
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を対象にした複数の機能を備え る複合型
画像処理装置であって、

前記所定の画像の内容に関連する画像に関す
る関連情 、無線通信により読み出す読み出し手段と、
　読み出し手段により読み出された関連情報に基づいて、

　

機能の対象となる画像を利用者に選択させるための の一覧
表示
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、各機能を操作するための操作画面を備え

　所定の画像が形成された原稿がセットされる原稿載置部と、
　原稿載置部に原稿がセットされたことを検出する原稿検出部と、
　原稿検出部により原稿がセットされたことが検出された場合には、非接触ＩＣタグが埋
め込まれた原稿が存在するか否かを判断するタグ判断手段と、
　タグ判断手段により非接触ＩＣタグが埋め込まれた原稿が存在すると判断された場合に
は、当該非接触ＩＣタグに記憶されている、

報を
ネットワークを介して接続され

たファイルサーバから関連文書を検索する検索手段と、
検索手段による検索の結果、関連文書が存在した場合には、前記複数の機能のうちの、

前記ファイルサーバから関連文書をダウンロードして処理する機能を操作する画面と、当
該 検索された関連文書 とを、前
記操作画面に させ、
　タグ判断手段により非接触ＩＣタグが埋め込まれた原稿が存在しないと判断された場合
と、検索手段による検索の結果、関連文書が存在しなかった場合には、前記複数の機能の
うちの、原稿載置部にセットされる原稿に形成された所定の画像に対して処理する機能を



させる制御手段と
　を備えることを特徴とする複合型画像処理装置。
【請求項２】
　前記関連情報は、前記関連する画像の所在に関する所在情報を含み、
　前記複合型画像処理装置は、さらに、
　前記 に表示された の一覧からいずれかを、
機能の対象となる画像として、利用者に選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択させた画像の内容を、対応する所在情報に基づいてダウンロー
ドするダウンロード手段とを備えること
　を特徴とする請求項１に記載の複合型画像処理装置。
【請求項３】
　前記画像を対象にした複数の機能には、画像形成機能が含まれ、
　前記複合型画像処理装置は、さらに、
　前記画像形成機能を利用して 記録シート上に画像を形
成する際に、前記非接触ＩＣタグに、前記関連情報を書き込

書き込み手段を備えること
　を特徴とする請求項１及び２のいずれか１項に記載の複合型画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像を対象にした複数の機能には、前記 に載置された原稿

を読み取って画像データを生成する画像読取機能が含まれ、

　前記複合型画像処理装置は、さらに、
　 記画像読取機能を利用して、

を読み取る読み取り手段を備えること
　を特徴とする請求項 １項に記載の複合型画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばコピー、プリンタ、スキャナ、ネットワーク接続など、複数の機能を備
える複合型画像処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、例えば、コピー、プリンタ、スキャナなどの各機能や、インターネット等のネット
ワークに接続してファイルの検索、電子メールの送受信を行う機能など、複数の機能を備
える複合型画像処理装置が種々実用化されている。一方、いわゆるリーダライタとの間で
無線通信を行うことにより情報の書き込み、読み出しが可能な非接触型のＩＣタグ（ＲＦ
－ＩＤ）も開発されている。非接触ＩＣタグ（以下、単に「ＩＣタグ」という。）は、最
近では小型化、低価格化が進行し、０．４ｍｍ四方のＩＣタグを紙幣に埋め込み、固体識
別に用いるという提案もなされているところである。
【０００３】
このような状況において、ＩＣタグが埋め込まれたＩＤカードを所持した利用者が画像形
成装置に近づくと、画像形成装置が、ＩＣタグに記憶されている個人設定情報を読み出し
、自動的に画像形成装置の設定を変更する技術が、例えば特許文献１に開示されている。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００－３２１９３８号公報
【０００５】
【特許文献２】
特開２００１－２５７８６２号公報
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操作する画面を、前記操作画面に表示

操作画面 関連文書 ダウンロードして処理する

、非接触ＩＣタグが埋め込まれた
んで、前記非接触ＩＣタグが

埋め込まれた原稿を生成する

原稿載置部 に形成された
所定の画像
　前記原稿載置部にセットされる原稿に形成された所定の画像に対して処理する機能は、
前記画像読取機能に相当し、

前 前記原稿載置部にセットされる原稿に形成された所定の
画像

１から３のいずれか



【０００６】
【特許文献３】
特開２００１－９６８１４号公報
【０００７】
【特許文献４】
特開２００２－１４９３７０号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、同一の利用者であっても、好ましい設定が常に同一であるとは限らない。
また、例えば原稿に形成された画像の内容によって、複合型画像処理装置が備える複数の
機能のいずれを利用したいかが異なってくるような場合もある。上記の従来技術では、そ
のような状況に対応することができないという問題点を有していた。本発明は、係る問題
点に鑑みてなされたものであって、利用者から見て、より使い勝手のよい複合型画像処理
装置を提供することを目的としている。
【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、本発明に係る複合型画像処理装置は、複数の機能を備える複
合型画像処理装置であって、非接触ＩＣタグに記憶された情報を、無線通信により読み出
す読み出し手段と、前記読み出し手段により読み出された情報に基いて、前記複数の機能
のいずれかを判断する判断手段と、表示手段と、前記表示手段に表示させる画面を制御す
る表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、前記判断手段による判断の結果に基き、
前記表示手段に表示させる画面を切り替えることを特徴としている。
【００１０】
この構成では、非接触ＩＣタグに記憶されている情報に基いて複合型画像処理装置が備え
る複数の機能の中のいずれの機能を利用するかを判断し（一つの機能を利用する場合に限
定されず、複数の機能を利用する場合も含む。）、例えば操作パネルに設けられる液晶パ
ネルなどの表示手段に表示される画面を切り替える。
【００１１】
従って、例えば、前記複合型画像処理装置は画像形成機能を備え、さらに、前記非接触Ｉ
Ｃタグが埋め込まれた記録シート上に画像を形成する際に、前記非接触ＩＣタグに、形成
される画像に関連する情報を書き込む書き込み手段を備えるようにすれば、同一の利用者
でも、例えば記録シート上に形成されている画像の内容等に基づいて画面を切り替えるこ
とができ、利用者から見た使い勝手が向上する。もっとも、具体的な適用方法はこれに限
定されず、非接触ＩＣタグに記憶される情報の内容、情報を記憶する方法等も他に種々考
えられるため、例えばコピー画面とファックス画面の切り替えや、初期設定値の切り替え
など、多くの適用方法が考えられる。この場合の画面の切り替えは、従来と異なり利用者
が何らの操作（例えば切り替えボタンの押下など）を行う必要なく、自動的に切り替えが
行われるため、利用者は煩雑な操作から開放され、操作性が向上する。もっとも、リセッ
トボタンの押下などにより、初期画面に戻すようにすることも勿論可能である。また、例
えば電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置に適用する場合など、画像形成プロセス
において非接触ＩＣタグの記憶内容が好ましくない影響を受ける可能性があるような場合
（例えば、転写電圧などの影響により記憶内容が変化する等）には、記録シートを最終的
に排出する直前などに情報を書き込むようにすることが好ましい。
【００１２】
他の一適用例として、前記複合型画像処理装置はネットワークに接続する機能を備え、さ
らに、前記読み出し手段により読み出された情報に基き、前記ネットワークに接続された
サーバから情報を検索する検索手段を備え、前記表示制御手段は、前記検索手段による検
索の結果を前記表示手段に表示させるようにすれば、例えば会議用の書類と、当該書類の
内容と関連した画像ファイルやプレゼンテーション用ファイル等とを関連させておき、検
索の結果、関連する情報が得られた場合に、その旨を画面に表示させることができ、さら
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に使い勝手が向上する。
【００１３】
また、前記複合型画像処理装置は、記録シートが所定の位置に載置されたことを検出する
検出手段を備え、前記読み出し手段は、前記検出手段により記録シートの載置が検出され
た場合に、記録シートに埋め込まれた非接触ＩＣタグへの通信を要求する信号を送信する
ようにすれば、単に非接触ＩＣタグが埋め込まれた記録シートを持った人が周辺を通りが
かっただけで画面が切り替わる、といった不都合を防止することができる。検出手段が載
置を検出する所定の位置として、例えば複写機の場合であれば、自動原稿搬送装置（ＡＤ
Ｆ）の原稿載置トレイに原稿がセットされたことを検出することができるが、これに限定
されず、任意の位置にセンサを設けて検出することが可能である。
【００１４】
前記複合型画像処理装置は、前記所定の位置に載置された原稿を読み取って画像データを
生成する画像読取装置の機能を備え、前記読み取り手段により、非接触ＩＣタグから情報
を読み出せなかった場合には、載置された原稿に対して通常の画像読取処理を行うことが
好ましい。なお、画像読取機能を有すれば、ファックス装置、複写機などにも適用可能で
あり、通常のファックス送信、複写処理などを行うようにすることもできる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る複合型画像処理装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明
する。
（１）複合型画像処理装置の構成
図１は、本発明の実施の形態に係る複合型画像処理装置（以下、「ＭＦＰ」という。）１
００において、本発明の実施に関連する部分の構成を示す機能ブロック図である。
【００１６】
同図に示されるように、本実施の形態のＭＦＰ１００は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、
ＲＡＭ１０３、バスブリッジ１０４、画像制御部１０５、画像メモリ１０６、スキャナＩ
Ｆ（インタフェース）１０７、スキャナ部１０８、プリンタＩＦ１０９、プリンタ部１１
０、パネルＩＦ１１１、操作パネル１１２、ネットワークＩＦ１１３、シリアル通信ＩＦ
１１４、及びＩＣタグリーダライタ部１１５、原稿検出センサ１１６を含んでいる。
【００１７】
バスブリッジ１０４は、ＣＰＵ１０１が接続された高速のＣＰＵバス１２０と、画像制御
部１０５等が接続された汎用バス１２２との間に設けられている。バスブリッジ１０４に
は、例えばＣＰＵバス１２０及び汎用バス１２２の間で共用されるデータが記憶されるＲ
ＯＭ１０２や作業領域となるＲＡＭ１０３が接続される。
【００１８】
画像制御部１０５と接続された画像バス１２１には、画像メモリ１０６、スキャナＩＦ１
０７、プリンタＩＦ１０９が接続されている。スキャナＩＦ１０７には原稿画像を読み取
って画像データを生成するスキャナ部１０８が接続されており、プリンタＩＦ１０９には
、画像メモリ１０６に格納されている画像データに基づいて画像を形成するプリンタ部１
１０が接続されている。画像バス１２１に接続された部については公知のものであるから
、ここでの詳細な説明は省略する。
【００１９】
本実施の形態では、図１には不図示の自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）に原稿が載置されたこ
とを原稿検出センサ１１６が検出すると、ＩＣタグリーダライタ部１１５から、不図示の
アンテナを介してＩＣタグへの通信を要求するリクエスト信号が送信される。ＩＣタグリ
ーダライタ部１１５とＩＣタグとの間の無線通信は、ＩＳＯ１４４４３やＩＳＯ１５６９
３に規定された各種通信方式を用いて行うことができるが、これに限定されない。もっと
も、いずれの通信方式を用いた場合でも、まず、ＩＣタグリーダライタ部１１５から通信
を要求するリクエスト信号を送信する必要があるため、本実施の形態では、原稿検出セン
サ１１６により原稿が検出された場合にリクエスト信号を送信するようにしたものである

10

20

30

40

50

(4) JP 3738761 B2 2006.1.25



。
【００２０】
ＣＰＵ１０１は、ＩＣタグリーダライタ部１１５とＩＣタグとの間の通信によってＩＣタ
グから読み出された情報に基き、ネットワークＩＦ１１３を介してＬＡＮ５００に接続さ
れたファイルサーバからファイルを検索したり、操作パネル１１２の表示切替などの処理
を行うように制御する。操作パネル１１２には、特に図示はしないが、テンキーやスター
トキー、リセットキーなどの各種キーに加えて液晶パネルなどの表示手段が設けられてい
る。
【００２１】
また、ＣＰＵ１０１は，ＩＣタグが埋め込まれた記録シートに最初に画像を形成する際に
は、ＬＡＮ５００を介してプリントジョブを投入した利用者から併せて送信されてきた情
報をＩＣタグに書き込む等の処理を行うように制御する。ＩＣタグリーダライタ部１１５
による画像形成時、及び記録シート接近時の処理内容については、後に詳細に説明する。
【００２２】
（２）ネットワークシステムの構成
図２は、本実施の形態のＭＦＰ１００が接続されるネットワークシステムの構成及びＭＦ
Ｐ１００におけるＩＣタグリーダライタ部１１５の設置位置について説明するための図で
ある。ＭＦＰ１００のネットワークＩＦ１１３と接続されたＬＡＮ５００には、ファイル
サーバ２００及びクライアントＰＣ３００が接続されており、ＭＦＰ１００は、クライア
ントＰＣ３００から投入されたプリントジョブに従って、画像を形成する。この際に、新
規な記録シートに埋め込まれたＩＣタグに情報を書き込む。また、ＭＦＰ１００に設けら
れたＡＤＦに載置された原稿に埋め込まれたＩＣタグに既に情報が記録されている場合な
どには、記録された情報を読み取り、ファイルサーバ２００に対する検索を行ったり、操
作パネル１１２に含まれる表示手段の表示内容を切り替えたりする。
【００２３】
本実施の形態のＩＣタグリーダライタ部１１５は、図２に示されるように、ＡＤＦにおい
て記録シートが載置される部分（図中「１１５ａ」で表す。）、及び画像が形成された記
録シートが排紙される部分（図中「１１５ｂ」で表す。）の二ヶ所に通信用のアンテナを
設けており、無線通信によりＩＣタグへの情報の読み書きを行う。もっとも一般的にＩＣ
タグとリーダライタとの間で電磁誘導方式によって通信を行う場合には、通信可能距離が
約１ｍ程度であるから、ＭＦＰ１００のいずれか一ヶ所にアンテナを設けるようにしても
よい。
【００２４】
（３）最初の画像形成時におけるクライアントＰＣ３００での処理内容
次に、ＩＣタグが埋め込まれた記録シートに最初に画像を形成する際に、プリントジョブ
を投入するクライアントＰＣ３００で行う処理の内容について説明する。本実施の形態で
は、ＩＣタグが埋め込まれた記録シートに最初に画像が形成される際に、ＩＣタグに当該
形成される画像（ないし画像を記録したファイル）の内容に関連したファイル等に関する
情報（以下、「関連情報」という。）が記録される。
【００２５】
図３及び図４は、クライアントＰＣ３００で実行されるプリント指示処理の内容について
説明するためのフローチャートである。本フローチャートの処理を行うプログラムは、例
えばクライアントＰＣ３００にインストールされるプリンタドライバに含めることができ
る。プリント指示処理では、まず、関連情報をＩＣタグに書き込むか否かが判断される（
Ｓ１０１）。
【００２６】
関連情報をＩＣタグに書き込むか否かの選択、及び関連情報のファイル名、所在等に関す
る情報は、例えば図５に示されるような画面３１０をクライアントＰＣ３００の表示装置
に表示することにより利用者が入力することができる。同図の例では、関連情報を書き込
むか否かを指定するチェックボックス３１１、テキストボックス３１２１～３１２３にキ
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ーワードを入力するか、関連情報を手動入力するかを指定するチェックボックス３１２、
関連情報をファイル名で自動検索するか否かを指定するチェックボックス３１３、関連情
報を日付で自動検索するか否かを指定するチェックボックス３１４、関連情報をファイル
の所有者で自動検索するか否かを指定するチェックボックス３１５が表示されている。
【００２７】
ステップＳ１０１では、上記画面において「関連情報を書き込む」のチェックボックス３
１１がチェックされたか否かが判断され、チェックされている場合には（Ｓ１０１：ＹＥ
Ｓ）、まずプリントしようとしているファイルの所在に関する情報を取得する（Ｓ１０２
）。そして、当該ファイルがファイルサーバ２００に存在するか否かを判定し（Ｓ１０３
）、ファイルサーバに存在しない場合には（Ｓ１０３：ＮＯ）、プリントしようとするフ
ァイルを、ファイルサーバ２００に保存する（Ｓ１０４）。このように一度プリントした
ファイルをファイルサーバに保存することにより、次回に、例えば同一のファイルをコピ
ーするような指示がなされた場合に、ファイルサーバからファイルをダウンロードしてプ
リントすることも可能となる。
【００２８】
そして関連情報の検索条件を取得する（Ｓ１０５）。この処理は、前記した図５の画面に
おいて、どのチェックボックスがチェックされているかを検出することにより行うことが
できる。そして検索条件に応じて関連情報を取得する（Ｓ１０６）。ここでは、検索条件
に応じてファイルサーバ２００への検索処理を行い、関連情報が取得できるか否かが判定
される。
【００２９】
その後、図４のフローチャートへと移行し、非接触ＩＣタグに書き込むべき関連情報が取
得可能である場合には（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、関連情報を順次取得する。関連情報の内容
の具体例としては、関連する情報を含むファイル（以下、「関連文書ファイル」という。
）に関する情報、具体的には、関連文書ファイルの所在を示す情報（例えば複数のファイ
ルサーバが接続されている場合には、どのファイルサーバか、及び当該ファイルサーバ内
での所在を示すパス名等）を順次取得することが考えられる（Ｓ１０８）。
【００３０】
検索条件として、手動入力が指定されている場合（図５の画面３１０においていずれのチ
ェックボックスも指定されていない場合）であって、テキストボックス１３２１～１３２
３のいずれにも何も入力されていない場合には、ステップＳ１０６にて、例えばファイル
サーバ２００に格納されているファイルの一覧を表示して、利用者に選択させるようにす
ることができる。選択されたファイルについて、ステップＳ１０８及びＳ１０９にて順次
関連情報を取得することができる。
【００３１】
検索条件として「ファイル名で検索」が指定されている場合（チェックボックス３１３が
指定されている場合）には、プリントすべきプリントファイルとファイル名称が同一で拡
張子が異なるようなファイルを検索して、関連文書ファイルとして取り扱う。ステップＳ
１０８で順次取得する関連情報の内容については上記と同様に考えることができる。また
、検索された関連文書ファイルを一旦一覧表示して利用者に選択させるようにしてもよい
。これらの点は他の検索条件の場合も同様である。
【００３２】
検索条件として「日付で検索」が指定されている場合（チェックボックス３１４が指定さ
れている場合）には、プリントすべきプリントファイルと作成日（あるいは更新日）が同
一のファイルを検索して、関連文書ファイルとする。
検索条件として「所有者で検索」が指定されている場合（チェックボックス３１５が指定
されている場合）には、プリントすべきプリントファイルと所有者が同一のファイルを検
索して、関連文書ファイルとする。
【００３３】
なお、「キーワード」のチェックボックス３１２が指定されている場合には、テキストボ
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ックス３１２１～３１２３に関連情報検索のためのキーワードが入力されているものと解
釈される。従って、入力されたキーワードに基づいてファイルサーバ２００からのファイ
ルの検索を行い、検索の結果をクライアントＰＣ３００に一覧表示する。利用者は、一覧
表示されたファイルの中から関連文書ファイルを選択することができる。
【００３４】
関連情報の取得を全ての関連文書ファイルについて行った後は（Ｓ１０９：ＮＯ）、ＭＦ
Ｐ１００に対してプリントデータを送出する（Ｓ１１０）。その後、その他の情報として
関連情報が存在する場合には（Ｓ１１１：ＹＥＳ）、原稿情報（プリントの対象となって
いるプリントファイルの名称、所在等に関する情報）に加えて関連情報も併せて送出する
（Ｓ１１２）。送信される原稿情報及び関連情報の内容の一例を図６に示す。関連情報が
ない場合には原稿情報のみを送出する（Ｓ１１３）。
【００３５】
（４）画像形成時のＭＦＰ１００の処理内容
次に、上記のようにクライアントＰＣ３００から送信されたプリントデータに基づき、画
像を形成する際のＭＦＰ１００の処理内容について説明する。図７は、画像形成時のＭＦ
Ｐ１００の処理内容について説明するためのフローチャートである。同図に示されるよう
に、本実施の形態では、ＭＦＰ１００で動作する不図示のメインルーチンから同図のプリ
ント処理が呼び出される形式となっており、プリントデータを受信していない場合（Ｓ２
０１：ＮＯ）には、特に処理を行わずにメインルーチンにリターンする。
【００３６】
プリントデータを受信した場合には（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、送信されてきたデータから、
原稿情報及び関連情報を抽出する（Ｓ２０２）。そして画像形成すべきプリントデータを
ＲＩＰ（ラスタ・イメージ・プロセッサ）でイメージデータに展開し（Ｓ２０３）、記録
シートへの印字処理を行う（Ｓ２０４）。これらの処理は公知であるから、詳細な説明は
省略する。
【００３７】
そして、ＩＣタグリーダライタ部１５０から所定のリクエスト信号の送信などを行って記
録シートにＩＣタグが埋め込まれているか否かを検出し、ＩＣタグが埋め込まれている場
合であって（Ｓ２０５：ＹＥＳ）、関連情報が存在する場合には（Ｓ２０６：ＹＥＳ）、
原稿情報及び関連情報をＩＣタグに書き込む（Ｓ２０７）。ＩＣタグがあっても書き込む
べき関連情報がない場合には（Ｓ２０６：ＮＯ）、ＩＣタグに原稿情報のみを書き込む（
Ｓ２０８）。そして記録シートを排出して（Ｓ２０９）、プリント処理を終了する。
【００３８】
（５）ＩＣタグ接近時のＭＦＰ１００の処理内容
次に、例えば情報が書き込まれたＩＣタグが埋め込まれた記録シートがＡＤＦ上に載置さ
れた場合などのＭＦＰ１００の処理内容について説明する。ＩＣタグリーダライタ部１５
０は、例えば前記したＩＳＯ１４４４３やＩＳＯ１５６９３に規定される通信方式に従っ
て、間欠的にリクエスト信号を送信している。もっとも通信方式はこれに限定されず、ま
た、どのような通信方式を用いるかも任意であるから、ここでは通信方式に関する詳細な
説明は省略する。近辺にＩＣタグが存在していれば、前記リクエスト信号に対してＩＣタ
グがレスポンス信号を応答する。その後の両者の間の無線通信によって、ＩＣタグリーダ
ライタ部１５０は、ＩＣタグから情報を読み出すことができる。
【００３９】
図８、図９、図１１～図１３は、ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰ１００の処理内
容を示すフローチャートである。本実施の形態では、ＡＤＦに設けられた原稿検出センサ
１１６によって原稿のセットが検出された場合に（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、上記リクエスト
信号の送信等の処理を行ってＩＣタグからの情報の読み出しを行うようにしている（Ｓ３
０２）。これは、単にＩＣタグ付き原稿を所持した者が近辺を通過したような場合にまで
以後の処理を行うことは適切でない場合も有り得るからである。
【００４０】
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なお、ＡＤＦに原稿がセットされていない場合（Ｓ３０１：ＮＯ）、若しくは原稿がセッ
トされてもＩＣタグが埋め込まれた原稿が存在しない場合には（Ｓ３０３：ＮＯ）、図１
０（ａ）に示されるような通常のコピーモードの画面が操作パネルに表示される（Ｓ３０
４）。一般的に複合型画像処理装置の操作パネルを操作して使う機能としては、▲１▼原
稿のコピーを行う「コピーモード」、▲２▼原稿をスキャンして電子化し、ファイルサー
バに格納させたりＰＣに送信する「スキャンモード」、▲３▼文書をＦＡＸ送信したり、
メール送信する「ＦＡＸ／ネットワークモード」、▲４▼手動で蓄積文書のプリントを行
う「プリントモード」が挙げられるが、これらの中では▲１▼のコピーモードを使用する
頻度が高いことから、通常の画面としてはコピーモードの画面を表示するようにしている
。ＩＣタグが埋め込まれた原稿が存在した場合には（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、ＩＣタグから
読み出した関連情報に基いて、ファイルサーバ２００に対して関連文書の検索を行う（Ｓ
３０５）。
【００４１】
本実施の形態では、上記の検索の結果、関連文書ファイルが存在した場合に（Ｓ３０６：
ＹＥＳ）、ネットワークへの接続、ファイルの検索機能を利用するものと判断し、操作パ
ネル１１２に設けられる液晶パネル等の表示部に表示する画面を、図１０（ｂ）に示され
るような関連文書操作画面に切り替え（Ｓ３０７）、検索された関連文書を一覧表示する
（Ｓ３０８）。図１０（ｂ）の例では、ＭＦＰ１００のＡＤＦに載置された原稿に埋め込
まれたＩＣタグに記憶された原稿情報から、原稿のファイル名が「原稿１」であることを
示しており、関連情報として、関連文書のファイル名「関連文書１」、「関連文書２」、
「関連文書３」のファイルがファイルサーバ２００に存在することを示している。利用者
は、関連文書のいずれかを選択することができ（図１０（ｃ）は、関連文書１が選択され
た状態を示す図である。）、選択された関連文書１をファイルサーバ２００からダウンロ
ードしてプリントしたり（図１０（ｃ）に示されるように「プリント」が選択された状態
でスタートキーを押下することで関連文書１をプリントすることができる。）、入力した
メールアドレスに対してメール送信することができる（図１０（ｄ）参照）。
【００４２】
以上のように、関連文書をプリントしたり、メール送信したりする際のＭＦＰ１００の処
理内容が図９のフローチャートに示される。即ち、いずれかの関連文書が選択されている
か否かが判定され（Ｓ３０９）、選択された場合であって（Ｓ３０９：ＹＥＳ）、メール
モードが選択された場合（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、スタートボタンが押下された場合に（Ｓ
３１１：ＹＥＳ）、メールアドレスが入力されていれば（Ｓ３１２：ＹＥＳ）、選択され
た関連文書が入力されたメールアドレスにメール送信される（Ｓ３１３）。なお、スター
トボタンが押下されたが（Ｓ３１１：ＹＥＳ）、メールアドレスが入力されていない場合
は（Ｓ３１２：ＮＯ）、図１１のフローチャートへと移行して、エラーメッセージを表示
し（Ｓ３１４）、図９のフローチャートのステップＳ３０９へと戻る。
【００４３】
ステップＳ３１０でメールモードが選択されていない場合（Ｓ３１０：ＮＯ）、本実施の
形態ではプリントモードが選択されるので、図１２のフローチャートへと移行し、スター
トボタンが押下された場合に（Ｓ３１５：ＹＥＳ）、選択された関連文書のプリント処理
を行って（Ｓ３１６）、不図示のメインルーチンへリターンする。なお、本実施の形態で
は、関連文書が選択されていない場合に（Ｓ３０９：ＮＯ）、図１３のフローチャートへ
と移行し、スタートボタンが押下された場合には（Ｓ３１７：ＹＥＳ）、ＡＤＦにセット
された原稿のコピー処理（通常の処理であって、画像読取処理及び画像形成処理を含む。
）を行うようにしている（Ｓ３１８）。
【００４４】
以上に説明したように、本実施の形態のＭＦＰは、非接触ＩＣタグが埋め込まれた原稿が
ＡＤＦに載置された場合に、読み出し手段を構成するＩＣタグリーダライタ部１１５によ
りＩＣタグから情報を読み出し、操作パネル上の液晶パネル等の表示手段に表示される表
示画面を切り替えるとともに、関連情報に基いてファイルサーバ２００に対して検索を行
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い、関連文書ファイルが検索された場合には当該関連文書ファイルの一覧を表示する。そ
して、表示された関連文書ファイルから選択されたファイルについて、簡単な操作でプリ
ント処理を行ったり、メール送信をすることができるので、利用者にとって非常に使い勝
手がよい。
【００４５】
なお、本発明を実現するコンピュータプログラム（クライアントＰＣにインストールされ
るプログラムやＭＦＰ内で動作するプログラム等）は、例えば磁気テープ、フレキシブル
ディスク等の磁気ディスク、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＭＯ、ＰＤなどの光記録
媒体、Ｓｍａｒｔ　Ｍｅｄｉａ（登録商標）、ＣＯＭＰＡＣＴＦＬＡＳＨ（登録商標）な
どのフラッシュメモリ系記録媒体等、コンピュータ読み取り可能な各種記録媒体に記録す
ることが可能であり、当該記録媒体の形態で生産、譲渡等がなされる場合もあるし、プロ
グラムの形態で、インターネットを含む有線、無線の各種ネットワーク、放送、電気通信
回線、衛星通信等を介して伝送、供給される場合もある。
【００４６】
また、本発明に係るプログラムは、上記に説明した処理をコンピュータに実行させるため
の全てのモジュールを含んでいる必要はなく、例えば通信プログラムや、オペレーティン
グシステム（ＯＳ）に含まれるプログラムなど、別途情報処理装置にインストールするこ
とができる各種汎用的なプログラムを利用して、本発明の各処理をコンピュータに実行さ
せるようにしてもよい。従って、上記した本発明の記録媒体に必ずしも前記全てのモジュ
ールを記録している必要はないし、また、必ずしも全てのモジュールを伝送する必要もな
い。さらに所定の処理を専用ハードウェアを利用して実行させるようにすることができる
場合もある。
【００４７】
＜変形例＞
以上、本発明を種々の実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明の内容が、上記実施
の形態に示された具体例に限定されないことは勿論であり、例えば、以下のような変形例
を考えることができる。
（１）即ち、上記実施の形態では、ＩＣタグを埋め込んだ記録シートを用いる場合につい
て説明したが、ＩＣタグ等の非接触型情報媒体は必ずしも記録シートに埋め込む必要はな
く、例えば、非接触型情報媒体の一例としてのＩＣカードを携帯電話機に挿入したような
場合に適用することも可能である。即ち、予め所定の情報を記録したＩＣカードがＭＦＰ
に接近したような場合に、操作パネルの表示画面を切り替えるようにすることも可能だか
らである。
【００４８】
（２）また、上記実施の形態では、非接触ＩＣタグに関連情報を書き込み、当該関連情報
が読み出された場合にネットワーク機能、より具体的にはファイル検索やダウンロードの
機能を利用すると判断し、表示画面に関連文書の一覧を表示するようにしたが、このよう
な処理に限定されず、例えば非接触ＩＣタグに記憶された情報（例えば「社内用」と「社
外送付用」とのいずれかを記憶しておく等。）に基き、コピー画面とファックス送信画面
とを切り替えたり、例えば「会議用」との情報が記憶されている場合に、コピー機能を利
用すると判断し、コピーの部数を自動的に変更するなど、種々の変形例を考えることがで
きる。
【００４９】
（３）また、関連文書があった場合には、セットされた原稿に対するコピーよりも関連文
書に対して処理する機能、即ち関連文書をプリントする機能やＦＡＸ・メール送信する機
能を使う頻度が高いと考えられるので、図１４（ｂ）に示されるように、プリントモード
の画面を表示させたり、図１４（ｃ）のようにＦＡＸ／ネットワークの画面を表示させる
ように切り替えることもできる。このようにすることでユーザの使い勝手を向上させるこ
とが可能となる。
【００５０】
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（４）上記実施の形態では、ＡＤＦに載置された記録シートに埋め込まれたＩＣタグに全
て同じ情報（原稿情報及び関連情報）が記憶されている場合について説明したが、複数種
類の原稿に対応する情報が記憶されたＩＣタグが混在している場合もある。そのような場
合には、操作パネルに切り替えボタンを設けて順次関連情報の表示を切り替えるようにし
てもよい。なお、情報の内容が原稿情報や関連情報だけでない場合には、情報の内容に応
じて画面を切り替えるような処理を加えることもできる。
【００５１】
（５）さらに、上記実施の形態では、一のプリントジョブで複数枚の記録シートに画像を
形成する場合、当該複数枚の記録シートに埋め込まれたＩＣタグのそれぞれに同一の情報
が書き込まれる場合について説明した。しかしながら、一のプリントジョブでも、例えば
異なるページごとに異なる関連情報を書き込むようにすることも可能である。この場合、
クライアントＰＣ３００の側で、ページごとに異なる関連情報を設定することを可能とす
るとともに、ＭＦＰ１００の側では、ＩＣタグのそれぞれに個別に割り振られる識別子を
読み取って、ページごとに異なる情報を書き込むようにすればよい。異なる関連情報が書
き込まれた複数の原稿が、例えばＡＤＦに載置された場合の処理は、上記した、複数種類
の原稿に対応する情報が記憶されたＩＣタグが混在している場合と同様に考えることがで
きる。
【００５２】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係る複合型画像処理装置によれば、ＩＣタグに記憶された情報に
基いて、複数の機能のいずれかを判定し、表示画面を切り替えるようにしているので、利
用者にとって、より使い勝手のよい複合型画像処理装置を提供することができるという効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における複合型画像処理装置の全体構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態のＭＦＰが接続されるネットワークシステムの構成、及びＭ
ＦＰにおけるＩＣタグリーダライタ部の設置位置について説明するための図である。
【図３】クライアントＰＣで実行されるプリント指示処理の内容について説明するための
フローチャートである。
【図４】クライアントＰＣで実行されるプリント指示処理の内容について説明するための
フローチャートである。
【図５】関連情報をＩＣタグに書き込むか否かの選択や、関連文書ファイルの検索条件、
関連文書ファイルのファイル名、キーワード等を入力するために、クライアントＰＣの表
示装置に表示する画面の一例を示す図である。
【図６】関連情報の内容の一例を示す図である。
【図７】画像形成時のＭＦＰの処理内容について説明するためのフローチャートである。
【図８】ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰの処理内容を示すフローチャートである
。
【図９】ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰの処理内容を示すフローチャートである
。
【図１０】（ａ）操作パネルに表示される通常のコピーモードの画面の一例を示す図であ
る。
（ｂ）関連文書操作画面の一例を示す図である。
（ｃ）関連文書の中から関連文書１が選択された状態を示す図である。
（ｄ）関連文書１をメール送信する旨が選択された状態を示す図である。
【図１１】ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰの処理内容を示すフローチャートであ
る。
【図１２】ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰの処理内容を示すフローチャートであ
る。
【図１３】ＩＣタグから情報を読み出す際のＭＦＰの処理内容を示すフローチャートであ
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る。
【図１４】本発明の変形例における関連文書操作画面の例を示す図である。
【符号の説明】
１００　　　　　　　　複合型画像処理装置（ＭＦＰ）
１１１　　　　　　　　パネルＩＦ（インタフェース）
１１２　　　　　　　　操作パネル
１１５　　　　　　　　ＩＣタグリーダライタ部
２００　　　　　　　　ファイルサーバ
３００　　　　　　　　クライアントＰＣ
５００　　　　　　　　ＬＡＮ 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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