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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理装置であって、
　操作を受けてブラウンジングするWebブラウザと、
　画像処理装置を使用している使用者の使用者名を特定するための特定手段と、
　使用者名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭
載されているWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連
付けたURL情報として管理するURL管理手段と、
　使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在とを含む通知先情報を管理する使用
者端末管理手段と、
　前記URL情報から前記特定された使用者名に関連するURL情報を抽出する抽出手段と、
　抽出されたURL情報を、前記通知先情報に示される前記特定された使用者名に対応する
端末装置の所在へと送信する送信手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記通知先情報は、前記使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在と当該端末
装置所在下のWebブラウザがURL履歴を保存するディレクトリパスとを含み、
　前記抽出手段は、前記URL情報に含まれる前記アクセスしたURLのリストを抽出し、
　前記送信手段は、前記抽出されたURLのリストを、前記特定された使用者名に対応した
、前記通知先情報に示される前記端末装置所在下のディレクトリパスへと送信する
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ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記URL情報は、Webブラウザに登録されたURLのリストと、登録時のWebブラウザ使用者
名とを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記通知先情報は、前記使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在と当該端末
装置所在下のWebブラウザがURLアドレス帳を保存するディレクトリパスとを含み、
　前記抽出手段は、前記URL情報から前記特定された使用者名に関連する前記登録されたU
RLのリストを抽出し、
　前記送信手段は、前記抽出されたURLのリストを、前記特定された使用者名に対応した
、前記通知先情報に示される前記端末装置の所在下のディレクトリパスへと送信する
ことを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記抽出手段は、ブラウジング終了時点またはログアウト時点に、その時点までの前記
特定手段により特定された使用者名に関連するURLのリストを抽出し、前記送信手段は、
抽出されたURL情報の送信を開始する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記URL情報は、前記アクセスしたURLのリストと、前記特定手段により特定された前記
各アクセス時の使用者名と、各アクセス日時とを含み、
　前記抽出手段は、前記特定手段により特定された使用者名に関するログアウトを契機と
して、前記URL情報から、当該特定された使用者名の最終ログイン時間帯に含まれるアク
セス日時のURLのリストを抽出し、
　前記送信手段は、抽出されたURL情報の送信を開始する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記URL情報は、前記URLのリスト中の各URLに関して、閲覧中のWebページを介した印刷
指示、送信指示またはダウンロード指示を含む特別操作が実行されたかどうかの有無情報
を含み、
　前記抽出手段は、前記URL情報から、前記特別操作有りのURLのリストを抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　さらに、入力手段を備え、
　前記Webブラウザは、前記入力手段を介してURLの手入力を受け付ける機能を有し、
　前記URL情報は、前記URLのリスト中の各URLに関して、URLが手入力されたかどうかの有
無情報を含み、
　前記抽出手段は、前記URL情報から、手入力有りのURLのリストを抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　さらに、原稿を読み取って画像データを作成するスキャナ手段と、
　作成された画像データを、アップロード先へとアップロードするアップロード手段とを
備え、
　前記URL情報は、前記URLのリスト中の各URLに関して、URLにアップロードされたかどう
かの有無情報を含み、
　前記抽出手段は、前記URL情報から、アップロード有りのURLのリストを抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　さらに、表示画面と入力手段とを有する操作パネルと、前記操作パネルの表示画面上に
、前記URL情報の送信の可否を問い合わせるメニューを表示して、前記入力手段のキー操
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作を介して可否を受け付けるメニュー手段を備え、
　前記送信手段は、送信可を受け付けた場合に送信を行い、送信不可を受け付けた場合に
送信を行わない
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　画像処理装置と端末装置とがネットワークを介して接続されてなる画像処理システムで
あって、
　画像処理装置は、
　操作を受けてブラウジングするWebブラウザと、
　画像処理装置を使用している使用者の使用者名を特定するための特定手段と、
　使用者名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭
載されているWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連
付けたURL情報として管理するURL管理手段と、
　使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在とを含む通知先情報を管理する使用
者端末管理手段と、
　前記URL情報から前記特定された使用者名に関連するURL情報を抽出する抽出手段と、
　抽出されたURL情報を、前記通知先情報に示される前記特定された使用者名に対応する
所在へと送信する送信手段とを備えること
特徴とする画像処理システム。
【請求項１２】
　前記URL情報は、前記URLのリスト中の各URLに関して、閲覧中のWebページを介した印刷
指示、送信指示またはダウンロード指示を含む特別操作が実行されたかどうかの有無情報
を含み、
　端末装置は、
　　Webブラウザと、
　　前記WebブラウザがアクセスしたURLのリストを保存する履歴ディレクトリと、
　　前記Webブラウザにおいて登録されたURLのリストを保存する登録ディレクトリと、
　　画像処理装置の送信手段により送信されたURL情報を受信する受信手段と、
　　受信されたURL情報に含まれるURLのリストにおける特別操作の有無を判断する判断手
段と、
　　前記特別操作有りと判断されたURLのリストは前記登録ディレクトリへと保存させ、
前記特別操作無しと判断されたURLのリストは前記履歴ディレクトリへと保存させる保存
制御手段と、を備える
ことを特徴とする請求項１１に記載の画像処理システム。
【請求項１３】
　端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理装置であって、
　操作を受けてブラウンジングするWebブラウザと、
　画像処理装置を使用している使用者の使用者名を特定するための特定手段と、
　使用者名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭
載されているWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連
付けたURL情報として管理するURL管理手段と、
　提供要求を受け付けた端末装置を使用する使用者名を特定し、前記URL情報から特定さ
れた使用者名に関連するURL情報を抽出して、前記端末装置に提供する提供手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　前記提供手段は、端末装置におけるWebブラウザを経由した提供要求を受け付け、要求
する端末装置に前記抽出されたURL情報を含むウェブページソースを提供する
ことを特徴とする請求項１３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　第1のWebブラウザを備える端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理装置で
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あって、
　使用者名と、使用者名に対応する端末装置の所在とを含む取得先情報を管理する使用者
端末管理手段と、
　操作を受けてブラウンジングする第2のWebブラウザと、
　第2のWebブラウザを現在使用中である使用者名を識別する識別手段と、
　識別された使用者名に対応し、取得先情報に示される端末装置の所在から、第1のWebブ
ラウザがアクセスしたURLのリストを含むURL情報を取得する取得手段と、を備える
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１６】
　前記第2のWebブラウザは、取得されたURLのリストを読み込み、読み込んだURLのリスト
をブラウザウインドウ内に表示することを特徴とする請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　端末装置と画像処理装置とがネットワークを介して接続されてなる画像処理システムで
あって、
　端末装置は、
　　第1のWebブラウザと、
　　画像処理装置における使用者名と、画像処理装置の所在とを含む通知先情報を管理す
る装置管理手段と、
　　第1のWebブラウザがアクセスしたURLのリストと、前記使用者名とを含むURL情報を、
前記通知先情報に示される画像処理装置へ送信する送信手段と、を備え、
　画像処理装置は、
　　画像処理装置の使用者の操作を受けて、端末装置から受信して格納されたURLに対す
るブラウジングを行う第2のWebブラウザと、
　　前記端末装置から送信されたURL情報とを受信する受信手段と、
　　受信されたURLのリストを、使用者名に関連付けて格納するURL格納手段とを備えるこ
とを特徴とする画像処理システム。
【請求項１８】
　画像処理装置は、さらに、前記第2のWebブラウザの使用者名を識別する識別手段を備え
、
　前記第２のWebブラウザは、格納されたURL情報の中から、識別された使用者名に関連す
るURL情報を読み込み、読み込んだURL情報に含まれるURLのリストをブラウザウインドウ
内に表示することを特徴とする請求項１７に記載の画像処理システム。
【請求項１９】
　端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理装置におけるWebブラウザ設定情
報の送信方法であって、
　操作を受けてURLにアクセスするWebブラウジングステップと、
　使用者名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭
載されているWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連
付けたURL情報として管理するURL管理ステップと、
　使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在とを含む通知先情報を管理する使用
者端末管理ステップと、
　前記URL情報から前記特定された使用者名に関連するURL情報を抽出する抽出ステップと
、
　抽出されたURL情報を、前記通知先情報に示される前記特定された使用者名に対応した
端末装置の所在へと送信する送信ステップと、
を備えることを特徴とするWebブラウザ設定情報の送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Webブラウザを備える画像処理装置などに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　画像処理装置であるMFP（Multi Function Peripheral）は、コピー、プリント、スキャ
ン、FAXといった機能を備えている。
　近年、Webブラウザ機能を搭載したMFPが登場している。係るMFPにおいては装置本体の
操作パネル上でWebブラウザを使用することができる（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開2005-235034 号公報
【特許文献２】特開平11-338810号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような装置を応用すれば、MFPから所望のURLにアクセスすることができるようにな
るものと考えられる。
　また、MFPに搭載されたWebブラウザでURLにアクセスした後に、他のPCなどの端末装置
においても同じURLにアクセスしたいというユーザの要望が考えられる。
　この場合、例えばMFPのWebブラウザからアクセスしたURLを書き留めて置き、その後、
端末装置のWebブラウザのアドレスバーに手入力するという作業が必要で操作性が悪いと
いう問題がある。
【０００４】
　これとは反対に、端末装置のWebブラウザでアクセスしたURLに、MFPのWebブラウザでア
クセスする場合にも同様に操作性の問題がある。
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであって、端末装置のWebブラウザにおい
て、画像処理装置におけるWebブラウザでアクセスしたURLに、簡単にアクセスすることが
可能な画像処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像処理装置は、端末装置とネットワークを
介して接続可能な画像処理装置であって、操作を受けてブラウンジングするWebブラウザ
と、画像処理装置を使用している使用者の使用者名を特定するための特定手段と、使用者
名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭載されて
いるWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連付けたUR
L情報として管理するURL管理手段と、使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在
とを含む通知先情報を管理する使用者端末管理手段と、前記URL情報から前記特定された
使用者名に関連するURL情報を抽出する抽出手段と、抽出されたURL情報を、前記通知先情
報に示される前記特定された使用者名に対応する端末装置の所在へと送信する送信手段と
、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係るWebブラウザ設定情報の送信方法は、端末装置とネットワークを介
して接続可能な画像処理装置におけるWebブラウザ設定情報の送信方法であって、操作を
受けてURLにアクセスするWebブラウジングステップと、使用者名が特定された使用者によ
る前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭載されているWebブラウザがアクセ
スしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連付けたURL情報として管理するURL
管理ステップと、使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在とを含む通知先情報
を管理する使用者端末管理ステップと、前記URL情報から前記特定された使用者名に関連
するURL情報を抽出する抽出ステップと、抽出されたURL情報を、前記通知先情報に示され
る前記特定された使用者名に対応した端末装置の所在へと送信する送信ステップと、を備
えることを特徴とする。
【０００７】
　なお、本願でいう「使用者名」とは使用者を特定するための情報であればどのような形
のものでも良く、「人物名」に限定されるものではない。
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　また、「使用者」とは必ずしも自然人に限られるものではない。
　さらに、「所在」とは送信先を特定できるような情報であればどのようなものでもよい
。
【発明の効果】
【０００８】
　課題を解決するための手段の欄に記載した構成によれば、例えば、URL情報を受信した
端末装置のWebブラウザにおいて、このURL情報に含まれるURLのリストを利用するように
すれば、画像処理装置におけるWebブラウザでアクセスしたURLに簡単にアクセスすること
が可能となる。
　また、前記通知先情報は、前記使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在と当
該端末装置所在下のWebブラウザがURL履歴を保存するディレクトリパスとを含み、前記抽
出手段は、前記URL情報に含まれる前記アクセスしたURLのリストを抽出し、前記送信手段
は、前記抽出されたURLのリストを、前記特定された使用者名に対応した、前記通知先情
報に示される前記端末装置所在下のディレクトリパスへと送信するとしても構わない。
　この構成によれば、当該URLのリストを端末装置のWebブラウザのURL履歴として簡単に
利用することが可能となる。
【０００９】
　また、前記URL情報が、Webブラウザに登録されたURLのリストと、登録時のWebブラウザ
使用者名とを含むようにすれば、画像処理装置のWebブラウザにおいて登録されたURLのリ
ストを、端末装置のWebブラウザにおいて容易に利用することが可能となる。登録されたU
RLのリストは、使用者が好み頻繁にアクセスするであろう性質であり、係る性質のURLに
端末装置のWebブラウザにおいて簡単にアクセスすることが可能となる。
【００１０】
　また、前記通知先情報は、前記使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在と当
該端末装置所在下のWebブラウザがURLアドレス帳を保存するディレクトリパスとを含み、
前記抽出手段は、前記URL情報から前記特定された使用者名に関連する前記登録されたURL
のリストを抽出し、前記送信手段は、前記抽出されたURLのリストを、前記特定された使
用者名に対応した、前記通知先情報に示される前記端末装置の所在下のディレクトリパス
へと送信するとしても構わない。
　この構成によれば、当該URLのリストを端末装置のWebブラウザのURLアドレス帳として
簡単に利用する
ことが可能となる。
【００１１】
　また、前記抽出手段が、ブラウジング終了時点またはログアウト時点に、その時点まで
の前記特定手段により特定されたWebブラウザ使用者名に関連するURLのリストを抽出し、
前記送信手段が、抽出されたURL情報の送信を開始するようにすれば、ある使用者が画像
処理装置においてWebブラウザを利用し、その直後に、自己の使用する端末装置のWebブラ
ウザを使用して、直前に画像処理装置のWebブラウザにおいてアクセスしたURLへアクセス
することが可能となる。
【００１２】
　また、前記URL情報は、前記アクセスしたURLのリストと、前記特定手段により特定され
た前記各アクセス時の使用者名と、各アクセス日時とを含み、前記抽出手段は、前記特定
手段により特定された使用者名に関するログアウトを契機として、前記URL情報から、当
該特定された使用者名の最終ログイン時間帯に含まれるアクセス日時のURLのリストを抽
出し、前記送信手段は、抽出されたURL情報の送信を開始するとしても構わない。
　この構成によれば、URL情報を受信した端末装置においては、より容易に直前にアクセ
スしたURLへアクセスすることが可能となる。
【００１３】
　また、前記URL情報は、前記URLのリスト中の各URLに関して、閲覧中のWebページを介し
た印刷指示、送信指示またはダウンロード指示を含む特別操作が実行されたかどうかの有
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無情報を含み、前記抽出手段は、前記URL情報から、前記特別操作有りのURLのリストを抽
出するとしても構わない。
　この構成によれば、端末装置のWebブラウザにおいて、ユーザにより再利用される可能
性が高い（重要度が高い）特別操作有りのURLへアクセスすることが可能となる。
【００１４】
　また、前記Webブラウザが、前記入力手段を介してURLを指定する文字列の手入力を受け
付ける機能を有し、前記URL情報が、前記URLのリスト中の各URLに関して、URLが手入力さ
れたかどうかの有無情報を含み、前記抽出手段が、前記URL情報から、手入力有りのURLの
リストを抽出するようにすれば、この構成によれば、一旦画像処理装置のWebブラウザに
おいて手入力したURLを、端末装置のWebブラウザにおいて再入力するような事態を回避で
き、ユーザの操作性の向上に貢献することができる。また、使用者からすれば、特に長い
文字数で手入力に時間を要したURLは、二度も入力したくないと考えるであろうが、その
ような煩わしさから解放される。
【００１５】
　また、さらに、原稿を読み取って画像データを作成するスキャナ手段と、作成された画
像データを、アップロード先へとアップロードするアップロード手段とを備え、前記URL
情報が、前記URLのリスト中の各URLに関して、URLにアップロードされたかどうかの有無
情報を含み、前記抽出手段が、前記URL情報から、アップロード有りのURLのリストを抽出
するようにすれば、アップロード時点により初めて生成されたURL（出来立てのURL）であ
り、また、ローカルで検索性が乏しい傾向にあるURLにおいても端末装置のWebブラウザに
おいて利用することが可能となる。
【００１６】
　また、さらに、表示画面と入力手段とを有する操作パネルと、操作パネルの表示画面上
に、前記URL情報の送信の可否を問い合わせるメニューを表示して、入力手段のキー操作
を介して可否を受け付けるメニュー手段を備え、前記送信手段が、送信可を受け付けた場
合に送信を行い、送信不可を受け付けた場合に送信を行わないようにすれば、URL情報の
送信について、Webブラウザ使用者の意向を反映することが可能となる。
【００１７】
　また、画像処理装置と端末装置とがネットワークを介して接続されてなる画像処理シス
テムであって、画像処理装置は、操作を受けてブラウジングするWebブラウザと、画像処
理装置を使用している使用者の使用者名を特定するための特定手段と、使用者名が特定さ
れた使用者による前記画像処理装置の使用中に前記画像処理装置に搭載されているWebブ
ラウザがアクセスしたURLのリストを、当該特定された使用者名と関連付けたURL情報とし
て管理するURL管理手段と、使用者名と、各使用者名に対応する端末装置の所在とを含む
通知先情報を管理する使用者端末管理手段と、前記URL情報から前記特定された使用者名
に関連するURL情報を抽出する抽出手段と、抽出されたURL情報を、前記通知先情報に示さ
れる前記特定された使用者名に対応する所在へと送信する送信手段とを備えること特徴と
する。
　この構成によれば、URL情報を受信した端末装置のWebブラウザにおいて、このURL情報
に含まれるURLのリストを利用できるので、画像処理装置におけるWebブラウザでアクセス
したURLに簡単にアクセスすることが可能となる。
【００１８】
　また、前記URL情報が、前記URLのリスト中の各URLに関して、閲覧中のWebページを介し
た印刷指示、送信指示またはダウンロード指示を含む特別操作が実行されたかどうかの有
無情報を含み、端末装置が、Webブラウザと、前記WebブラウザがアクセスしたURLのリス
トを保存する履歴ディレクトリと、前記Webブラウザにおいて登録されたURLのリストを保
存する登録ディレクトリと、画像処理装置の送信手段により送信されたURL情報を受信す
る受信手段と、受信されたURL情報に含まれるURLのリストにおける特別操作の有無を判断
する判断手段と、前記特別操作有りと判断されたURLのリストは前記登録ディレクトリへ
と保存させ、前記特別操作無しと判断されたURLのリストは前記履歴ディレクトリへと保



(8) JP 4241783 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

存させる保存制御手段と、を備えることにより、利用可能性の高い特別操作有りのURLの
リストを、端末装置のWebブラウザにおいて、利用しやすい形式で表示させることが可能
となる。
【００１９】
　一般に、Webブラウザのユーザインターフェイスにおいては、アクセスしたURLのリスト
と比べて、登録されたURLのリストの方が、容易に利用しやすく表示されることが通常で
ある。単にアクセスしたURLのリストは、登録されたURLと比べて数が膨大となることが多
く、利用が少ない傾向にあるが、それに適した区別を行うことができる。
　また、端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理装置であって、操作を受け
てブラウンジングするWebブラウザと、画像処理装置を使用している使用者の使用者名を
特定するための特定手段と、使用者名が特定された使用者による前記画像処理装置の使用
中に前記画像処理装置に搭載されているWebブラウザがアクセスしたURLのリストを、当該
特定された使用者名と関連付けたURL情報として管理するURL管理手段と、提供要求を受け
付けた端末装置を使用する使用者名を特定し、前記URL情報から特定された使用者名に関
連するURL情報を抽出して、前記端末装置に提供する提供手段と、を備えることを特徴と
する。
　この構成によれば、提供先の端末装置の使用者は、画像処理装置におけるWebブラウザ
で自己がアクセスしたURLに、簡単に再アクセスすることが可能となる。
【００２０】
　また、前記提供手段が、端末装置におけるWebブラウザを経由した提供要求を受け付け
、要求する端末装置に前記抽出されたURL情報を含むウェブページソースを提供すること
により、端末装置がWebブラウザを使用したときにURL情報を提供することができる。
　また、第1のWebブラウザを備える端末装置とネットワークを介して接続可能な画像処理
装置において、使用者名と、使用者名に対応する端末装置の所在とを含む取得先情報を管
理する使用者端末管理手段と、操作を受けてブラウンジングする第2のWebブラウザと、第
2のWebブラウザを現在使用中である使用者名を識別する識別手段と、識別された使用者名
に対応し、取得先情報に示される端末装置の所在から、第1のWebブラウザがアクセスした
URLのリストを含むURL情報を取得する取得手段と、を備えることにより、取得手段により
取得されたURL情報に含まれるURLのリストを、第２のWebブラウザにおいて利用できるよ
うになり、第２のWebブラウザにおいて、第１のWebブラウザでアクセスしたURLに簡単に
アクセスすることが可能となる。
【００２１】
　また、前記第2のWebブラウザが、取得されたURLのリストを読み込み、読み込んだURLの
リストをブラウザウインドウ内に表示することにより、第２のWebブラウザによって、第
１のWebブラウザでアクセスした所望のURLに容易にアクセスすることが可能となる。
　また、端末装置と画像処理装置とがネットワークを介して接続されてなる画像処理シス
テムであって、端末装置は、第1のWebブラウザと、画像処理装置における使用者名と、画
像処理装置の所在とを含む通知先情報を管理する装置管理手段と、第1のWebブラウザがア
クセスしたURLのリストと、前記使用者名とを含むURL情報を、前記通知先情報に示される
画像処理装置へ送信する送信手段と、を備え、画像処理装置は、画像処理装置の使用者の
操作を受けて、端末装置から受信して格納されたURLに対するブラウジングを行う第2のWe
bブラウザと、前記端末装置から送信されたURL情報とを受信する受信手段と、受信された
URLのリストを、使用者名に関連付けて格納するURL格納手段とを備えることを特徴とする
。
　この構成によれば、第２のWebブラウザにおいて、第１のWebブラウザでアクセスしたUR
Lに簡単にアクセスすることが可能となる。
【００２２】
　また、さらに、前記第2のWebブラウザの使用者名を識別する識別手段を備え、前記第２
のWebブラウザが、格納されたURL情報の中から、識別された使用者名に関連するURL情報
を読み込み、読み込んだURL情報に含まれるURLのリストをブラウザウインドウ内に表示す
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ることにより、第２のWebブラウザによって、第１のWebブラウザでアクセスした所望のUR
Lに容易にアクセスすることが可能となる。
【００２３】
　また、画像処理装置とネットワークを介して接続可能なコンピュータにおいて動作する
プログラムによって、URLにアクセスするWebブラウジングステップと、アクセスしたURL
のリストを含むURL情報を管理するURL管理ステップと、画像処理装置における使用者名と
、画像処理装置の所在とを含む通知先情報を管理する装置管理ステップと、URL管理ステ
ップにより管理されたURL情報を前記画像処理装置における使用者名と関連付けて、前記
通知先情報に示される画像処理装置の所在へと送信する送信ステップとをコンピュータに
実行させることで、画像処理装置において、コンピュータによってアクセスしたURLに容
易にアクセスすることが可能となる。
【００２４】
　また、本願において送信されるURL情報は、特定期間のもの、例えば、送信時点から特
定の期間遡るまでの間、ユーザが指定する期間等のものに限ることにより、管理と送信に
よる負荷を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
（実施の形態１）
　本実施の形態について図面を参照しながら説明する。
＜構成＞
　図１は、実施の形態１に係る画像処理システム１のシステム構成を示す図である。
　画像処理システム１は、MFP（Multi Function Peripheral）３、MFP４、PC（Personal 
Computer）１０１、PC１０２、PC１０３の装置を含んで構成され、各装置はＬＡＮ（Loca
l Area Network）ケーブルを介して接続されている。
【００２６】
　図２は、MFP３の構成を示す機能ブロック図である。
　なお、MFP４もMFP３と同様の構成であるので説明を省略する。
　MFP３は、制御部１０、スキャナ部１２、ＦＡＸ部１４、プリンタ部１６、メーラー部
１８、操作パネル部２０、ネットワーク接続部２２、記憶部２４、Webサーバ部、Webブラ
ウザ部２８、URL管理部３２、ユーザ管理部３６を備えている。
【００２７】
　制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のハードウェアから構成されており、MFP３
の各部の動作を統括的に制御する。
　スキャナ部１２は、原稿用紙を読み取ることにより画像データを作成する。
　ＦＡＸ部１４は、ファクシミリ機能を実現する。
　プリンタ部１６は、画像データを用紙に印刷する。
【００２８】
　メーラー部１８、電子メールを送受信し、管理する。
　操作パネル部２０は、ユーザに対して表示を行うとともにユーザから入力操作を受け付
ける機能ブロックであり、タッチパネルと、押しボタンキー（固定入力キー）を含んで構
成される。
　タッチパネルは例えば装置本体の上面に配置されるものであって、画面に触れるとその
位置に応じて選択入力可能な入力キーを表示することができ、画面サイズは１０インチ程
度である。
【００２９】
　ネットワーク接続部２２は、ネットワーク接続（通信）を行う機能ブロックである。
　記憶部２４は、画像データなどMFP３で取り扱われる各種データを記憶している。
　Webサーバ部２６は、Webサーバ機能を実現する機能ブロックであり、クライアントPCの
要求に応じて、URL情報を含むHTML形式（XML形式でも構わない。）のウェブページソース
（ウェブページの元となる情報）を作成し、要求するクライアントPCに提供する。
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【００３０】
　Webブラウザ部２８は、(1)指定されたURL（Uniform Resource Locator）にHTTP要求を
送信することで、ウェブページソースを取得（ダウンロード）、解析し、(2)ユーザにと
って読みやすい形式のウェブページとして表示する。
　また、Webブラウザ部２８は、FTPクライアント部３０を含んでいる。FTPクライアント
部３０は、FTP(File Transfer Protocol)を使用して、FTPサーバへファイルをアップロー
ドしたり、FTPサーバからファイルをダウンロードする。
【００３１】
　URL管理部３２は、URL履歴テーブル３３、URLアドレス帳テーブル３４を含んでいる。
　ユーザ管理部３６は、ユーザ管理テーブル３７を含んでいる。
　続いて、URL履歴テーブル３３、URLアドレス帳テーブル３４、ユーザ管理テーブル３７
の構造について順に説明する。
　図３（ａ）は、URL履歴テーブル３３を示す表である。
【００３２】
　URL履歴テーブル３３は、「URL履歴」、「最終アクセス日時」、「今回のログイン中の
アクセス」、「URL手入力」、「アップロード実行」、「プルプリント実行」の項目を含
んでいる。
　「URL履歴」の項目は、Webブラウザ部２８でアクセスしたURLのリストである。アクセ
スしたURLとは、閲覧のためにダウンロードしたURLだけでなく、FTPクライアント部３０
を用いてアップロードしたURLをも含む。
【００３３】
　「今回のログイン中のアクセス」の項目は、今回の（現在の）ログイン状態においてア
クセスしたURLを「○」。以前のログイン状態においてアクセスしたURLを「ー」とする値
で示している。
　「URL手入力」の項目は、URLに関して、Webブラウザ部３０のアドレスバーに直接手入
力したかどうかの有無を示す項目である。
【００３４】
　「プルプリント実行」の項目は、URLに対応するファイルの印刷をしたかどうかの有無
を示す項目である。
　図３（ｂ）は、URLアドレス帳テーブル３４を示す表である。
　「URLアドレス帳」の項目は、Webブラウザ部２８のURLアドレス帳に登録されたURLのリ
ストを示す項目である。
【００３５】
　係る登録されたURLのリストは、Webブラウザ部２８のアドレス帳機能に利用されている
。アドレス帳機能とは、「お気に入り機能」、「ブックマーク機能」などと呼ばれる公知
のWebブラウザ機能と同様であり、ユーザにより登録されたURLへのアクセスを容易化する
ものである。
　なお、図３（ａ）図３（ｂ）に示したテーブル３３，３４は、ユーザ名Ａに関するもの
を部分的に示しているが、実際には、他のユーザであるユーザ名Ｂ，Ｃ，Ｄについても、
ユーザ名毎にURL履歴テーブルが管理がなされている。
【００３６】
　図４は、ユーザ管理テーブル３７を示す表である。
　ユーザ管理テーブル３７は、「MFPへのログイン情報」と「通知先PC情報」の２つの大
項目を含む。
　「MFPへのログイン情報」は、自装置（MFP３）へのログイン情報である「ユーザ名」と
「パスワード」の対からなる。
【００３７】
　「通知先PC情報」は、「IPアドレス」、「PCへのログインユーザ名」、「パスワード」
、「URL履歴ディレクトリパス」、「URLアドレス帳ディレクトリパス」の項目を含む。
　「IPアドレス」は、URL情報の通知先となる通知先PCのIPアドレスを示す項目である。
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「PCへのログインユーザ名」と「パスワード」の対は、IPアドレスにより特定された通知
先PCの使用権限を獲得するために用いられる。
【００３８】
　なお、通知先PCを特定するための情報は、IPアドレスに限らずネットワーク環境に応じ
て他の情報を用いることができる。例えば、PCのホスト名や、PCの物理アドレス（MACア
ドレス）を利用しても構わないし、DNS(Domain Name System)サーバ等により名前解決さ
れた環境ならば、割り当てられた名前利用しても構わない。
　「URL履歴のディレクトリパス」、「URLアドレス帳のディレクトリパス」の項目は、そ
れぞれURL履歴、URLアドレス帳のディレクトリパス（フォルダの所在を示す文字列）であ
る。
【００３９】
　例えば、ユーザ名Ａの通知先について簡単に説明すると、IPアドレス"10.XX.16.2"は、
ユーザ名Ａが使用するPCのネットワーク上の所在を示す。URL履歴のディレクトリパスに
おける"C:"は、上記PC所在下の記憶装置(HDD)におけるドライブレターを示している。
　また、「URL履歴のディレクトリパス」は、通知先PCのWebブラウザがURL履歴を保存し
、読み出すディレクトリパスと一致している。このため、通知先PCの備えるWebブラウザ
の起動時には、URL履歴のディレクトリ配下に置かれたファイルが、URL履歴として読み込
まれることとなる。「URLアドレス帳のディレクトリパス」についても同様である。
【００４０】
　図５は、PC１０１の構成を示す機能ブロック図である。
　PC１０１は、制御部１１０、Webブラウザ１１２、記憶部１１３、ネットワーク接続部
１１８、操作入力部１１９、表示部１２０を備えている。
　制御部１１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のハードウェアから構成されており、PC１
０１の各部の動作を統括的に制御する。
【００４１】
　ネットワーク接続部２２は、ネットワーク接続を実現する。
　Webブラウザ１１２は、例えば、Internet Explorer(商標)から構成され、一旦登録した
URLへのアクセスを容易化するURLアドレス帳機能（お気に入り機能）、過去にアクセスし
たURLの履歴を保存し、再アクセスを容易化するURL履歴機能を備えている。
　記憶部１１３は、ＨＤＤなどのハードウェアから構成され、URL情報１１４を含んでい
る。URL情報１１４は、Webブラウザ１１２のURLアドレス帳機能・URL履歴機能に利用され
るURLリストを含んでいる。
【００４２】
　操作入力部１１９は、マウスやキーボードなどのハードウェアから構成され、ユーザか
らの操作入力を受け付ける。
　表示部１２０は、液晶モニタの表示画面に各種表示を行わせる。
＜動作＞
　図６は、あるユーザAが、MFP３においてWebブラウザを使用し、その後、PC１０１のWeb
ブラウザを使用する場合の、MFP３のタッチパネルの表示画面及びPC１０１における表示
画面の画面遷移を示す図である。
【００４３】
　MFP３とPC１０１における動作の概要は次の（１）～（７）の通りである。
　（１）MFP３において、ログインを受け付け、ログインユーザ名に基づいてURL履歴通知
先を、ユーザAのPCと特定する。
　（２）Webブラウザを起動し、ユーザAからの操作を受けてブラウジングを行う。
　（３）ログアウト時（またはWebブラウザ終了時）に、URL履歴通知有無のダイアログを
表示する。
【００４４】
　（４）通知を許可された場合に、ユーザAのPC１０１宛に、URL履歴通知を実行する。
　（５）PC１０１において、ログインを受け付ける。
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　（６）Webブラウザを起動する。
　（７）通知されたURL履歴を利用してURL指定を行う。
　図７は、MFP３の制御部１０が実行するURL履歴通知先特定処理、URL履歴保存処理、URL
履歴通知処理（送信処理）を示すフローチャートである。
【００４５】
　ユーザ名とパスワードを受け付けてログインを受け付けると（S11:Yes）、ユーザ管理
テーブル３７を参照して、ログインユーザ名のURL履歴通知先を特定する（S12）。例えば
、ログインユーザ名がユーザAの場合、IPアドレス"10.XX.16.2"のPCにおけるディレクト
リパス"C:/Documents and..."を通知先として特定する。
　MFP３のWebブラウザが起動されると（S13）、URLにアクセスするたびにWebブラウザユ
ーザ名に関連づけてURL履歴テーブルに保存する（S14)。上記Webブラウザユーザ名は、ロ
グイン状態にあるユーザ名である。
【００４６】
　ログアウトがあれば（S15）、タッチパネルにURL履歴通知ダイアログを表示し、ユーザ
に意向を問い合わせる（S16）。
　通知が選択されれば（S16:「通知する」）、URL履歴テーブル３３から、ログアウトし
たユーザ名に関し、しかもアクセス日時が最終ログイン時間帯（「今回のログイン中のア
クセス」が「○」の項目）のURL履歴を抽出して、特定されたURL履歴通知先に送信する(S
17)。なお、送信方式は、例えばSMB(Server Message Block)やFTPを用いる。
【００４７】
　なお、図７に示したフローチャートに係る処理において、URL履歴だけでなく、URLアド
レス帳をも保存・通知するようにしても構わない。また、URL履歴として送信するURLのア
クセス日時は、最終ログイン時間帯に含まれる日時に限らず、直近の期間（例えば直近３
日間以内）や、ユーザから指定された期間のものを送るとしても構わない。
　図８は、PC１０１の制御部１１０が実行する受信したURL履歴の保存処理を示すフロー
チャートである。
【００４８】
　URL履歴通知を受信すると（S21)、ステップS22～S26の履歴保存処理を、全個数分が終
了するまで繰り返す。
　保存されたURL履歴がJob実行したURL履歴であって（S22:Yes）、URLアドレス帳に非存
在(S23:「非存在」)ならば、URLアドレス帳ディレクトリに保存する（S24）。
　Job実行したURL履歴とは、プルプリントやアップロード（図３参照）などのJobをMFP３
において実行した（単なる閲覧でなく特別な操作が実行された）URL履歴である。係るJob
実行に関するURLは再利用される可能性が高いため、URLアドレス帳に保存する。Job実行
したURL履歴ではなくても（S22:No）、URL履歴に非存在ならば（S25:「非存在」）、URL
履歴ディレクトリに保存する（S26）。
【００４９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ユーザがPC１０１のWebブラウザ１１２
において、MFP３のWebブラウザでアクセスしたURLと同じURLにアクセスする場合に、Web
ブラウザ１１２のURL履歴機能を利用することができるので、容易にアクセスすることが
可能となる。
　次に、実施の形態１に係る２つの変形例について説明する。
【００５０】
　（変形例１）
　図９は、変形例１の概要を示す模式図である。変形例１では、全てのURLではなくMFP３
のWebブラウザにおいてプリントを実行したURLを選択的に履歴保存し、PC１０１に通知す
る。
　係るURLは、ユーザにとって重要度が高く、PC１０１のWebブラウザにおいて再利用され
る可能性が高いと考えられるため、選択的に履歴保存して自動的にPC１０１に通知するこ
とで、通知先のPC１０１における履歴選択の手間を省くことができる。
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【００５１】
　図１０は、本変形例に係るMFP３の制御部１０が実行するURL履歴保存・URL履歴通知（
送信）処理を示すフローチャートである。
　Webブラウザが起動した状態（S33）において、URLへのアクセスが有り、そのURLがプリ
ントジョブ（またはスキャンジョブ）実行に関するものであれば（S341,S342:Yes)、URL
履歴として保存する（S343）。ステップS35,S37は、それぞれステップS15,S17（図７参照
）と同様であるので説明を省略する。
【００５２】
　図１１（ａ）は、ステップS341におけるMFP３の操作パネル部２０を示す図である。
　操作パネル部２０は、テンキー、「Start」、「Reset」、「Scan」「Copy」「Browser
」などを含む押しボタンキー群４０と、タッチパネル４２とから構成される。
　タッチパネル４２内には、Webブラウザが表示されている。
　Webブラウザの画面上部には、「URLアドレス帳」キー４４、「ダイレクト入力」キー４
５、「URL履歴」キー４６、「Job」キー４７が表示され、この内の白黒反転表示の「Job
」キー４７が選択状態となっている。
【００５３】
　「ダイレクト入力」キー４５が選択されると、タッチパネル内が仮想キーボードの画面
へと切り替わり（図示しない。）、仮想キーボードの入力キーを介してURLの手動入力を
受け付ける。
　「Job」メニュー４８は、「画像アップロード」、「プルプリント」の２項目を含んで
いる。
【００５４】
　「プルプリント」が選択されると、図１１（ｂ）に示すように、プルプリントメニュー
４９に展開される。
　プルプリント設定メニュー４９は、プリント設定項目として、取り出し元ファイルのUR
L、ファイル名、プリント部数、用紙サイズの項目を含んでいる。
　なお、図１１に示す例の場合、"http://10.XX.16.100/picture.pdf"がURL履歴として通
知先へと通知される。
【００５５】
　　（変形例２）
　図１２は、変形例２の概要を示す模式図である。変形例２では、MFP３においてスキャ
ンにより作成した画像データのアップロード先URLを、PC１０２に通知する。
　図１３は、本変形例に係るMFP３の制御部１０が実行する画像アップロード処理と、URL
通知処理を示すフローチャートである。
【００５６】
　まず、「Job」メニュー４７（図１１参照）を表示し（S41）、画像アップロードの項目
が選択されると（S42:Yes）、画像アップロード設定メニューを表示する（S43）。
　図１４は、ステップS43におけるMFP３のタッチパネル４２を示す図である。タッチパネ
ル４２は、Webブラウザの表示画面となっている。
　画像アップロード設定メニュー５０は、スキャン条件としての「解像度」、「ファイル
形式」（TIFF or PDF）、画像アップロード設定としての「送信先」、「ファイル名」（
自動設定 or 手動入力）のメニュー項目を含んでいる。
【００５７】
　スキャン条件と画像アップロード先の設定を受け付けて（S44:Yes）、スキャン実行可
能ならば(S45:Yes)、スキャンを実行して画像データを作成し、設定されたアップロード
先へと送信する(S46）。
　図１４に示す例では、解像度600dpi、ファイル形式PDFがスキャン条件として設定され
、自動設定されたファイル名"MFP200605151330.pdf"、送信先"http://10.XX.16.100/"が
アップロード設定となる。
【００５８】
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　続いて、アップロード先の（例では"http://10.XX.16.100/MFP200605151330.pdf"、）U
RLと、画像データのファイル名("MFP200605151330.pdf")とを特定された通知先に送信す
る（S47）。
　ステップS47において通知するURLは、実施の形態で説明したような、"http://konicami
nolta.jp"といった既存のURLではなく、いわばMFP３により生成されたURLである。
【００５９】
　"http://konicaminolta.jp"のような、有名で、オープンなURLならば、URLを覚えてい
なくとも、例えば検索エンジンを用いてURLにアクセスすることは可能である。
　これに対して、本変形例のようにMFPにおいて生成したURLは、生成されたばかり（出来
立て）のURLである上、LAN内のローカルなURLであるためアクセス性が低いと考えられる
。
【００６０】
　本変形例によれば、係るアクセス性が低いURLについても、通知先のPCのWebブラウザに
おいて簡単に利用することが可能となる。
　また、、アクセスするURLを手入力した場合にもアップロードの場合と同様、アクセス
性が低いと考えられるので、図３（ａ）に示す「URL手入力」が○のURLを選択して通知し
てもよい。
【００６１】
　なお、図１４の例では、アップロード先として自装置(MFP３)のIPアドレス("http://10
.XX.16.100/")を設定しているが、アップロード先は任意であり、他の装置（ファイルサ
ーバ）をアップロード先として設定しても構わない。
（実施の形態２）
　実施の形態１においては、MFPから通知先のPCへとURL履歴を送信する構成である（MFP
プッシュ型）。
【００６２】
　これに対して、本実施の形態においては、PCからMFPまでURL履歴を取りに行く構成であ
る（PCプル型）。
　本実施の形態におけるMFP及びPCの機能構成は、図１から図５を用いて説明したものと
同様であるので省略する。
　図１５は、あるユーザAが、MFP３においてWebブラウザを使用し、その後、PC１０１のW
ebブラウザを使用して、MFPが提供するWebページにアクセスする場合の、MFP及びPCの画
面遷移を示す図である。
【００６３】
　MFPとPCにおける動作の概要は次の（１）～（６）の通りである。
　（１）MFP３においてログインを受け付け、ログインユーザ名に基づいてURL履歴通知先
を特定する。
　（２）Webブラウザを起動し、ブラウジングを行う。
　（３）ログアウトして、Webブラウザを終了する。
【００６４】
　（４）PC１０１においてログインを受け付ける。
　（５）PC１０１のWebブラウザ１１２から、MFP３のWebサーバ部２６が提供するWebペー
ジにアクセスし、MFP３に認証画面１２９を経て、ログインする。
　（６）MFP３にURL履歴表示要求を送信し、受信したURL履歴をWebブラウザ１１２のウェ
ブページ内に表示する。
【００６５】
　図１６は、MFP３のWebサーバ部２６が実行する認証要求処理、URL履歴ウェブソース提
供処理を示すフローチャートである。
　まず、ステップS５１においては、HTTP要求のあったPC１０１（10.XX.16.2）に、認証
画面１２９を含むウェブページソースを提供することで、PC１０１に対して認証要求を送
信する。そして、PC１０１から送信されたユーザ名とパスワードとの対に基づいて、ログ
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インを受け付ける。図１５の例では、ユーザ名"A"とパスワード"aaa"の対から、ユーザ名
が"A"であることが認証される。
【００６６】
　クライアントのPC１０１からURL履歴要求があれば(S52)、URL履歴テーブル３３から、
ログインユーザ名に関連するURL履歴を抽出し、抽出したURL履歴のウェブページソースを
送信する(S53)。
　このように、送信するURL履歴は、ログインユーザ名に関連するURL履歴に限っている。
ログインユーザ名に関係のないURL履歴まで含めてしまうと、受信した端末装置において
利用される可能性が低い上、ユーザのプライバシーやセキュリティ上問題があるからであ
る。
【００６７】
　そして、ログアウトがあれば（S54）、ステップS51に戻ることとなる。ログアウトは、
Webブラウザ上にログアウト画面を表示させることで受け付けてもよいし、ログイン後の
所定時間経過（タイムアウト）で判断してもよい。
　図１７（ａ）は、ステップS51に対応するPC１０１側のWebブラウザ１１２のウインドウ
１３０を示し、図１７（ｂ）は、ステップS52に対応するPC１０１側のWebブラウザ１１２
のウインドウ１３０を示し、図１７（ｃ）は、ステップS52に対応するPC１０１側のデス
クトップ画面１３９を示している。
【００６８】
　図１７（ａ）に示すように、ウインドウ１３０左部の左フレーム１３２内には、「ジョ
ブリスト」（アクティブなジョブのリストである。）、「ジョブ履歴」（実行済のジョブ
のリストである。）、「URL履歴」のメニューが表示され、「ジョブリスト」が黒三角で
示される選択状態となっている。
　ウインドウ１３０右部の右フレーム１３４内には、選択状態の「ジョブリスト」に対応
するジョブのリストが表示されている。
【００６９】
　左フレーム１３２内の「URL履歴」メニューがマウスカーソル１３６を介して選択され
ると、図１７（ｂ）に示すように、右フレーム１３４内の画面が切り替わり、URLのリス
トがアクセス日時と共に表示される。
　右フレーム１３４内に表示されたURLである"http://konicaminolta.jp"が選択されると
、図１７（ｃ）に示すように、選択されたURLにアドレス指定されたWebブラウザの新しい
ウインドウ１３８が起動される。
【００７０】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ユーザＡはPC１０１のWebブラウザ１１
２におけるURL指定において、MFP３のWebブラウザのURL履歴を利用することが可能となる
。このためユーザの使い勝手を向上させることができる。
　また、本実施の形態においては、Webサーバ（MFP３）にアクセス可能な任意の端末装置
において、対話的なユーザインターフェイスでもって、ユーザに真に必要なURL履歴を利
用できる環境を実現することができる。
（実施の形態３）
　実施の形態１，２においては、MFPのWebブラウザに関するURL情報を、PCのWebブラウザ
で利用する構成であったが、実施の形態３，４においては反対に、PCのWebブラウザに関
するURL情報を、MFPのWebブラウザで利用可能とする構成である。
【００７１】
　そして、MFPからPCまでURL履歴を取りに行く構成例（MFPプル型）を実施の形態３とし
て説明し、PCからMFPへとURL履歴を送信する構成例（PCプッシュ型）を実施の形態４とし
て説明する。
　本実施の形態におけるMFP及びPCの機能構成は、図１から図５を用いて説明したものと
同様であるので省略する。
【００７２】
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　図１８は、MFP３の制御部１０が実行するURLアドレス帳取得先特定処理、取得したURL
アドレス帳の取得処理・保存処理を示すフローチャートである。
　操作パネル部２０上の入力キーを介してログインを受け付けると（S61）、ユーザ管理
テーブル３７を参照して認証されたユーザ名に対応するURLアドレス帳取得先を特定する(
S62)。例えば、ユーザ名"B"のURLアドレス帳取得先は、IPアドレス"10.XX.16.3"のPC下の
、ディレクトリパス"D:/Program Files..."となる。
【００７３】
　PCのWebブラウザが起動状態にあれば(S63:Yes)、ステップS64のサブルーチンに移行す
る。
　図１９は、サブルーチンであるPCのURLアドレス帳情報の取得・保存処理を示すフロー
チャートである。
　取得先のURLアドレス帳情報を参照する(S71)。
【００７４】
　MFPアドレス帳に同一URLが無く、URL登録日時が前回の取得時以降ならば、URLを取得し
、アドレス帳に保存する(S72:Yes,S73:Yes,S74)。係るステップは、URLの重複登録や、不
必要なURL登録を避けるために行われる。
　ステップS72～S74までをアドレス帳の全個数分まで繰り返す。例えば、URLアドレス帳
取得先が、"D:/Program Files..."のディレクトリパスとなる場合には、"D:/Program Fil
es..."のディレクトリパスの配下にあるURL情報を含むファイル１個１個についてステッ
プS72～S74までの処理が実行される。
【００７５】
　メインルーチンに戻って、取得したURLアドレス帳情報を、ログアウトが有るまで表示
する(S65,S66:Yes)。
　図２０は、ステップS65におけるMFP３の操作パネル部２０を示す図である。
　タッチパネル４２内のWebブラウザ画面においては、「URLアドレス帳」キー４４が選択
状態となっている。画面中央のフレーム５１内には、URLアドレス帳に含まれるURLがリス
ト表示されている
　ここでリスト内のURLである、"http://konicaminolta.jp"が選択されると、図２１に示
すように、同URLにアクセスすることができる。なお、アドレス欄５２内は"http://konic
aminolta.jp"と示されている。
【００７６】
　本実施の形態によれば、PCのWebブラウザで登録したURLアドレス帳を、MFPのWebブラウ
ザにおけるURLアドレス帳として使用することができ、ユーザに再登録の面倒を強いるこ
とを防ぎ、MFPのWebブラウザにおけるブラウジングの操作性を向上させることが可能とな
る。
（実施の形態４）
　本実施の形態におけるMFPの機能構成は、図１から図４を用いて説明したものと同様で
あるので省略する。PCの構成は、図５で説明したものと異なる点があるので差異を中心に
説明する。
【００７７】
　図２２は、PC１０３の構成を示す機能ブロック図である。
　PC１０３は、ブラウザ機能拡張ソフト１１１と記憶部１１３を含んでいる。
　ブラウザ機能拡張ソフト１１１は、Webブラウザ１１２の機能を拡張するソフトウェア
である。プラグイン(plug-in)、アドオン(add-on)、あるいはエクステンション(extensio
n)とも呼び得る。拡張する機能の内容については、図２４のフローチャートを用いて説明
する。
【００７８】
　記憶部１１３は、URL情報１１４と、MFP情報管理テーブル１２１を含んでいる。
　図２３は、MFP情報管理テーブル１２１を示す表である。
　MFP情報管理テーブル１２１は、「PCへのログイン情報」と「通知先MFP情報」の２つの
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大項目を含む。
　「PCへのログイン情報」は、自装置へのログイン情報である「ユーザ名」と「パスワー
ド」の対からなる。
【００７９】
　「通知先MFP情報」は、「ＩＰアドレス」、「MFPへのログインユーザ名」、「パスワー
ド」の項目を含む。
　図２４は、Webブラウザ（ブラウザ機能拡張ソフト１１１により機能拡張されている。
）１１２が実行するURLアドレス帳・URL履歴の監視処理・通知処理を示すフローチャート
である。
【００８０】
　WebブラウザのURLアドレス帳・URL履歴において、新たなURLリストが加わるなどの変化
を検出すると(S81:Yes）、(1)変化した分のURLリスト、(2)MFPにおけるユーザ名・パスワ
ードを含むURL情報を通知先のMFPへと送信する（S82）。
　図２５は、URL情報を受信したMFP３の制御部１０が実行する処理内容を示す図である。
　URL情報を受信すると(S91)、当該URL情報に含まれるユーザ名に基づいてユーザ名を特
定する(S92)。
【００８１】
　そして、特定されたユーザ名に関するURL情報を更新保存する（S93）。
（その他）
　（１）各実施の形態においては、PCまたはMFPを使用するユーザを認証する例で説明し
ているが、認証でなくとも（使用者の権限の正当性の判断まで行わなくても）、少なくと
もユーザ名が識別できれば、本発明は実施可能である。
【００８２】
　（２）本発明に係る画像処理装置は、Webブラウザ設定情報の送信方法（ウェブブラウ
ザ設定支援方法）として適用でき、さらに、この送信方法をコンピュータにより実現する
プログラムに適用することもできる。そのプログラムとしては、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、Sma
rt Media（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。
【００８３】
　また、上記プログラムは、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
しても良い。従って、上記した本発明の記録媒体に必ずしも上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。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明によれば、異なる装置間におけるWebブラウジング環境を共有化できるので、ユ
ーザの使い勝手を向上でき有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】実施の形態１に係る画像処理システム１のシステム構成を示す図である。
【図２】MFP３の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図３（ａ）URL履歴テーブル３３、図３（ｂ）URLアドレス帳テーブル３４である
。
【図４】ユーザ管理テーブル３７を示す表である。
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【図５】PC１０１の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】ユーザAが、MFP３においてWebブラウザを使用し、その後、PC１０１のWebブラウ
ザ１１２を使用する場合の、MFP３及びPC１０１の表示画面の遷移などを示す図である。
【図７】MFP３の制御部１０が実行するURL履歴通知先特定・URL履歴保存・URL履歴通知（
送信）処理を示すフローチャートである。
【図８】PC１０１の制御部１１０が実行する受信したURL履歴の保存処理を示すフローチ
ャートである。
【図９】実施の形態１の変形例１の概要を示す模式図である。
【図１０】変形例１に係るURL通知先特定処理、URL通知処理を示すフローチャートである
。
【図１１】ステップS341におけるMFP３の操作パネル部２０を示す図である。
【図１２】実施の形態１の変形例２の概要を示す模式図である。
【図１３】MFP３の制御部１０が実行する画像アップロード処理と、URL通知処理を示すフ
ローチャートである。
【図１４】MFP３のタッチパネル４２を示す図である。
【図１５】ユーザＡがMFP３のブラウザを使用し、その後、PC１０１のブラウザを使用し
て、MFPが提供するWebページにアクセスする場合の、MFP及びPCの表示画面の遷移を示す
図である。
【図１６】MFP３のWebサーバ部２６が実行する認証処理とURL履歴提供処理を示すフロー
チャートである。
【図１７】PC１０１のWebブラウザウインドウ１３０，１３８及びデスクトップ画面１３
９を示す図である。
【図１８】MFP３の制御部１０が実行するURL取得元特定処理、URL取得処理を示すフロー
チャートである。
【図１９】URLアドレス帳情報の取得・保存処理のサブルーチンを示すフローチャートで
ある。
【図２０】ステップS65におけるMFP３の操作パネル部２０を示す図である。
【図２１】MFP３の操作パネル部２０を示す図である。
【図２２】PC１０３の構成を示す機能ブロック図である。
【図２３】MFP情報管理テーブル１２１を示す表である。
【図２４】Webブラウザ１１２が実行するURLアドレス帳・URL履歴の監視処理・通知処理
を示すフローチャートである。
【図２５】URL情報を受信したMFP３の制御部１０が実行する処理内容を示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１　画像処理システム
　３，４　MFP
　１０　制御部
　１２　スキャナ部
　１６　プリンタ部
　２０　操作パネル部
　２６　Webサーバ部
　２８　MFP３のWebブラウザ部
　３３　URL履歴テーブル
　３４　URLアドレス帳デーブル
　３７　ユーザ管理テーブル
　４２　タッチパネル
　１０１，１０２，１０３　PC
　１１０　制御部
　１１２　PCのWebブラウザ



(19) JP 4241783 B2 2009.3.18

　１２１　MFP情報管理テーブル
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【図５】 【図６】



(21) JP 4241783 B2 2009.3.18
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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