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(57)【要約】
【課題】　配信設定を行う際に、その設定に必要な情報
をユーザに選択させる煩わしさと手間を軽減させ、操作
性を高める。
【解決手段】　ＭＦＰは、操作部上の操作によって予め
設定された認証情報と一致する認証情報が入力された場
合に、認証成功と判定して配信設定項目の送信要求を認
証情報と共にサーバへ送信する。サーバは、その送信要
求を認証情報と共に受けると、その認証情報に基づいて
ＨＤＤ内の操作履歴情報を解析して、配信設定に利用す
る操作履歴情報を選択し、その操作履歴情報から配信設
定項目（配信設定項目毎の配信設定情報）を決定して、
それを送信要求元のＭＦＰへ送信する。ＭＦＰは、その
配信設定項目を取得し、それに基づいて配信設定を行う
。つまり、その配信設定情報による配信設定を反映させ
る。
【選択図】　　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部上の操作によって配信設定を行う配信設定手段と、該配信設定手段による配信設
定に従って配信を行う配信手段とを有する画像処理装置であって、
　当該画像処理装置又は／および他の画像処理装置における前記配信設定時の操作履歴情
報を利用者識別情報に対応付けて記憶し、管理する管理装置と通信可能であり、
　利用者を識別する利用者識別情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記配信設定手段が前記配信設定を行う際に、該配信設定に利用する情報の送信要求を
前記受付手段が入力を受け付けた前記利用者識別情報と共に前記管理装置へ送信すること
により、該利用者識別情報に対応する前記操作履歴情報を解析させ、前記配信設定に利用
する前記操作履歴情報又は該操作履歴情報に対応する配信設定情報を取得する配信関連情
報取得手段とを設け、
　前記配信設定手段は、前記配信関連情報取得手段によって前記操作履歴情報又は前記配
信設定情報を取得できた場合に、該操作履歴情報又は該配信設定情報に基づいて前記配信
設定を反映させる手段を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記操作部上の操作により、あるいはＩＣカード等の情報記録媒体との通信により入力
され、前記受付手段が入力を受け付けた利用者識別情報を、当該画像処理装置の利用者毎
に予め設定されている利用者識別情報と照合することにより、利用者の認証を行う認証手
段を備え、
　前記配信関連情報取得手段は、前記認証手段において前記入力を受け付けた利用者識別
情報による認証が成功した場合に、該利用者識別情報に対応する前記操作履歴情報を解析
させ、前記配信設定に利用する前記操作履歴情報又は該操作履歴情報に対応する配信設定
情報を取得することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像処理装置において、
　前記操作履歴情報の解析方法を設定する解析方法設定手段と、
　前記認証手段において前記入力を受け付けた利用者識別情報による認証が成功した場合
に、該利用者識別情報と共に前記解析方法設定手段によって設定された前記解析方法を前
記管理装置へ通知する解析方法通知手段とを設けたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の画像処理装置において、
　前記配信関連情報取得手段によって取得した前記操作履歴情報又は前記配信設定情報に
当該画像処理装置で設定不可能な情報が含まれている場合に、その旨を示す情報を通知す
る設定不可通知手段を設けたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　画像処理装置と通信可能な管理装置であって、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記操作履
歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、
前記配信設定に利用する操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報を前記送信要求元の画像
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処理装置へ送信する操作履歴情報送信手段とを設けたことを特徴とする管理装置。
【請求項６】
　画像処理装置と通信可能な管理装置であって、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記操作履
歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、
前記配信設定に利用する操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報に基づいて、配信設定項
目毎の配信設定情報を決定する配信設定情報決定手段と、
　該配信設定情報決定手段によって決定された前記配信設定情報を前記送信要求元の画像
処理装置へ送信する配信設定情報送信手段とを設けたことを特徴とする管理装置。
【請求項７】
　前記操作履歴情報解析手段は、前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を
前記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者
識別情報に基づいて前記操作履歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応
する前記操作履歴情報を解析して、最も利用頻度が高い操作履歴情報を選択することを特
徴とする請求項５又は６に記載の管理装置。
【請求項８】
　前記操作履歴情報解析手段は、前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を
前記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者
識別情報に基づいて前記操作履歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応
する前記操作履歴情報を解析して、最も新しい操作履歴情報を選択することを特徴とする
請求項５又は６に記載の管理装置。
【請求項９】
　画像処理装置と通信可能な管理装置であって、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　操作履歴情報の解析方法を記憶する解決方法記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置において設定された前記操作履歴情報の解析方
法を前記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該解
析方法を該利用者識別情報に対応付けて前記解決方法記憶手段に保存する解析方法保存手
段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記解決方
法記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する前記解析方法を読み込み、該利
用者識別情報および該解析方法に基づいて前記操作履歴情報記憶手段に保存されている該
利用者識別情報に対応する前記操作履歴情報を解析して、前記配信設定に利用する操作履
歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
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　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報を前記送信要求元の画像
処理装置へ送信する操作履歴情報送信手段とを設けたことを特徴とする管理装置。
【請求項１０】
　画像処理装置と通信可能な管理装置であって、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　操作履歴情報の解析方法を記憶する解決方法記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置において設定された前記操作履歴情報の解析方
法を前記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該解
析方法を該利用者識別情報に対応付けて前記解決方法記憶手段に保存する解析方法保存手
段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記解決方
法記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する前記解析方法を読み込み、該利
用者識別情報および該解析方法に基づいて前記操作履歴情報記憶手段に保存されている該
利用者識別情報に対応する前記操作履歴情報を解析して、前記配信設定に利用する操作履
歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報に基づいて、配信設定項
目毎の配信設定情報を決定する配信設定情報決定手段と、
　該配信設定情報決定手段によって決定された前記配信設定情報を前記送信要求元の画像
処理装置へ送信する配信設定情報送信手段とを設けたことを特徴とする管理装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の画像処理装置と、該画像処理装置と通信可能な管理装置とによって構
成される情報処理システムであって、
　前記管理装置に、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記操作履
歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、
前記配信設定に利用する操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報を前記送信要求元の画像
処理装置へ送信する操作履歴情報送信手段とを設けたことを特徴とする情報処理システム
。
【請求項１２】
　請求項１に記載の画像処理装置と、該画像処理装置と通信可能な管理装置とによって構
成される情報処理システムであって、
　前記管理装置に、
　操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、
　前記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、該画像
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処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操
作履歴情報取得手段と、
　該操作履歴情報取得手段によって前記利用者識別情報と共に取得した前記操作履歴情報
を該利用者識別情報に対応付けて前記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存
手段と、
　前記画像処理装置より、前記操作履歴情報の送信要求を前記認証が成功した際に入力を
受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、該利用者識別情報に基づいて前記操作履
歴情報記憶手段に保存されている該利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、
前記配信設定に利用する操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、
　該操作履歴情報解析手段によって選択された前記操作履歴情報に基づいて、配信設定項
目毎の配信設定情報を決定する配信設定情報決定手段と、
　該配信設定情報決定手段によって決定された前記配信設定情報を前記送信要求元の画像
処理装置へ送信する配信設定情報送信手段とを設けたことを特徴とする情報処理システム
。
【請求項１３】
　配信設定を行う配信設定工程と、該配信設定工程による配信設定に従って配信を行う配
信工程とを有する画像処理装置における配信設定方法であって、
　当該画像処理装置又は／および他の画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を
利用者識別情報に対応付けて記憶し、管理する管理装置と通信可能であり、
　入力を受け付けた利用者識別情報を、当該画像処理装置の利用者毎に予め設定されてい
る利用者識別情報と照合することにより、利用者の認証を行う認証工程と、
　該認証工程において前記入力を受け付けた利用者識別情報による認証が成功した場合に
、前記配信設定工程が前記配信設定を行う際に、該配信設定に利用する情報の送信要求を
前記入力を受け付けた前記利用者識別情報と共に前記管理装置へ送信することにより、該
利用者識別情報に対応する前記操作履歴情報を解析させ、前記配信設定に利用する前記操
作履歴情報又は該操作履歴情報に対応する配信設定情報を取得する配信関連情報取得工程
とを有し、
　前記配信設定工程は、前記配信関連情報取得工程によって前記操作履歴情報又は前記配
信設定情報を取得できた場合に、該操作履歴情報又は該配信設定情報に基づいて前記配信
設定を反映させることを特徴とする配信設定方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の配信設定方法を、前記画像処理装置を制御するコンピュータに実行
させるプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のプログラムを記録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】
　本発明は、画像形成装置（デジタル複合機，デジタル複写機，ファクシミリ装置，プリ
ンタ等）や画像読取装置（スキャナ装置等）等の画像処理装置、サーバ等の管理装置、上
記画像処理装置と上記管理装置とからなる情報処理システム、上記画像処理装置における
配信設定方法、上記画像処理装置を制御するコンピュータに必要な機能（本発明に係わる
機能）を実現させるためのプログラム、およびそのプログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、デジタル複合機（以下「ＭＦＰ」と略称する）等の画像処理を行う画像処理装
置には、文書や画像をメール等で外部へ配信する機能を備えたものがある。
　このような画像処理装置において、配信を行うには、利用者（ユーザ）による操作部上
の操作により、あて先や解像度、カラー／白黒モード等の配信に関する条件設定やモード
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設定等の各種設定（通常「配信設定」という）を行う必要がある。
　しかし、一度行った配信設定は、その画像処理装置でのみ有効であり、他の画像処理装
置で同じ配信設定を行いたい場合でも、その都度設定を行う必要があるという煩わしさが
あった。
【０００３】
　そこで、このような課題を解決するため、画像処理装置が、ネットワーク上のサーバに
保存された操作履歴情報を用いて、過去に行った配信設定を簡単な操作によって現在の設
定に反映させる技術が考えられ、既に知られている。
　例えば、特許文献１には、ＭＦＰが、ユーザによる操作部上の操作によってログ管理サ
ーバからネットワーク経由で操作履歴情報を取得して、その操作履歴情報が示す操作によ
る過去の設定（配信設定等）を現在の設定に反映させる構成が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、今までの過去の配信設定を反映させる技術では、ユーザ自身が画像処理
装置の操作部上の操作によって過去の操作履歴情報を外部から取得・選択することにより
、その操作履歴情報が示す操作による過去の配信設定を現在の配信設定に反映させている
にすぎず、配信を行う度に配信設定のための操作を行う必要がある。
　具体的に説明すると、外部から取得した操作履歴情報は操作部上に表示されるため、そ
の操作履歴情報をユーザが操作部上の操作によって選択し、その選択した操作履歴情報が
示す操作による過去の配信設定が現在の配信設定に反映される。
【０００５】
　この場合、ユーザが過去の操作履歴情報から配信設定に必要な情報を検索する必要があ
る。特に、操作履歴情報が多い場合、その中から検索して配信設定に必要な情報を選択す
る操作は、煩わしさと手間がかかり、操作性が低いという問題があった。
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、画像処理装置が、配信設定を行う際に
、その設定に必要な情報をユーザに選択させる煩わしさと手間を軽減させ、操作性を高め
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の目的を達成するため、以下に示す画像処理装置、管理装置、それらか
らなる情報処理システム、上記画像処理装置における配信設定方法、上記画像処理装置を
制御するコンピュータに実行させるプログラム，およびそのプログラムを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
【０００７】
　本発明による画像処理装置は、操作部上の操作によって配信設定を行う配信設定手段と
、その配信設定手段による配信設定に従って配信を行う配信手段とを有する画像処理装置
であって、当該画像処理装置又は／および他の画像処理装置における上記配信設定時の操
作履歴情報を利用者識別情報に対応付けて記憶し、管理する管理装置と通信可能であり、
利用者を識別する利用者識別情報の入力を受け付ける受付手段と、上記配信設定手段が上
記配信設定を行う際に、その配信設定に利用する情報の送信要求を上記受付手段が入力を
受け付けた上記利用者識別情報と共に上記管理装置へ送信することにより、その利用者識
別情報に対応する上記操作履歴情報を解析させ、上記配信設定に利用する上記操作履歴情
報（例えば利用頻度が最も高い配信設定又は最も新しい配信設定を行うための操作履歴情
報）又はその操作履歴情報に対応する配信設定情報を取得する配信関連情報取得手段とを
設け、上記配信設定手段に、上記配信関連情報取得手段によって上記操作履歴情報又は上
記配信設定情報を取得できた場合に、その操作履歴情報又はその配信設定情報に基づいて
上記配信設定を反映させる手段を備えたものである。
【０００８】
　なお、上記操作部上の操作により、あるいはＩＣカード等の情報記録媒体との通信によ
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り入力され、上記受付手段が入力を受け付けた利用者識別情報を、この画像処理装置の利
用者毎に予め設定されている利用者識別情報と照合することにより、利用者の認証を行う
認証手段を備え、上記配信関連情報取得手段が、上記認証手段において上記入力を受け付
けた利用者識別情報による認証が成功した場合に、その利用者識別情報に対応する上記操
作履歴情報を解析させ、上記配信設定に利用する上記操作履歴情報又はその操作履歴情報
に対応する配信設定情報を取得するとよい。
【０００９】
　本発明による管理装置は、上記のような画像処理装置と通信可能な管理装置であって、
操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、上記画像処理装置より、その画像処理
装置における配信設定時の操作履歴情報を、その画像処理装置において認証が成功した際
に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操作履歴情報取得手段と、それによっ
て上記利用者識別情報と共に取得した上記操作履歴情報をその利用者識別情報に対応付け
て上記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存手段と、上記画像処理装置より
、上記操作履歴情報の送信要求を上記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情
報と共に受けた場合に、その利用者識別情報に基づいて上記操作履歴情報記憶手段に保存
されているその利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、上記配信設定に利用
する操作履歴情報（例えば最も利用頻度が高い操作履歴情報又は最も新しい操作履歴情報
）を選択する操作履歴情報解析手段と、それによって選択された上記操作履歴情報を上記
送信要求元の画像処理装置へ送信する操作履歴情報送信手段とを設けたものである。
【００１０】
　あるいは、操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、上記画像処理装置より、
該画像処理装置における配信設定時の操作履歴情報を、その画像処理装置において認証が
成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操作履歴情報取得手段と、
それによって上記利用者識別情報と共に取得した上記操作履歴情報を該利用者識別情報に
対応付けて上記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存手段と、上記画像処理
装置より、上記操作履歴情報の送信要求を上記認証が成功した際に入力を受け付けた利用
者識別情報と共に受けた場合に、その利用者識別情報に基づいて上記操作履歴情報記憶手
段に保存されているその利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、上記配信設
定に利用する操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、それによって選択された
上記操作履歴情報に基づいて、配信設定項目毎の配信設定情報を決定する配信設定情報決
定手段と、それによって決定された上記配信設定情報を上記送信要求元の画像処理装置へ
送信する配信設定情報送信手段とを設けた管理装置を提供する。
【００１１】
　本発明による情報処理システムは、上記のような画像処理装置と、その画像処理装置と
通信可能な管理装置とによって構成される情報処理システムであって、上記管理装置に、
操作履歴情報を記憶する操作履歴情報記憶手段と、上記画像処理装置より、該画像処理装
置における配信設定時の操作履歴情報を、その画像処理装置において認証が成功した際に
入力を受け付けた利用者識別情報と共に取得する操作履歴情報取得手段と、それによって
上記利用者識別情報と共に取得した上記操作履歴情報をその利用者識別情報に対応付けて
上記操作履歴情報記憶手段に保存する操作履歴情報保存手段と、上記画像処理装置より、
上記操作履歴情報の送信要求を上記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報
と共に受けた場合に、その利用者識別情報に基づいて上記操作履歴情報記憶手段に保存さ
れているその利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析して、上記配信設定に利用す
る操作履歴情報を選択する操作履歴情報解析手段と、それによって選択された上記操作履
歴情報を上記送信要求元の画像処理装置へ送信する操作履歴情報送信手段とを設けたもの
である。
【００１２】
　あるいは、上記のような画像処理装置と、その画像処理装置と通信可能な管理装置とに
よって構成される情報処理システムであって、上記管理装置に、操作履歴情報を記憶する
操作履歴情報記憶手段と、上記画像処理装置より、該画像処理装置における配信設定時の
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操作履歴情報を、その画像処理装置において認証が成功した際に入力を受け付けた利用者
識別情報と共に取得する操作履歴情報取得手段と、それによって上記利用者識別情報と共
に取得した上記操作履歴情報をその利用者識別情報に対応付けて上記操作履歴情報記憶手
段に保存する操作履歴情報保存手段と、上記画像処理装置より、上記操作履歴情報の送信
要求を上記認証が成功した際に入力を受け付けた利用者識別情報と共に受けた場合に、そ
の利用者識別情報に基づいて上記操作履歴情報記憶手段に保存されているその利用者識別
情報に対応する操作履歴情報を解析して、上記配信設定に利用する操作履歴情報を選択す
る操作履歴情報解析手段と、それによって選択された上記操作履歴情報に基づいて、配信
設定項目毎の配信設定情報を決定する配信設定情報決定手段と、それによって決定された
上記配信設定情報を上記送信要求元の画像処理装置へ送信する配信設定情報送信手段とを
設けた情報処理システムを提供する。
【００１３】
　本発明による配信設定方法は、配信設定を行う配信設定工程と、その配信設定工程によ
る配信設定に従って配信を行う配信工程とを有する画像処理装置における配信設定方法で
あって、当該画像処理装置又は／および他の画像処理装置における配信設定時の操作履歴
情報を利用者識別情報に対応付けて記憶し、管理する管理装置と通信可能であり、入力を
受け付けた利用者識別情報を、当該画像処理装置の利用者毎に予め設定されている利用者
識別情報と照合することにより、利用者の認証を行う認証工程と、その認証工程において
上記入力を受け付けた利用者識別情報による認証が成功した場合に、上記配信設定工程が
上記配信設定を行う際に、その配信設定に利用する情報の送信要求を上記入力を受け付け
た上記利用者識別情報と共に上記管理装置へ送信することにより、その利用者識別情報に
対応する上記操作履歴情報を解析させ、上記配信設定に利用する上記操作履歴情報又は該
操作履歴情報に対応する配信設定情報を取得する配信関連情報取得工程とを備え、上記配
信設定工程が、上記配信関連情報取得工程によって上記操作履歴情報又は上記配信設定情
報を取得できた場合に、該操作履歴情報又は該配信設定情報に基づいて上記配信設定を反
映させるものである。
【００１４】
　本発明によるプログラムは、上記の配信設定方法を、上記画像処理装置を制御するコン
ピュータに実行させるプログラムである。
　本発明による記録媒体は、上記のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、画像処理装置（又はそれを制御するコンピュータ）が、利用者を識別
する利用者識別情報の入力を受け付け、配信設定を行う際に、その配信設定に利用する情
報の送信要求を上記入力を受け付けた利用者識別情報と共に管理装置へ送信することによ
り、その利用者識別情報に対応する操作履歴情報を解析させ、配信設定に利用する操作履
歴情報（利用頻度が最も高い配信設定又は最も新しい配信設定を行うための操作履歴情報
）又はその操作履歴情報に対応する配信設定情報を取得し、その操作履歴情報又はその配
信設定情報に基づいて配信設定を反映させるので、配信設定を行う際に、その設定に必要
な情報をユーザに選択させる煩わしさと手間を軽減させ、操作性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による画像処理装置および管理装置を使用する情報処理システムの一実施
形態であるＭＦＰおよびサーバを使用する情報処理システムのネットワーク構成例を示す
概念図である。
【図２】図１のＭＦＰ１０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図３】図１のサーバ２０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図４】図１のＭＦＰ１０およびサーバ２０の主要機能構成の第１例を示すブロック図で
ある。
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【図５】図４に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴情報を
解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフロー図である。
【００１７】
【図６】図５のステップＳ８で図２の操作部１０７上に表示される配信設定内容を含む配
信設定画面の一例を示す図である。
【図７】図１のＭＦＰ１０およびサーバ２０の主要機能構成の第２例を示すブロック図で
ある。
【図８】図７に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴情報を
解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフロー図である。
【図９】図８のステップＳ１３で図２の操作部１０７上に表示される解析方法設定画面の
一例を示す図である。
【図１０】図８のステップＳ１７で図２の操作部１０７上に表示される履歴選択画面の一
例を示す図である。
【００１８】
【図１１】図１のＭＦＰ１０およびサーバ２０の主要機能構成の第３例を示すブロック図
である。
【図１２】図１１に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴情
報を解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフロー図である。
【図１３】図１２のステップＳ１９で図２の操作部１０７上に表示される警告画面の一例
を示す図である。
【図１４】図２の操作部１０７上に表示されるグループとプロジェクトを選択させるため
のグループ／プロジェクト選択画面の一例を示す図である。
【図１５】図３に示したサーバ２０のＨＤＤ３０６に保存されている各ユーザの操作履歴
情報および認証ユーザの操作履歴情報の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　以下の実施形態では、過去の操作履歴情報から配信設定（あて先や解像度、カラー／白
黒モード等の配信に関する条件設定やモード設定等の各種設定）を行うのに際して、以下
の特徴を有する。要するに、管理装置が、自装置に保存してある複数台の画像処理装置の
過去の操作履歴情報を解析して、ユーザ（利用者識別情報）毎に配信設定に利用する操作
履歴情報（利用頻度が最も高い配信設定又は最も新しい配信設定を行うための操作履歴情
報）を選択し、各画像処理装置がそれぞれ、管理装置から取得した配信設定に利用する操
作履歴情報に基づいて配信設定（利用頻度が最も高い配信設定又は最も新しい配信設定）
を自動的に現在の配信設定に反映させる構成が特徴になっている。
【００２０】
〔情報処理システムのネットワーク構成例〕
　まず、本発明による画像処理装置および管理装置を使用する情報処理システムの一実施
形態であるＭＦＰ（デジタル複合機）およびサーバを使用する情報処理システムの概要を
図１を参照して説明する。なお、ＭＦＰの代わりに、デジタル複写機，プリンタ，ファク
シミリ装置等の他の画像形成装置や、スキャナ等の画像読取装置などの画像処理装置を用
いてもよい。また、サーバの代わりに、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等による管理装
置を用いてもよい。
　図１は、その情報処理システムのネットワーク構成例を示す概念図である。
【００２１】
　この情報処理システムは、複数のＭＦＰ１０（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）と、それらの
配信設定時の操作履歴情報（ログ情報）を記憶してまとめて管理する管理装置であるサー
バ（ログ管理サーバ）２０とを備えている。それらの機器の接続は、ＬＡＮ（ローカルエ
リアネットワーク）等のネットワーク１を介して行うが、ＲＳ－４８５規格等に準拠した
シリアル接続や、ＳＣＳＩ（Small Computer System Interface）規格等に準拠したパラ
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レル接続等によって行ってもよい。
　サーバ２０は、ネットワーク１上の全てのＭＦＰ１０の操作履歴情報をまとめて管理す
るため、ユーザが以前、どのＭＦＰ１０で操作したかに関係なく、操作履歴情報をネット
ワーク１上で管理しているどのＭＦＰ１０にも反映させることができる。
【００２２】
〔ＭＦＰのハードウェア構成例〕
　次に、図１のＭＦＰ１０のハードウェア構成例について、図２を参照して具体的に説明
する。
　図２は、図１のＭＦＰ１０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
　このＭＦＰ１０は、デジタル複写機，プリンタ，ファクシミリ装置，スキャナとしての
機能（サービス）、つまりコピー機能，文書蓄積（ドキュメントボックス）機能，ファク
シミリ機能，プリンタ機能，スキャナ機能を含む各種機能を実現できる画像形成装置であ
り、図２に示すように、コントローラ１１，ＦＣＵ（ファクシミリコントロールユニット
）１２，エンジンインタフェース（以下「インタフェース」を「Ｉ／Ｆ」ともいう）１３
，およびエンジン１４等によって構成されている。これらの構成が、原稿の画像読み取り
，印刷（画像形成），画像情報送受信等の画像処理を行うためのハードウェア資源である
。
【００２３】
　コントローラ１１は、当該ＭＦＰ１０の各部を統括的に制御するものである。その制御
により、各種機能を実現することができる。
　ＦＣＵ１２は、外部機器、例えばファクシミリ装置又はモデム機能（ファクシミリ通信
機能）を有するデジタル複写機や他のＭＦＰ（デジタル複合機）等の画像形成装置との通
信を公衆回線経由で制御するものである。
　エンジンＩ／Ｆ１３は、エンジン１４をＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect
）バスに接続するためのインタフェースである。
【００２４】
　エンジン１４は、原稿の画像を読み取るスキャナ（画像読取手段）、そのスキャナによ
って読み取られた画像情報（画像データ）あるいは外部機器から受信した印刷情報を可視
画像として用紙（他の記録媒体でもよい）上に印刷するプロッタ（画像形成手段）や、原
稿をスキャナの画像読取位置へ自動給送する自動原稿給送装置（ＡＤＦ）、プロッタで印
刷がなされた用紙に対してソート，スタック，ステープル等の後処理を行う後処理装置な
どのハードウェアデバイスに相当するものである。なお、図示しないＰＣ（パーソナルコ
ンピュータ）等の外部機器から受信した印刷情報が印刷用の画像情報ではなく、文字コー
ドや描画情報であれば、それらはコントローラ１１によって印刷用の画像情報に変換され
る。
【００２５】
　コントローラ１１は、ＣＰＵ１０１，ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）１０２，ＳＤＲＡＭ１０３，ＲＯＭ１０４，ＮＶＲＡＭ１０５，ＨＤＤ（ハード
ディスクドライブ）１０６，操作部１０７，モデム１０８，ＵＳＢ（Universal Serial B
us）・Ｉ／Ｆ１０９，ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）
１３９４・Ｉ／Ｆ１１０，およびＭＡＣ（Media Access Controller）・Ｉ／Ｆ１１１等
によって構成されている。なお、操作部１０７は実際にはコントローラ１１の外側に配置
されている。
　ＣＰＵ１０１は、ＡＳＩＣ１０２を介してデータ処理（各機能の制御）を行う演算処理
手段である。
【００２６】
　ＡＳＩＣ１０２は、ＣＰＵインタフェース，ＳＤＲＡＭインタフェース，ローカルバス
インタフェース，ＰＣＩインタフェース，ＨＤＤインタフェース等からなる多機能デバイ
スボードであり、ＣＰＵ１０１の制御対象となるデバイスの共有化を図り、アーキテクチ
ャの面からアプリ等の開発の高効率化を支援するものである。
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　このＡＳＩＣ１０２には、エンジン１４の操作命令等を受け付ける操作部１０７が直接
的に接続されると共に、モデム１０８も直接的に接続される。また、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ１０
９，ＩＥＥＥ１３９４・Ｉ／Ｆ１１０，ＭＡＣ・Ｉ／Ｆ１１１，ＦＣＵ１２，およびエン
ジンＩ／Ｆ１３がＰＣＩバス１１２を介して接続される。
【００２７】
　ＳＤＲＡＭ１０３は、各種プログラムを記憶するプログラムメモリや、ＣＰＵ１０１が
データ処理を行う際に使用するワークメモリ等として使用するメインメモリである。なお
、このＳＤＲＡＭ１０３の代わりに、ＤＲＡＭやＳＲＡＭを使用してもよい。
　ＲＯＭ１０４は、ＣＰＵ１０１が実行するプログラム（ソフトウェア）や固定データを
記憶している固定メモリである。なお、このＲＯＭ１０４に、各種機能を実現するための
アプリケーションプログラム（以下「アプリケーション」又は「アプリ」と略称する）や
ミドルウェアを記憶しておくこともできる。
【００２８】
　ＮＶＲＡＭ１０５は、変更可能な種々のパラメータ等のデータを記憶する不揮発性メモ
リであり、電源がオフになっても記憶内容を保持するようになっている。このＮＶＲＡＭ
１０５に、配信設定時の操作履歴情報（以下単に「操作履歴情報」ともいう）を記憶する
こともできる。なお、このＮＶＲＡＭ１０５として、ＲＡＭと電池を利用したバックアッ
プ回路を集積した不揮発性ＲＡＭや、ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリ等の不揮発性メモ
リを使用することができる。
　ＨＤＤ１０６は、電源のオン・オフに関係なくデータを記憶保存する記憶装置（不揮発
性記録媒体）であり、ＯＳ（オペレーティングシステム）を含むプログラムや操作履歴情
報等の各種データを記憶保存することができる。なお、このＨＤＤ１０６に、上述したＳ
ＤＲＡＭ１０３内のデータやＮＶＲＡＭ１０５内のデータを記憶しておくこともできる。
【００２９】
　ここで、ＣＰＵ１０１は、当該ＭＦＰ１０の電源投入時に、ＲＯＭ１０４内のブートロ
ーダ（ブートプログラム）に従い、ＨＤＤ１０６内のＯＳを読み出し、それをＳＤＲＡＭ
１０３にロードして展開した後、そのＯＳを起動させる。更に、ＨＤＤ１０６内の他のプ
ログラムを含む各種データも必要に応じてＳＤＲＡＭ１０３にロードして展開する。そし
て、ＳＤＲＡＭ１０３内のプログラムを必要に応じて実行し、操作部１０７を含む装置の
制御を行うことにより、本発明に関わる機能である配信設定手段，配信手段，受付手段，
認証手段，配信関連情報取得手段，解析方法設定手段，解析方法通知手段，および設定不
可通知手段としての機能を実現することができる。
【００３０】
　操作部１０７は、当該ＭＦＰ１０により提供される機能の選択に基づくエンジン１４や
ログ管理サーバ２０等の外部機器に対する動作指示等のデータを入力するための各種の操
作キー（操作スイッチ又は操作ボタンともいう）およびＬＣＤ又はＣＲＴ等の表示器を有
する操作手段である。その表示器は、その表面にタッチパネルを備えている。この実施形
態では、そのタッチパネル上に各種機能を利用可能にするための操作画面を表示し、その
画面上の各キーを選択的に押下（タッチ）することにより、対応する動作を指示すること
ができる。また、ＨＤＤ１０６に蓄積された操作履歴情報をユーザによって参照可能に表
示することもできる。
【００３１】
　モデム１０８は、変復調手段であり、外部機器へ公衆回線経由でデータを送信する場合
、そのデータを公衆回線に流せる形に変調する。また、外部機器から送られてくる変調さ
れたデータを受信した場合、そのデータを復調する。
　ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ１０９およびＩＥＥＥ１３９４・Ｉ／Ｆ１１０はそれぞれ、ＩＣカード
リーダ（ＩＣカード認証機器）等の周辺機器と直接接続して通信を行うための、ＵＳＢ規
格，ＩＥＥＥ１３９４規格のインタフェース（直接インタフェース）である。
　ＭＡＣ・Ｉ／Ｆ１１１は、ネットワーク１を介してサーバ２０や他のＭＦＰ１０を含む
各外部機器と通信を行うためのネットワークＩ／Ｆである。
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　なお、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ１０９やＩＥＥＥ１３９４・Ｉ／Ｆ１１０以外の直接インタフェ
ースをコントローラ１１に増設することもできる。
【００３２】
〔サーバのハードウェア構成例〕
　次に、図１のサーバ２０のハードウェア構成例について、図３を参照して具体的に説明
する。
　図３は、図１のサーバ２０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
　このサーバ２０は、ＣＰＵ３０１，ＡＳＩＣ３０２，ＳＤＲＡＭ３０３，ＲＯＭ３０４
，ＮＶＲＡＭ３０５，ＨＤＤ３０６，モデム３０７，ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ３０８，ＩＥＥＥ１
３９４・Ｉ／Ｆ３０９，およびＭＡＣ・Ｉ／Ｆ３１０等によって構成されている。
【００３３】
　このサーバ２０のハードウェア構成は、図２によって説明したＭＦＰ１０のコントロー
ラ１１のハードウェア構成と略同様であるが、ＰＣ等の他の情報処理装置をサーバとして
利用してもよい。
　ＨＤＤ３０６は、ＯＳを含むプログラムおよびＭＦＰ１０の操作履歴情報（ログ情報）
を含む各種データを記憶保存する。よって、このＨＤＤ３０６が、本発明に関わる機能で
ある操作履歴情報記憶手段および解決方法記憶手段としての機能を果たす。
【００３４】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、当該サーバ２０の電源投入時に、ＲＯＭ３０４内のブートロ
ーダに従い、ＨＤＤ３０６内のＯＳを読み出し、それをＳＤＲＡＭ３０３にロードして展
開した後、そのＯＳを起動させる。更に、ＨＤＤ３０６内の他のプログラムを含む各種デ
ータも必要に応じてＳＤＲＡＭ３０３にロードして展開する。そして、ＳＤＲＡＭ３０３
内のプログラムを必要に応じて実行し、装置の制御を行うことにより、本発明に関わる機
能である操作履歴情報取得手段，操作履歴情報保存手段，操作履歴情報解析手段，操作履
歴情報送信手段，配信設定情報決定手段，配信設定情報送信手段，および解析方法保存手
段としての機能を実現することができる。
【００３５】
　以下、ＭＦＰ１０およびサーバ２０における本発明に関わる機能および処理の各実施例
について、図４～図１５の各図面を参照して具体的に説明する。
〔第１実施例〕
　まず、第１実施例について、図４～図６を参照して説明する。
　図４は、図１のＭＦＰ１０（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）およびサーバ２０の主要機能構
成の第１例を示すブロック図である。
【００３６】
　第１実施例では、ＭＦＰ１０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、本
発明に関わるユーザインタフェース部２０１，認証部２０２，配信設定部２０３，配信設
定取得部２０４，操作履歴情報送信部２０５，および配信実行部２０６としての機能を実
現できる。また、サーバ２０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、本発
明に関わる操作履歴情報保存部４０１，配信設定決定部４０２，および操作履歴情報解析
部４０３としての機能を実現できる。
【００３７】
　図５は、図４に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴情報
を解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフローチャートである。
　ＭＦＰ１０では、ユーザが当該ＭＦＰ１０にログインする際に、ユーザインタフェース
部２０１および認証部２０２がユーザ認証を行う（Ｓ１）。
【００３８】
　すなわち、操作部１０７上のいずれかのキーが押下されると、ユーザインタフェース部
２０１が、操作部１０７（実際には表示器１０７ａ）上に利用者を識別する利用者識別情
報（以下「認証情報」ともいう）としてのユーザＩＤ（ユーザ情報）およびパスワードの
入力を要求するユーザ認証画面を表示する。そして、操作部１０７上の操作によってユー
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ザＩＤおよびパスワードが入力され、「認証」キーが押下されると、そのユーザＩＤおよ
びパスワードを受け付け、それらを含む認証要求をユーザインタフェース部２０１が発行
する。「キャンセル」キーが押下された場合には、操作部１０７上の操作画面をユーザ認
証画面以前の画面に戻すように、ユーザインタフェース部２０１に対して要求する。
【００３９】
　あるいは、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ１０９又はＩＥＥＥ１３９４・Ｉ／Ｆ１１０に、ユーザＩＤ
が記録されているＩＣカードが挿着されたＩＣカードリーダが接続されている場合には、
ユーザインタフェース部２０１が操作部１０７上にパスワードの入力のみを要求するユー
ザ認証画面を表示する。そして、操作部１０７上の操作によってパスワードが入力され、
「認証」キーが押下されると、ユーザインタフェース部２０１が、ＩＣカードリーダによ
ってＩＣカードに記録されているユーザＩＤを読み込み、そのユーザＩＤおよび入力され
たパスワードを含む認証要求を発行する。なお、ＩＣカード以外の情報記録媒体を用い、
その情報記録媒体に記録されているユーザＩＤを読み込むことにより、同様な認証要求を
発行することもできる。
【００４０】
　認証要求の発行により、その認証要求中の認証情報であるユーザＩＤおよびパスワード
についての認証処理を認証部２０２が行う。つまり、その認証情報をＮＶＲＡＭ１０５（
又はＨＤＤ１０６）にユーザ毎に登録（予め設定）されている認証情報と照合することに
より、発行された認証要求中の認証情報と一致するものがＮＶＲＡＭ１０５に登録されて
いるか否かをチェックして、発行された認証要求中の認証情報と一致するものが登録され
ていればユーザ認証に成功したと判定し、上記認証情報と一致するものが登録されていな
ければユーザ認証に失敗したと判定する。
【００４１】
　そして、ユーザ認証に成功した場合、つまりユーザが当該ＭＦＰ１０にログインした場
合、配信設定部２０３等が配信設定要求処理を行う（Ｓ２）。
　すなわち、配信設定部２０３は、配信設定取得部２０４に対して配信設定の取得を要求
する。このとき、上記認証要求中の認証情報を配信設定取得部２０４へ渡す。
　配信設定取得部２０４は、配信設定部２０３から配信設定の取得要求を受けると、ネッ
トワーク１経由でサーバ２０の配信設定決定部４０２に対して配信設定項目（配信設定に
利用する情報）の送信を要求する。このとき、配信設定項目の取得要求と共に受けた認証
情報を配信設定決定部４０２へ渡す。なお、配信設定項目の送信要求の代わりに、配信設
定に利用する他の情報である操作履歴情報の送信要求を行ってもよい。
【００４２】
　サーバ２０では、配信設定決定部４０２が、ＭＦＰ１０の配信設定取得部２０４から配
信設定項目の送信要求を受けると、操作履歴情報解析部４０３に対して操作履歴情報の解
析を要求する。このとき、配信設定項目の送信要求と共に受けた認証情報を操作履歴情報
解析部４０３へ渡す。
　操作履歴情報解析部４０３は、配信設定決定部４０２から操作履歴情報の要求を認証情
報と共に受けると、その認証情報に基づいて認証ユーザが過去に行った操作の内容を示す
操作履歴情報（以下「認証ユーザの操作履歴情報」という）の有無を確認し（Ｓ３）、そ
の操作履歴情報がない場合には、その旨を配信設定決定部４０２へ通知するが、その操作
履歴情報があった場合には、その操作履歴情報の解析を行う（Ｓ４）。
【００４３】
　すなわち、各ユーザがそれぞれ過去に行った操作の内容を示す各操作履歴情報（以下「
各ユーザの操作履歴情報」という）の中から認証ユーザの操作履歴情報のみを検索し、そ
の操作履歴情報を解析して利用頻度が最も高い操作履歴情報、あるいは最も新しい操作履
歴情報を選択し、その結果である解析結果（配信設定に利用する操作履歴情報）を配信設
定決定部４０２へ渡す。
【００４４】
　ここで、最も新しい操作履歴情報を配信設定決定部４０２へ渡す場合、操作履歴情報が
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操作履歴情報保存部４０１によってＨＤＤ３０６（又はＮＶＲＡＭ３０５）に保存される
際に、その操作履歴情報に時刻情報（年月日時分秒等）が対応付けられている。その時刻
情報は、例えば当該サーバ２０内の図示しない時計回路（計時手段）あるいは外部から取
得することができる。
【００４５】
　なお、ＨＤＤ３０６に保存できる操作履歴情報の個数又は容量の値が予め設定され、Ｈ
ＤＤ３０６に次に保存すべき操作履歴情報がその設定値を超えるような場合、最も古い操
作履歴情報を自動消去することができる。その場合、操作履歴情報の利用頻度が不明にな
るため、操作履歴情報解析部４０３が配信設定に利用する操作履歴情報を配信設定決定部
４０２へ渡す場合、その操作履歴情報の利用回数をインクリメント（＋１）し、ＨＤＤ３
０６（又はＮＶＲＡＭ３０５）に保存するとよい。
【００４６】
　配信設定決定部４０２は、操作履歴情報解析部４０３から解析結果を取得した場合には
、その解析結果からメール配信等の配信方法やあて先、解像度、カラー／白黒モード等の
配信に関する条件設定やモード設定等の配信設定項目（実際には配信設定項目毎の設定内
容を示す情報である配信設定情報）を決定し、その配信設定項目をその送信要求元のＭＦ
Ｐ１０の配信設定取得部２０４へ送信する（Ｓ５）。なお、操作履歴情報解析部４０３か
ら取得した解析結果（配信設定に利用する操作履歴情報）をそのまま送信要求元のＭＦＰ
１０へ送信することもできる。
　また、操作履歴情報解析部４０３から認証ユーザの操作履歴情報がない旨の通知を受け
た場合には、図示は省略するが、その通知を配信設定項目の送信要求元のＭＦＰ１０の配
信設定取得部２０４へ送信する。
【００４７】
　ＭＦＰ１０の配信設定取得部２０４は、サーバ２０の配信設定決定部４０２への配信設
定項目の送信要求に対して、その配信設定決定部４０２から認証ユーザの操作履歴情報が
ない旨の通知が送られてきた場合には、図示は省略するが、その通知を取得して配信設定
部２０３へ渡す。
　また、サーバ２０の配信設定決定部４０２から配信設定項目が送られてきた場合には、
その配信設定項目を取得して配信設定部２０３へ渡す（Ｓ６）。
【００４８】
　配信設定部２０３は、配信設定取得部２０４から配信設定項目を取得すると、その配信
設定項目に基づいて配信設定を行い（配信設定を反映させ）、その内容を示す情報をユー
ザインタフェース部２０１へ渡す（Ｓ７）。なお、サーバ２０から配信設定に利用する操
作履歴情報を取得した場合には、その操作履歴情報から配信設定項目を決定し、その配信
設定項目に基づいて配信設定を行うこともできる。
【００４９】
　ユーザインタフェース部２０１は、配信設定部２０３から配信設定の内容を示す情報を
受けると、その内容を含む配信設定画面を操作部１０７上に表示する（Ｓ８）。なお、そ
の表示の段階では、後で図６によっても説明するが、配信設定の内容として、あて先の内
容のみを表示し、ユーザの操作によって他の配信設定項目の内容も表示するようにしても
よい。
【００５０】
　配信設定部２０３は、配信設定取得部２０４から認証ユーザの操作履歴情報がない旨の
通知を受けた場合には、図示は省略するが、その通知をユーザインタフェース部２０１へ
渡す。
　ユーザインタフェース部２０１は、配信設定部２０３から認証ユーザの操作履歴情報が
ない旨の通知を受けた場合には、図示は省略するが、デフォルトの設定内容を含むデフォ
ルト配信設定画面を操作部１０７上に表示する。
【００５１】
　配信設定部２０３は、過去の配信設定の内容を含む配信設定画面又はデフォルト配信設
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定画面が操作部１０７上に表示された場合に、ユーザによる操作部１０７上の操作に応じ
てユーザインタフェース部２０１から発行される要求に従って配信設定の内容を決定し、
配信実行部２０６に対して配信実行を要求する（Ｓ９）。
　すなわち、デフォルト配信設定画面が操作部１０７上に表示された場合（つまり認証ユ
ーザの操作履歴情報がない場合）には、ユーザインタフェース部２０１から発行される要
求に従って配信設定を項目毎に行い、配信を開始するためのキー操作がなされ、ユーザイ
ンタフェース部２０１から配信開始要求が発行された場合に、配信設定の内容を決定し、
配信実行部２０６に対して配信実行を要求する。
【００５２】
　また、過去の配信設定の内容を含む配信設定画面が操作部１０７上に表示された場合に
は、その配信設定の内容でＯＫであれば、配信を開始するためのキー操作がなされ、ユー
ザインタフェース部２０１から配信開始要求が発行された場合に、配信設定の内容を決定
し、配信実行部２０６に対して配信実行を要求する。操作部１０７上に表示された過去の
配信設定の内容でＯＫでなければ、配信を開始するためのキー操作がなされる前に、ユー
ザによる操作部１０７上の操作に応じてユーザインタフェース部２０１から発行される要
求に従って配信設定の内容を修正する。
【００５３】
　配信実行部２０６は、配信設定部２０３から配信実行の要求を受けると、配信設定の内
容に従って配信を実行する（Ｓ１０）。
　配信設定部２０３は、配信実行部２０６によって配信が実行された後、操作履歴情報送
信部２０５に対して、今回のユーザによる操作の内容、つまりユーザインタフェース部２
０１から発行された要求の内容を示す情報（認証ユーザの操作履歴情報であればその情報
）を今回の操作履歴情報として、上記認証要求中の認証情報と共に操作履歴情報送信部２
０５へ渡すことにより、操作履歴情報送信部２０５が操作履歴情報の送信を実行する（Ｓ
１１）。
【００５４】
　すなわち、操作履歴情報送信部２０５は、配信設定部２０３から操作履歴情報を認証情
報と共に受けると、その操作履歴情報を認証情報と共にサーバ２０の操作履歴情報保存部
４０１へ送信する。
　サーバ２０の操作履歴情報保存部４０１は、ＭＦＰ１０の操作履歴情報送信部２０５か
ら操作履歴情報を認証情報と共に受け取ると、その操作履歴情報をその認証情報に対応付
けてＨＤＤ３０６に保存する。このとき、必要に応じて時刻情報も対応付けて保存する。
【００５５】
　図６は、図５のステップＳ８で操作部１０７上に表示される配信設定内容を含む配信設
定画面の一例を示す図である。
　この例の配信設定画面では、表示エリア５０１に配信設定内容が表示される。
　その配信設定内容として、図６の例では、あて先（配信先）の内容しか表示されていな
いが、「詳細」キー５０１ａが押下（タッチ）されることによって、あて先の内容を含む
配信設定内容の詳細を表示することができる。
【００５６】
　また、「文書名」キー５０３を押下することにより、配信すべき文書の名称を入力する
ことも可能になる。
　さらに、「読み取り設定」キー５０４を押下することにより、配信すべき文書の読み取
り設定、例えば解像度、カラー／白黒モード等の設定を行うこともできる。配信すべき文
書とは、エンジン１４のスキャナによって読み取る原稿の画像情報に相当する。
【００５７】
　配信設定画面は、ユーザが当該ＭＦＰ１０にログインした後、すぐに操作部１０７上に
表示されるので、ユーザが「メール配信」キー５０２を１回押下するだけで、文書の配信
を行わせることができる。なお、ＨＤＤ１０６に保存されている画像情報、例えばスキャ
ナによって読み取って保存してある画像情報や外部から受信して保存してある画像情報を



(16) JP 2011-130272 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

、配信すべき文書として選択的に指定して、配信させることも可能である。
【００５８】
　このように、異なる複数台のＭＦＰでの配信設定時の操作履歴情報をサーバで管理し、
その各ＭＦＰがそれぞれ、予め設定された認証情報と一致する認証情報が入力された場合
に、認証成功と判定して、その判定時に入力された認証情報と共に配信設定に利用する情
報の取得要求をサーバへ送信することにより、その認証情報に対応する操作履歴情報を解
析させ、配信設定に利用する操作履歴情報（例えばサーバで過去の操作履歴情報を解析し
て選択された利用頻度が最も高い操作履歴情報又は最も新しい操作履歴情報）を取得し、
その操作履歴情報に基づいて配信設定を反映させることにより、ユーザが異なるＭＦＰを
利用する場合、つまりどのＭＦＰを利用する場合でも、配信設定を行う際に、その設定に
必要な情報をユーザに選択させる煩わしさと手間を軽減させ、操作性を高めることができ
る。
【００５９】
　また、各ＭＦＰがそれぞれ、認証成功と判定した時に入力された認証情報と共に配信設
定に利用する情報の取得要求をサーバへ送信することにより、その認証情報に対応する操
作履歴情報を解析させ、配信設定に利用する操作履歴情報に対応する配信設定情報（配信
設定に利用する操作履歴情報に基づいて決定された配信設定項目毎の配信設定情報）を取
得し、その配信設定情報に基づいて配信設定を反映させるようにすれば、配信設定のため
の処理が容易になるため、処理効率の向上にもつながる。
　なお、配信設定の必須項目は配信先（あて先）であり、配信先のみを設定するようにし
ても構わない。これについては、以降の実施例も同様である。
【００６０】
〔第２実施例〕
　次に、第２実施例について、図７～図１０を参照して説明する。
　図７は、図１のＭＦＰ１０（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）およびサーバ２０の主要機能構
成の第２例を示すブロック図であり、図４と同じ部分には同一符号を付している。
　第２実施例では、ＭＦＰ１０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、第
１実施例の該当する各部に加え、解析方法設定部２０７としての機能を実現できる。また
、サーバ２０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、第１実施例の該当す
る各部に加え、解析方法保存部４０４としての機能を実現できる。
【００６１】
　図８は、図７に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴情報
を解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフローチャートである。
　この第２実施例の処理は、図５によって説明した第１実施例の各処理に、ステップＳ１
２，Ｓ１３，Ｓ１４，Ｓ１５，Ｓ１６，Ｓ１７の処理が加わった他、ステップＳ４，Ｓ５
，Ｓ６，Ｓ７の処理が変更した点が、第１実施例と異なる。以下に、異なるステップのみ
記述する。なお、後述する解析方法とは、操作履歴情報の利用頻度（実際には利用頻度が
高い配信設定時の操作履歴情報）、利用履歴（新しい配信設定時の操作履歴情報）の解析
方法に、解析の対象日数・件数と、解析結果の履歴表示件数を含めたものを指す。
【００６２】
　ＭＦＰ１０の解析方法設定部２０７は、ユーザ認証に成功した場合、その認証に成功し
たユーザに対応する解析方法を設定する（Ｓ１２）。
　すなわち、その解析方法の送信を認証要求中の認証情報と共にサーバ２０の解析方法保
存部４０４に対して要求する。
　サーバ２０の解析方法保存部４０４は、その送信要求を受けると、その送信要求と共に
受け取った認証情報に基づいてＨＤＤ３０６に保存されている対応する解析方法を読み込
み、それを送信要求元のＭＦＰ１０の解析方法設定部２０７へ通知する。
【００６３】
　ここで、解析方法は、予めユーザ（認証ユーザ）による操作部１０７上の操作に応じて
ユーザインタフェース部２０１から発行される要求に従い、解析方法設定部２０７によっ
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て設定され、認証情報と共にサーバ２０の解析方法保存部４０４に送信されることにより
、その認証情報に対応付けられてＨＤＤ３０６（又はＮＶＲＡＭ３０５）に保存されてい
る。
【００６４】
　図８に戻り、ＭＦＰ１０の解析方法設定部２０７は、サーバ２０の解析方法設定部２０
７から解析方法の通知を受けると、その解析方法を設定してＮＶＲＡＭ１０５に記憶する
と共に、その設定した解析方法をユーザインタフェース部２０１へ渡す。ここまでが、ス
テップＳ１２の解析方法設定処理となる。
　ユーザインタフェース部２０１は、解析方法設定部２０７から解析方法を受けると、そ
の解析方法の内容を含む解析方法設定確認画面を操作部１０７上に表示して、ユーザに対
して解析方法の変更があるかないかの確認を要求し（Ｓ１３）、ユーザによる解析方法の
変更の有無をチェックする（Ｓ１４）。
【００６５】
　そして、解析方法の変更がない場合には、ステップＳ２へ遷移する。
　解析方法の変更がある場合、つまりユーザによる解析方法設定確認画面上の操作によっ
て解析方法が変更された場合、その変更後の解析方法を解析方法設定部２０７へ通知する
ことにより、解析方法設定部２０７が解析方法の送信（通知）を含む処理を行う（Ｓ１５
）。
【００６６】
　すなわち、解析方法設定部２０７は、ユーザインタフェース部２０１から変更後の解析
方法を受けると、その解析方法を設定してＮＶＲＡＭ１０５に記憶すると共に、その設定
した解析方法、つまり変更後の解析方法を認証情報と共にサーバ２０の解析方法保存部４
０４へ通知して解析方法の変更を行わせた後、ステップＳ２へ遷移する。
　サーバ２０の解析方法保存部４０４は、ＭＦＰ１０の解析方法設定部２０７から変更後
の解析方法を受けると、その解析方法と共に受けた認証情報に基づいて、ＨＤＤ３０６に
保存されている対応する解析方法を今回受けた解析方法に変更する。
【００６７】
　なお、上述したようにＨＤＤ３０６に解析方法が予め保存されているため、図８の処理
フローからステップＳ１２～Ｓ１５の処理を削除し、解析方法の変更を他の処理フローで
行うようにしても構わない。
　あるいは、ステップＳ１２～Ｓ１５の処理の代わりに、例えば以下に示す処理を行うよ
うにしてもよい。
【００６８】
　すなわち、ユーザインタフェース部２０１が、予め決められたデフォルトの解析方法の
内容を含む解析方法設定画面を操作部１０７上に表示する。
　その後、ユーザにより操作部１０７上で解析方法の設定操作が行われると、その操作に
応じた要求を発行する。
　解析方法設定部２０７は、その要求に従い、解析方法の設定を行い、ＮＶＲＡＭ１０５
に記憶すると共に、その設定した解析方法を認証情報と共にサーバ２０の解析方法保存部
４０４へ通知して解析方法の保存を行わせた後、ステップＳ２へ遷移する。
　サーバ２０の解析方法保存部４０４は、ＭＦＰ１０の解析方法設定部２０７から設定し
た解析方法を認証情報と共に受けると、それらを対応付けてＨＤＤ３０６に保存する。
【００６９】
　図８に戻り、サーバ２０の配信設定決定部４０２は、ＭＦＰ１０の配信設定取得部２０
４から配信設定項目の送信要求を認証情報と共に受けると、解析方法の取得要求をその認
証情報と共に解析方法保存部４０４へ通知することにより、解析方法保存部４０４が、そ
の認証情報に対応付けられてＨＤＤ３０６に保存されている解析方法を読み出して要求元
へ送信するため、その解析方法を取得し、それを操作履歴情報解析部４０３へ通知する（
Ｓ１６）。
【００７０】
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　操作履歴情報解析部４０３は、操作履歴情報の解析処理（Ｓ４）として、以下に示す処
理を行う。
　すなわち、各ユーザの操作履歴情報の中から認証ユーザの操作履歴情報のみを検索し、
配信設定決定部４０２から取得した解析方法に基づいて認証ユーザの操作履歴情報を解析
し、その解析結果を配信設定決定部４０２へ渡す。この例では、履歴表示件数（操作履歴
情報を表示できる件数）分の解析結果を配信設定決定部４０２へ渡すものとする。
　例えば、解析方法が利用頻度で、解析対象日数が過去１０日、解析対象件数が過去２０
件、履歴表示件数が３件の場合、過去１０日以内かつ２０件以内の操作履歴情報を検索し
た後、カウントして、利用頻度の高い操作履歴情報３件を選択する。
【００７１】
　配信設定決定部４０２は、操作履歴情報解析部４０３から履歴表示件数分の解析結果を
取得した場合には、その解析結果からそれぞれのメール配信等の配信方法やあて先、解像
度、カラー／白黒モード等の配信に関する条件設定やモード設定等の配信設定項目（実際
には配信設定項目毎の配信設定内容）を決定し、その履歴表示件数分の配信設定項目をそ
の要求元のＭＦＰ１０の配信設定取得部２０４へ対応する操作履歴情報と共にそれぞれ送
信する（Ｓ５）。
　ＭＦＰ１０の配信設定取得部２０４は、サーバ２０の配信設定決定部４０２への配信設
定項目の送信要求に対し、履歴表示件数分の配信設定項目が対応する操作履歴情報と共に
それぞれ送られてきた場合には、それらを取得して配信設定部２０３経由でユーザインタ
フェース部２０１へ渡す（Ｓ６）。
【００７２】
　ユーザインタフェース部２０１は、配信設定部２０３から履歴表示件数分の配信設定項
目および操作履歴情報を取得すると、それらの操作履歴情報の内容を含む履歴選択画面を
操作部上に表示し、ユーザに対して配信設定に利用する操作履歴情報（配信設定させたい
履歴）の選択を要求する（Ｓ１７）。
　配信設定部２０３は、ユーザによる履歴選択画面上の操作により、いずれかの操作履歴
情報の選択されると、ユーザインタフェース部２０１からその選択された操作履歴情報に
対応する配信設定項目による配信設定が要求されるため、その配信設定項目に基づいて配
信設定を行い、その内容をユーザインタフェース部２０１へ渡す（Ｓ７）。
【００７３】
　図９は、図８のステップＳ１３で操作部１０７上に表示される解析方法設定画面の一例
を示す図である。
　「解析方法」表示領域６０１は上述した利用頻度または利用履歴のいずれの方法で行う
か、「解析対象日数」表示領域６０２は過去何日の操作履歴情報を解析するか、「解析対
象件数」表示領域６０３は何件の操作履歴情報を解析するか、「履歴表示件数」表示領域
６０４は操作履歴情報の解析結果（決定された配信設定項目に対応する操作履歴情報）を
何件操作部上に表示させるかをそれぞれ示しており、いずれも表示内容の選択を変更でき
る。
【００７４】
　ここでは、過去１０日以内かつ２０件以内の操作履歴情報のうち、利用頻度の高い配信
設定に対応するもの３件を表示させる例を示している。
　なお、「解析方法」として、上述した利用頻度および利用履歴の両方を順次選択し、そ
れぞれ「解析対象日数」「解析対象件数」「表示件数」を選択するようにすることもでき
る。
【００７５】
　図１０は、図８のステップＳ１７で操作部１０７上に表示される履歴選択画面の一例を
示す図である。
　この履歴選択画面では、上記の「履歴表示件数」が３件の場合に、利用頻度が高い３件
の配信設定に対応する操作履歴情報の内容と共に、そのいずれかの選択をユーザに対して
要求する例を示している。なお、「履歴表示件数」が４件以上なのに、３件の操作履歴情
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報しか表示できないような場合には、「他の件」キー７０１の操作により、他の操作履歴
情報を表示することができる。
【００７６】
　第２実施形態によれば、第１実施形態の効果に加え、以下に示す効果を得ることもでき
る。つまり、各ＭＦＰがそれぞれ、配信設定に利用する操作履歴情報の候補（利用頻度が
高い複数の操作履歴情報又は新しい複数の操作履歴情報）を表示させ、その候補のいずれ
かをユーザの操作によって選択して配信設定を行うこともできるので、利便性の向上にも
つながる。
【００７７】
〔第３実施例〕
　次に、第３実施例について、図１１～図１３を参照して説明する。
　図１１は、図１のＭＦＰ１０（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）およびサーバ２０の主要機能
構成の第３例を示すブロック図であり、図４と同じ部分には同一符号を付している。
　第３実施例では、ＭＦＰ１０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、第
１実施例の該当する各部に加え、警告部２０８としての機能を実現できる。また、サーバ
２０内の前述したソフトウェアを構成する各プログラムが、第１実施例の該当する各部と
しての機能を実現できる。
【００７８】
　図１２は、図１１に示したＭＦＰ１０の各部がサーバ２０の各部と共に過去の操作履歴
情報を解析して配信設定を行い、配信を行うための処理の一例を示すフローチャートであ
る。
　この第３実施例の処理は、図５によって説明した第１実施例の各処理に、ステップＳ１
８，Ｓ１９，Ｓ２０の処理が加わった他、ステップＳ７の処理が変更した点が、第１実施
例と異なる。以下に、異なるステップのみ記述する。
【００７９】
　ＭＦＰ１０の配信設定部２０３は、配信設定取得部２０４から配信設定項目を取得する
と、その配信設定項目に当該ＭＦＰ１０で設定不可能な設定項目（設定情報）がないかを
チェックし、設定不可能な設定項目があったと判定した場合には、その旨を警告部２０８
に通知する（Ｓ１８）。
　警告部２０８は、配信設定部２０３から設定不可能な設定項目の通知を受けた場合に、
その通知内容を示す警告画面を操作部１０７上に表示して（設定不可を通知して）、この
まま処理を続行するか中止するかの選択をユーザに対して要求し（Ｓ１９）、ユーザによ
る処理の続行／中止の選択をチェックする（Ｓ２０）。
【００８０】
　配信設定部２０３は、ステップＳ１８で設定不可能な設定項目がないと判定された場合
には、そのまま第１実施例と同様に配信設定を行い、その内容をユーザインタフェース部
２０１へ渡すが、設定不可能な設定項目があると判定し、且つステップＳ２０でユーザに
よる操作部１０７上の操作によって処理の続行が選択され、その旨がユーザインタフェー
ス部２０１から通知された場合には、当該ＭＦＰ１０で設定可能な設定項目に変更し、そ
の変更後の配信設定項目に基づいて配信設定を行い、その内容をユーザインタフェース部
２０１へ渡す（Ｓ７）。
【００８１】
　図１３は、図１２のステップＳ１９で操作部１０７上に表示される警告画面の一例を示
す図である。
　設定不可能な設定項目が６００ｄｐｉの解像度であるため、図１３に示す警告画面では
、解像度を６００ｄｐｉに設定できないことと、デフォルトの解像度を設定してよいかを
ユーザに対して通知する例を示している。この警告画面は、図１１の配信設定部２０３が
配信設定を行う際に、当該ＭＦＰ１０に設定不可能な設定項目として６００ｄｐｉの解像
度があるため、操作部１０７上に表示される。
【００８２】
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〔操作履歴情報例〕
　次に、操作履歴情報について、図１４，図１５を参照して説明する。
　図１４は、図２の操作部１０７上に表示されるグループとプロジェクトを選択させるた
めのグループ／プロジェクト選択画面の一例を示す図である。
【００８３】
　操作履歴情報には、グループ（Ｇｒｏｕｐ）とプロジェクト（Ｐｒｏｊｅｃｔ）が含ま
れる。
【００８４】
　プロジェクトとは、あて先や解像度、カラー／白黒モード等の配信設定のことであり、
ユーザの用途に合わせて設定される。
　グループとは、プロジェクトをまとめたものである。
　グループとプロジェクトは、予めユーザ（実際には操作部１０７上を操作することによ
って）が設定しており、ユーザがグループを選択した後に、配信設定したいプロジェクト
を選択するようにしている。
【００８５】
　ただし、前述した各実施例のいずれかにおいて、操作履歴情報を解析し、各ユーザの操
作履歴情報の中に認証ユーザの操作履歴情報があり、その操作履歴情報による配信設定を
現在の配信設定に反映させた場合には、上述したようなグループ／プロジェクト選択画面
は表示されない。このグループ／プロジェクト選択画面は、各ユーザの操作履歴情報の中
に認証ユーザの操作履歴情報がなかった場合や、操作部１０７上の所定の操作によって表
示させることができる。
【００８６】
　図１５は、図３に示したサーバ２０のＨＤＤ３０６に保存されている各ユーザの操作履
歴情報および認証ユーザの操作履歴情報の一例を示す図である。
　図１５の（ａ）は、サーバ２０のＨＤＤ３０６に保存されている各ユーザの操作履歴情
報を、同図の（ｂ）は、ユーザがＭＦＰ１０にログインし、認証に成功した場合に操作履
歴情報解析部４０３が解析対象とする配信設定に利用する操作履歴情報、つまり認証ユー
ザの操作履歴情報をそれぞれ示している。
【００８７】
　この例は、ユーザＡが認証に成功した場合を示している。
　この場合、ユーザＡが予め利用頻度（最高頻度）による解析方法を設定していれば、グ
ループ「ＧｒｏｕｐＡ－１」のプロジェクト「ｐｒｏｊｅｃｔＡ－１」が、利用履歴（最
新履歴）での検索を設定していれば、「ＧｒｏｕｐＡ－１」のプロジェクト「ｐｒｏｊｅ
ｃｔＡ－３」が操作履歴情報の解析結果として選択される。
【００８８】
　以上、本発明を配信機能を有するデジタル複合機とサーバを使用する情報処理システム
に適用した実施形態について説明したが、本発明はこれに限らず、配信機能を有する各種
の画像形成装置（デジタル複合機，デジタル複写機，ファクシミリ装置，プリンタ等）や
画像読取装置（スキャナ装置等）等の画像処理装置と、サーバ等の管理装置を使用する情
報処理システムに適用可能である。また、画像処理装置の代わりに、配信機能を有するＰ
Ｃ等の情報処理装置を使用した情報処理システムにも、本発明を適用することは可能であ
る。
【００８９】
〔本発明に関わるプログラム〕
　このプログラムは、画像処理装置を制御するコンピュータであるＣＰＵに、本発明に関
わる配信設定手段，配信手段，受付手段，認証手段，配信関連情報取得手段，解析方法設
定手段，解析方法通知手段，および設定不可通知手段としての機能を、管理装置を制御す
るコンピュータであるＣＰＵに、操作履歴情報取得手段，操作履歴情報保存手段，操作履
歴情報解析手段，配信設定情報決定手段，操作履歴情報送信手段，および解析方法保存手
段としての機能をそれぞれ実現させるためのプログラムであり、このようなプログラムを
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【００９０】
　このようなプログラムは、はじめから画像処理装置および管理装置に備えるＲＯＭ、あ
るいは不揮発性メモリ（フラッシュＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ等）、あるいはＨＤＤなどの記
憶手段に格納しておいてもよいが、記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭ、あるいはメモリカード
，フレキシブルディスク，ＭＯ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－ＲＷ，ＤＶＤ＋Ｒ，ＤＶＤ＋ＲＷ，Ｄ
ＶＤ－Ｒ，ＤＶＤ－ＲＷ，又はＤＶＤ－ＲＡＭ等の不揮発性記録媒体（メモリ）に記録し
て提供することもできる。それらの記録媒体に記録されたプログラムを画像処理装置およ
び管理装置にインストールしてＣＰＵに実行させるか、ＣＰＵにそれらの記録媒体からこ
のプログラムを読み出して実行させることにより、上述した各手順を実行させることがで
きる。
　さらに、ネットワークに接続され、プログラムを記録した記録媒体を備える外部機器あ
るいはプログラムを記憶手段に記憶した外部機器からダウンロードして実行させることも
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、過去の配信設定を簡単な操作によっ
て現在の配信設定に反映できるため、配信設定時の操作性が向上する。したがって、本発
明を利用すれば、非常に使い勝手のよい画像処理装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００９２】
１：ネットワーク　　１０：ＭＦＰ　　１１：コントローラ　　１２：ＦＣＵ
１３：エンジンＩ／Ｆ　　１４：エンジン　　２０：サーバ　　１０１，３０１：ＣＰＵ
１０２，３０２：ＡＳＩＣ　　１０３，３０３：ＳＤＲＡＭ　　１０４，３０４：ＲＯＭ
１０５，３０５：ＮＶＲＡＭ　　１０６，３０６：ＨＤＤ　　１０７：操作部
１０８，３０７：モデム　　１０９，３０８：ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ
１１０，３０９：ＩＥＥＥ１３９４・Ｉ／Ｆ　　１１１，３１０：ＭＡＣ・Ｉ／Ｆ
２０１：ユーザインタフェース部　　２０２：認証部　　２０３：配信設定部
２０４：配信設定取得部　　２０５：操作履歴情報送信部　　２０６：配信実行部
２０７：解析方法設定部　　２０８：警告部　　４０１：操作履歴情報保存部
４０２：配信設定決定部　　４０３：操作履歴情報解析部　　４０４：解析方法保存部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９３】
【特許文献１】特開２００８－１０３９０３号公報
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