてもよい。例えば、社会保障番号は、
機密情報が除去されていることを示す画像データで置換されてもよい。置換画像データは
企業名をしてしてもよい。例えば、置換画像は企業のロゴ及び状態「企業ABC機密情報(Co
mpany　ABC　Confidential)」を含んでもよい。本発明の一実施例によれば、機密の文字
及び／又はその機密の文字に隣接する又は包囲するテキストフィールドの双方が、除去又
は置換され、処理された電子書類データの中でより自然な外観をもたらすようにする。機
密情報のこのみのデータ302が、複数のネットワーク装置に使用するよう意図された一般
的なデータである状況が存在するかもしれない。従って、特定のネットワーク装置104の
コンテンツ処理モジュール206により無視される何らかの機密情報の好みについてのデー
タ302が存在してもよい。
【００２９】
　多くの他のタイプの機密情報処理が実行されてもよい。例えば、機密情報処理は、或る
ユーザにとっては、ロックされた印刷（いわゆる蓄積印刷）をデフォルトの処理モードと
して設定し、或る特定の書類についてユーザがロックされた印刷を指定し忘れることに備
えてもよい。
【００３０】
　コンテンツ処理モジュール206が上述したような機密情報処理を実行した後に、コンテ
ンツ処理モジュール206は、コンテンツ最適化及び／又はワークフロー最適化を以下で詳
細に説明されるように実行してもよい。
【００３１】
　V.　コンテンツ最適化
　本発明の一実施例によれば、コンテンツ処理モジュール206はコンテンツ最適化を実行
するように構築される。コンテンツ最適化は、一般に、色の問題や他のコンテンツの問題
に対処するように電子書類データ218を処理することを含む。図５は、コンテンツ最適化
を実行する本発明の一実施例による方法例を示すフローチャート500である。ステップ502
では、ユーザが認証される。これは、例えば、ユーザインターフェース200を介してユー
ザにより入力された又はIDカード、スマートカード若しくはRFIDタグから受信されたユー
ザID及びパスワードを確認することを含む。
【００３２】
　ステップ504では、特定の電子書類データが上述したように処理に備えて選択される。
ステップ506では、特定のコンテンツ最適化の好みについてのデータは、実行されたユー
ザ認証に基づいて及び使用される特手のサービスに選択的に基づいて、コンテンツ最適化
の好みについてのデータ304から取り出される。
【００３３】
　ステップ508では、選択された電子書類データが検査され、取り出されたコンテンツ最
適化の好みについてのデータ304により規定されるように、処理されるコンテンツを識別
し、ステップ510では識別されたコンテンツが処理される。例えば、コンテンツ最適化の
好みについてのデータ304は、カラー又は白黒印刷が或るタイプのファイルに使用される
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べきことを指定してもよい。１つの具体例は、PDFファイルを白黒で印刷し、HTMLファイ
ルをフルカラーで印刷することである。コンテンツ最適化の好みについてのデータ304は
、背景色又は背景画像が印刷されるか否かも指定してよい。自動的な色彩調整を行うため
に様々な経験的方法が使用されてもよい。例えば、（設定されている）背景色が少なくと
も或る閾値(例えば、ページの80%)をカバーしていた場合、その背景色は印刷されない。
他の例として、背景色が印刷用紙の色と同じ又は近かった場合、その背景色は印刷されな
い、或いは別の色に変更されてもよい。更に別の例として、印刷の際、背景色が前景色よ
り優位であった場合、その背景色は印刷されない或いは変更されてもよい。印刷用紙の色
が白であり、前景色が黒であり、背景色が濃紺(ネイビーブルー)色であったとする。この
場合、黒の背景色に印刷される文字(テキスト)は、濃紺色の背景色の上では見えないかも
しれない。従って背景色は印刷されず、トナーを節約し且つ印刷用紙の色の上で前景色が
見えるようにすることの双方を行う。
【００３４】
　例えば、テキストが印刷される背景色と背景画像の色との間に色のコントラストが殆ど
無い場合に、同じ方法が背景画像と共に使用されてもよい。他の例として、背景色が変更
されてもよいし、背景の色を変えること又は背景を印刷しないこととの組み合わせを又は
それらを単独で使用してもよい。例えば、背景及び前景の色の双方が明るい色であり、そ
れらの間にほとんどコントラストがなかったとする。この状況の場合、変更が一切なけれ
ば、前景色で印刷されたテキストは背景色に対して読みづらくなるかもしれない。従って
背景色は印刷されず、前景色が暗い色に変更され、印刷用紙の色に対する適切なコントラ
ストをもたらすようにする。別の例として、印刷用紙の色が白であり、背景色が濃紺色で
あり、前景色が白であったとする。この場合、背景色を印刷しないことは、かなりの量の
トナーを節約することになるが、前景色は白い紙に対して見え辛いであろう。従って前景
色は黒のような暗い色に変えられる。
【００３５】
　多くの他のタイプのコンテンツ最適化が実行されてもよい。例えば、コンテンツ最適化
は、利用可能な消耗品に基づいて最適処理を行うことを含んでもよい。これは、不十分な
量の紙が当初指定されていた事に起因して、当初指定されていたものとは異なる利用可能
なタイプの用紙を使用することを含む。コンテンツ最適化の他の例は、ページの向き、ペ
ージの解像度を変更すること及び書類を照合することを含む。
【００３６】
　コンテンツ処理モジュール206が上述したように最適化処理を実行した後、コンテンツ
処理モジュール206は、ワークフロー最適化を後述するように実行してもよい。
【００３７】
　VI.　ワークフロー最適化
　上述したように、ワークフローの好みについてのデータ306は、電子書類データが処理
される際に行われるワークフロー処理(アクション)を指定するデータである。例えば、ワ
ークフローの好みについてのデータ306は、電子書類データ218がネットワーク装置104で
処理された後、例えば生成された後、又は電子書類がネットワーク装置104で印刷された
後、その電子書類データ218が格納に備えてサーバに伝送されることを指定してもよい。
他の例として、ワークフローの好みについてのデータ306は、電子書類データ218がクライ
アント装置102へ例えば電子メールを介して伝送されること、又はファクシミリを介して
別の場所(ロケーション)に伝送されることを指定してもよい。更に別の例として、ワーク
フローの好みについてのデータ306は、電子書類データ218が、除去された機密情報なしに
印刷されるべきことを指定してもよい。この方法でワークフローの好みについてのデータ
306を使用することは、非常にユーザフレンドリな便利な方法で、ワークフローを処理す
る相当な改善効果をもたらすことができる。この方法は、電子書類データ218の様々なタ
イプについて自動的に実行される処理であって且つ電子書類データ218がどのように作成
されたかに依存して変わってもよい追加的な処理を、ユーザが規定できるようにする。例
えば、ユーザは自身のワークフローの好みについてのデータ306を通じて、ネットワーク
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装置104で印刷書類をスキャンすることで生成された電子書類データ218がサーバ216に自
動的に格納され、ユーザ自身のクライアント装置に伝送されること又は他の如何なる組み
合わせを実行することを指定してもよい。
【００３８】
　VII.　実現手段
　インテリジェント書類コンテンツ処理を実行する技法は、如何なるタイプのネットワー
ク装置で実現されてもよいし、その技法は特定のどのタイプのネットワーク装置にも限定
されない。本技法が使用されてもよいネットワーク装置の具体例は、限定ではないが、コ
ピー機、スキャナ、ファクシミリ装置、複合機及び家電装置(例えば、PDA、無線装置、セ
ルラ電話及びカメラ等)を含んでよい。カメラのような家電装置の場合、本技法は変換サ
ービスを提供するように使用されてもよい。例えば、コンテンツ最適化の好みについての
データ304は、或る検出されたテキスト又は画像データについて或る変換が実行されるよ
うに指定してもよい。これは、ネットワーク108を介してサーバ106又は他の何らかの変換
サービスに連絡をとることを含んでよい。これは外国語の地図やメニューを翻訳する際に
特に有用である。本技法はサーバで実現されてもよい。図６は、コンテンツ処理モジュー
ル110がサーバ106に用意されている点を除いて、図１のシステムと同様なシステム600の
ブロック図を示す。この例の場合、上述のインテリジェントコンテンツプロセスはサーバ
106で実行される。コンテンツ処理モジュール110はサーバ106に格納されている電子書類
データを処理してもよい。ネットワーク装置104は、コンテンツ処理モジュール110による
処理に備えて電子書類データ218をサーバ106に送信し、処理された電子書類データのサー
バ106からの返送を受ける。
【００３９】
　本発明の実施例は、例えばネットワーク装置104のような同じロケーションにコンテン
ツ処理モジュール206及びユーザの好みについてのデータ214がある形態で説明されてきた
が、本発明はそのような形態に限定されない。例えば、ユーザの好みについてのデータ21
4は、サーバ106のような別のロケーションに格納され、必要に応じて取り出されてもよい
。これは、移動装置で実施する際に特に有利である。なぜなら、ユーザが動くことを許容
し、中央のロケーションに格納されたユーザ各自自身の好みについてのデータと共に様々
なネットワーク装置を利用できるからである。他の例として、ユーザの好みについてのデ
ータ214は、サーバ106に用意されたコンテンツ処理モジュール206及びローカルストレー
ジ212に格納されてもよい。コンテンツ処理モジュール206はネットワーク装置104からユ
ーザの好みについてのデータ214を要求する。ユーザの好みについてのデータ214について
１つより多くのソースがあってもよい。例えば、一般的な又はデフォルトの値と共にゼネ
ラルユーザプリファレンスデータ214がサーバ106に格納され、ネットワーク装置104上で
固有の値が格納されてもよいし或いは上書きされてもよい。
【００４０】
　本発明の実施例は如何なるタイプのコンピュータプラットフォーム又はアーキテクチャ
で実現されてもよい。説明の便宜上、図７は本発明の実施例で使用されるコンピュータシ
ステム７００のブロック図を示す。コンピュータシステム７００は、情報を通信するため
のバス７０２又は他の通信手段と、バス７０２に結合された情報を処理するプロセッサ７
０４とを有する。コンピュータシステム７００は、ランダムアクセスメモリ(RAM)又は他
のダイナミックストレージデバイスのようなバス７０２に結合されたメインメモリ７０６
を有し、プロセッサ７０４で実行される命令や情報を格納する。メインメモリ７０６は、
プロセッサ７０４で実行される命令の実行中に、一時的な変数又は他の中間的な情報を格
納するのに使用されてもよい。コンピュータシステム７００は、プロセッサ７０４のため
の命令や静的な情報を格納する、バス７０２に結合されたリードオンリメモリ(ROM)７０
８又は他のスタティックストレージデバイスを更に含む。磁気ディスク又は他の光ディス
クのようなストレージデバイス７１０は、情報及び命令を格納するために用意されてバス
７０２に結合される。
【００４１】
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　コンピュータシステム７００は、コンピュータユーザに情報を表示するために、陰極線
管(CRT)のようなディスプレイ７１２にバス７０２を介して結合されてもよい。英数字そ
の他のキーを含む入力装置７１４は、情報及び命令選択内容をプロセッサ７０４に通知す
るためにバス７０２に結合される。他の種類のユーザ入力装置は、カーソル制御装置７１
６（例えば、マウス、トラックボール、又はカーソル方向キー）であり、指示情報及び命
令選択をプロセッサ７０４に通知し且つディスプレイ７１２でのカーソルの動きを制御す
る。この入力装置は典型的には第１軸（例えば、ｘ）及び第２軸（例えば、ｙ）の２軸に
よる２つの自由度を有し、装置が平面上の位置を指定できるようにする。
【００４２】
　本発明はここで説明された技法を使用するコンピュータシステム７００を利用すること
に関連する。本発明の一実施例によれば、メインメモリ７０６に含まれる１以上の命令の
１以上のシーケンスを実行するプロセッサ７０４に応じて、本技法がコンピュータシステ
ム７００によって実行される。そのような命令は、ストレージデバイス７１０のような他
のコンピュータ読取可能な媒体からメインメモリ７０６に読み込まれてもよい。メインメ
モリ７０６に含まれている命令シーケンスの実行は、本願で説明されるプロセスステップ
をプロセッサ７０４が実行することを引き起こす。代替実施例では、本発明を実施するた
めに、ハードワイヤード回路が、代替的に使用されてもよいし或いはソフトウエア命令と
の組み合わせで使用されてもよい。すなわち本発明の実施例はハードウエア回路及びソフ
トウエアの特定の如何なる組み合わせにも限定されない。
【００４３】
　ここで使用されているように「コンピュータ読取可能な媒体」なる用語は、コンピュー
タに特定の方法の動作を引き起こすデータを提供することに関与する如何なる媒体にも関
連する。そコンピュータシステム７００を使用する実施例の場合、様々なコンピュータ読
取可能な媒体が含まれ、例えば、実行に備えてプロセッサ７０４に命令を提供する。その
ような媒体は多くの形態をとってよく、限定ではないが、不揮発性媒体、揮発性媒体及び
伝送媒体を含む。不揮発性媒体は、例えば、ストレージデバイス７１０のような光又は磁
気ディスクを含む。揮発性媒体は、メインメモリ７０６のようなダイナミックメモリを含
む。コンピュータ読取可能な媒体の一般的な形態は、フロッピディスク、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、磁気テープその他の如何なる磁気媒体、CD-ROMその他の如何な
る光媒体、RAM、PROM、EPROM、フラッシュEPROMその他のメモリチップ、カートリッジ、
上記のような搬送波又はコンピュータが読み取ることの可能な他の如何なる媒体でも含む
。
【００４４】
　コンピュータ読取可能な様々な形態は、１以上の命令の１以上のシーケンスをプロセッ
サ７０４に実行に備えて搬送する際にも適用可能である。例えば命令は初期には遠く離れ
たリモートコンピュータの磁気ディスクで搬送されてもよい。リモートコンピュータは自
身のダイナミックメモリからその命令をロードし、モデムを用いて電話回線を介して命令
を送信してもよい。コンピュータシステム７００付近のモデムは電話回線でそのデータを
受信し、赤外線送信機を用いてそのデータを赤外線信号に変換する。バス７０２に結合さ
れた赤外線検出器は、赤外線信号で搬送されたデータを受信し、そのデータをバス７０２
に置く。バス７０２はデータをメインメモリ７０６に運び、プロセッサ７０４はメインメ
モリから命令を抽出して実行する。メインメモリ７０６で受信された命令は、プロセッサ
７０４で実行される前又はその後にストレージデバイス７１０に選択的に格納されてもよ
い。
【００４５】
　コンピュータシステム７００はバス７０２に結合された通信インターフェース７１８も
含む。通信インターフェース７１８は、ローカルネットワーク７２２に接続されるネット
ワークリンク７２０に結合する双方向データ通信をもたらす。例えば、通信インターフェ
ース７１８は、データ通信接続を対応するタイプの電話回線に与える統合サービスディジ
タルネットワーク(ISDN)カード又はモデムでもよい。別の例では、通信インターフェース
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７１８は、データ通信接続をコンパチブルなLANに与えるLANカードでもよい。無線リンク
が使用されてもよい。どの実現手段でも、通信インターフェース７１８は、電気的な、電
磁的な又は光学的な信号を送信及び受信し、様々なタイプの情報を表現するディジタルデ
ータストリームを運ぶ。
【００４６】
　ネットワークリンク７２０は典型的には１以上のネットワークを介して他のデータ装置
とのデータ通信をもたらす。例えば、ネットワークリンク７２０はローカルネットワーク
７２２を介してホストコンピュータとのコネクションを提供する、或いはインターネット
サービスプロバイダ(ISP)７２６により運営されるデータ機器とのコネクションを提供す
る。そしてISP７２６はデータ通信サービスをワールドワイドパケットデータ通信ネット
ワーク(今日、インターネット７２８として一般に言及されている)を介して提供する。ロ
ーカルネットワーク７２２及びインターネット７２８の双方は、ディジタルデータストリ
ームを搬送する、電気的な、電磁的な又は光学的な信号を使用する。様々なネットワーク
を介する信号や、ネットワークリンク７７における通信インターフェース７１８を介する
信号は、コンピュータシステムに及びそこからディジタルデータを搬送し、例えば情報を
伝送する搬送波の形式をとってもよい。
【００４７】
　コンピュータシステム７００は、ネットワーク、ネットワークリンク７７及び通信イン
ターフェースを介して、メッセージを送信し及びプログラムコードを含むデータを受信す
る。インターネットの例では、サーバ７３０はインターネット７２８、ISP７２６、ロー
カルネットワーク７２２及び通信インターフェース７１８を介して、アプリケーションプ
ログラムに関する要求されたコードを送信するかもしれない。本発明によれば、そのよう
な或るダウンロードされるアプリケーションは、監視システムが、選択されたネットワー
ク要素を上述のように監視するように構築する。プロセッサ７０４は受信したコードを受
信したときに実行してもよいし、後の実行に備えてストレージデバイス７１０又は他の不
揮発性ストレージに格納していたかのように実行してもよい。このようにコンピュータシ
ステム７００は搬送波の形式でアプリケーションコードを取得してもよい。
【００４８】
　以上の説明により、本発明の実施例が多くの具体的詳細を参照しながら説明され、その
具体的詳細は実現手段毎に異なってよい。独占排他権の指標であって出願人が意図する本
願発明は、本願により具体的な形式で許可される一群の請求項で表現され、その具体的な
形式には将来的な如何なる補正も含まれる。特許請求の範囲で明示的には言及されてない
制限、要素、特性、特徴、効果又は属性の如何なるものも、特許請求の範囲をどのような
方法によっても限定するように解釈されるべきでない。従って本明細書及び図面は、限定
的な意味ではなく例示として解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】電子書類処理が実行される本発明の一実施例によるシステム例を示すブロック図
である。
【図２】ネットワーク装置の一例を示すブロック図である。
【図３Ａ】本発明の一実施例によるユーザの好みについてのデータ例を示すブロック図で
ある。
【図３Ｂ】例えばユーザインターフェースを介して指定されたユーザの好みについてのデ
ータ例を示す本発明の一実施例によるブロック図を示す。
【図４】機密情報処理を実行する本発明の一実施例による方法例を示すフローチャートで
ある。
【図５】コンテンツ最適化を実行する本発明の一実施例による方法例を示すフローチャー
トである。
【図６】コンテンツ処理モジュールがサーバに用意されている点を除いて図１のシステム
と同様なシステムのブロック図を示す。



(14) JP 5309774 B2 2013.10.9

10

20

30

【図７】本発明の実施例が使用されるコンピュータシステムのブロック図を示す。
【符号の説明】
【００５０】
　１００　システム
　１０２　クライアント装置
　１０４　ネットワーク装置
　１０６　サーバ
　１０８　ネットワーク
　１１０　コンテンツ処理モジュール
　２００　ユーザインターフェース
　２０２　通信インターフェース
　２０４　スキャニングモジュール
　２０６　コンテンツ処理モジュール
　２０８　ユーザ認証モジュール
　２１０　他のモジュール
　２１２　ローカルストレージ
　２１４　ユーザの好みについてのデータ
　２１６　装置能力データ
　２１８　電子書類データ
　３０２　機密情報についての好みデータ
　３０４　コンテンツ最適化についての好みデータ
　３０６　ワークフローについての好みデータ
　７００　コンピュータシステム
　７０２　バス
　７０４　プロセッサ
　７０６　メインメモリ
　７０８　リードオンリメモリ
　７１０　ストレージデバイス
　７１２　ディスプレイ
　７１４　入力装置
　７１６　カーソル制御部
　７１８　通信インターフェース
　７２０　ネットワークリンク
　７２２　ローカルネットワーク
　７２４　ホスト
　７２６　インターネットサービスプロバイダ
　７２８　インターネット
　７３０　サーバ
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