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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク非対応の画像処理装置とネットワーク対応可能な携帯端末装置とを備えた
画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　ＵＳＢ接続手段と、
　該ＵＳＢ接続手段を介して接続された携帯端末装置に対して、ファイル操作要求を行う
要求手段と、
　を備え、
　前記携帯端末装置は、
　ＵＳＢ接続手段と、
　該ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたこ
とを検知する検知手段と、
　複数のフォルダを作成可能な記憶手段と、
　前記記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれＷｅｂサービスのアドレ
ス情報を予め設定する設定手段と、
　前記検知手段により、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが
検知されたときに、それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービ
ス上のフォルダを対応するフォルダにマウントするマウント手段と、
　前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォル
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ダに対して前記ファイル操作要求がなされたときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された
変換テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変
換して前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅｂサービスから対応するデータを取
得し、前記画像処理装置に転送する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記ファイル操作要求は、ファイルリストの転送要求またはファイルのコピー要求であ
る請求項１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
　ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワーク
対応可能な携帯端末装置であって、
　ＵＳＢ接続手段と、
　該ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたこ
とを検知する検知手段と、
　複数のフォルダを作成可能な記憶手段と、
　前記記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれＷｅｂサービスのアドレ
ス情報を予め設定する設定手段と、
　前記検知手段により、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが
検知されたときに、それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービ
ス上のフォルダを対応するフォルダにマウントするマウント手段と、
　前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォル
ダに対してファイル操作要求がなされたときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換
テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換し
て前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅｂサービスから対応するデータを取得し
、前記画像処理装置に転送する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワーク
対応可能な携帯端末装置で実行されるファイル処理方法であって、
　ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたこと
を検知する検知ステップと、
　複数のフォルダを作成可能な記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれ
Ｗｅｂサービスのアドレス情報を予め設定する設定ステップと、
　前記検知ステップにおいて、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続された
ことが検知されたときに、それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂ
サービス上のフォルダを対応するフォルダにマウントするマウントステップと、
　前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォル
ダに対してファイル操作要求がなされたときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換
テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換し
て前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅｂサービスから対応するデータを取得し
、前記画像処理装置に転送する制御ステップと、
　を備えたことを特徴とするファイル処理方法。
【請求項５】
　ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワーク
対応可能な携帯端末装置のコンピュータに、
　ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたこと
を検知する検知ステップと、
　複数のフォルダを作成可能な記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれ
Ｗｅｂサービスのアドレス情報を予め設定する設定ステップと、
　前記検知ステップにおいて、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続された
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ことが検知されたときに、それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂ
サービス上のフォルダを対応するフォルダにマウントするマウントステップと、
　前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォル
ダに対してファイル操作要求がなされたときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換
テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換し
て前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅｂサービスから対応するデータを取得し
、前記画像処理装置に転送する制御ステップと、
　を実行させるためのファイル処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワーク非対応のプリンタ等の画像処理装置と、ＵＳＢを介して接続
されるネットワーク対応可能なスマートフォン、タブレット端末等の携帯端末装置とを備
えた画像処理システム、携帯端末装置、携帯端末装置で実行されるファイル処理方法及び
ファイル処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク非対応のプリンタ等の画像処理装置から、Ｗｅｂサービス上の所望のファ
イルを読み出したい場合、従来では、一度ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリやスマ
ートフォン等の携帯端末装置にファイルを保存し、そこから画像処理装置に読み出す必要
があった。
【０００３】
　また、ＵＳＢメモリや携帯端末装置へのファイルの保存も、Ｗｅｂサービスへのログイ
ン、所望のファイルのあるディレクトリへの移動、ファイルの指定、ダウンロードといっ
た一連の準備が必要であり、手間がかかっていた。
【０００４】
　なお、画像処理装置と携帯端末装置を接続し、電話回線経由でファイルを取得してプリ
ントする技術が既に知られている（例えば特許文献１、２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２９０６２０号公報
【特許文献１】特開２００５－５７４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、前記特許文献１及び特許文献２に記載の技術は、画像処理装置からの操作で
Ｗｅｂサービスからファイルを取得するものではなく、やはり一連の準備が必要で手間が
かかるという問題点を払拭できなかった。
【０００７】
　この発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、Ｗｅｂサービスへのログイ
ン、所望のファイルのあるディレクトリへの移動、ファイルの指定、ダウンロードといっ
た一連の準備を必要とすることなく、ネットワーク非対応の画像処理装置からＷｅｂサー
ビス上のファイルの取得等のファイル操作を行うことができる画像処理装置システム、及
び該システムに用いられる携帯端末装置を提供し、さらにはファイル処理方法及びファイ
ル処理プログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  上記課題は、以下の手段によって解決される。
（１）ネットワーク非対応の画像処理装置とネットワーク対応可能な携帯端末装置とを備
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えた画像処理システムであって、前記画像処理装置は、ＵＳＢ接続手段と、該ＵＳＢ接続
手段を介して接続された携帯端末装置に対して、ファイル操作要求を行う要求手段と、を
備え、前記携帯端末装置は、ＵＳＢ接続手段と、該ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記
画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことを検知する検知手段と、複数のフォルダ
を作成可能な記憶手段と、前記記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれ
Ｗｅｂサービスのアドレス情報を予め設定する設定手段と、前記検知手段により、自装置
が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが検知されたときに、それぞれの
Ｗｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフォルダを対応するフォ
ルダにマウントするマウント手段と、前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウン
トされたＷｅｂサービス上のフォルダに対して前記ファイル操作要求がなされたときは、
Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応す
るＷｅｂサービスへのコマンドに変換して前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅ
ｂサービスから対応するデータを取得し、前記画像処理装置に転送する制御手段と、を備
えたことを特徴とする画像処理システム。
（２）前記ファイル操作要求は、ファイルリストの転送要求またはファイルのコピー要求
である前項１に記載の画像処理システム。
（３）ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワ
ーク対応可能な携帯端末装置であって、ＵＳＢ接続手段と、該ＵＳＢ接続手段を介して自
装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことを検知する検知手段と、複数
のフォルダを作成可能な記憶手段と、前記記憶手段に作成された複数のフォルダに対して
、それぞれＷｅｂサービスのアドレス情報を予め設定する設定手段と、前記検知手段によ
り、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが検知されたときに、
それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフォルダを対
応するフォルダにマウントするマウント手段と、前記画像処理装置から、何れかのフォル
ダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォルダに対してファイル操作要求がなされたと
きは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換テーブルに従って前記ファイル操作要求を
対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換して前記Ｗｅｂサービスへ転送することによ
りＷｅｂサービスから対応するデータを取得し、前記画像処理装置に転送する制御手段と
、を備えたことを特徴とする携帯端末装置。
（４）ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワ
ーク対応可能な携帯端末装置で実行されるファイル処理方法であって、ＵＳＢ接続手段を
介して自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことを検知する検知ステ
ップと、複数のフォルダを作成可能な記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、そ
れぞれＷｅｂサービスのアドレス情報を予め設定する設定ステップと、前記検知ステップ
において、自装置が前記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが検知されたと
きに、それぞれのＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフォル
ダを対応するフォルダにマウントするマウントステップと、前記画像処理装置から、何れ
かのフォルダにマウントされたＷｅｂサービス上のフォルダに対してファイル操作要求が
なされたときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換テーブルに従って前記ファイル
操作要求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換して前記Ｗｅｂサービスへ転送す
ることによりＷｅｂサービスから対応するデータを取得し、前記画像処理装置に転送する
制御ステップと、を備えたことを特徴とするファイル処理方法。
（５）ＵＳＢ接続手段を備えたネットワーク非対応の画像処理装置と接続可能でネットワ
ーク対応可能な携帯端末装置のコンピュータに、ＵＳＢ接続手段を介して自装置が前記画
像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことを検知する検知ステップと、複数のフォル
ダを作成可能な記憶手段に作成された複数のフォルダに対して、それぞれＷｅｂサービス
のアドレス情報を予め設定する設定ステップと、前記検知ステップにおいて、自装置が前
記画像処理装置のＵＳＢ接続手段に接続されたことが検知されたときに、それぞれのＷｅ
ｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフォルダを対応するフォルダ
にマウントするマウントステップと、前記画像処理装置から、何れかのフォルダにマウン



(5) JP 5910612 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

トされたＷｅｂサービス上のフォルダに対してファイル操作要求がなされたときは、Ｗｅ
ｂサービス毎に予め設定された変換テーブルに従って前記ファイル操作要求を対応するＷ
ｅｂサービスへのコマンドに変換して前記Ｗｅｂサービスへ転送することによりＷｅｂサ
ービスから対応するデータを取得し、前記画像処理装置に転送する制御ステップと、を実
行させるためのファイル処理プログラム。
【発明の効果】
【０００９】
　前項（１）に記載の発明によれば、携帯端末装置を画像処理装置にＵＳＢ接続すると、
携帯端末装置によりＵＳＢ接続手段に接続されたことが検知され、複数のフォルダに対し
てそれぞれ設定されたＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフ
ォルダを記憶手段に形成されたフォルダにマウントする。何れかのフォルダにマウントさ
れたＷｅｂサービス上のフォルダに対して、画像処理装置からファイル操作要求がなされ
たときは、Ｗｅｂサービス毎に予め設定された変換テーブルに従って前記ファイル操作要
求を対応するＷｅｂサービスへのコマンドに変換して前記Ｗｅｂサービスへ転送すること
によりＷｅｂサービスから対応するデータを取得して、前記画像処理装置に転送する。
                                                                                
【００１０】
　つまり、携帯端末装置が画像処理装置にＵＳＢ接続されると、携帯端末装置から予め設
定されたＷｅｂサービスのアドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のフォルダを前記
フォルダにマウントするから、Ｗｅｂサービスへのログイン、所望のファイルのあるディ
レクトリへの移動、ファイルの指定、ダウンロードといった一連の準備を必要とすること
なく、Ｗｅｂサービス上のフォルダを携帯端末装置のフォルダに自動的にマウントできる
。従って、ネットワーク非対応の画像処理装置であっても、ユーザーはＵＳＢメモリを利
用するのと同様に、Ｗｅｂサービス上のファイルであることを意識することなく、必要な
ファイルの取得等のファイル操作を行うことができる。
【００１１】
　前項（２）に記載の発明によれば、ユーザーは画像処理装置からＷｅｂサービス上のフ
ァイルについてのファイルリストやファイルのコピーを行うことができる。
【００１２】
　前項（３）に記載の発明によれば、ネットワーク非対応の画像処理装置でっあても、ユ
ーザーはＵＳＢメモリを利用するのと同様に、Ｗｅｂサービス上のファイルであることを
意識することなく、必要なファイルの取得等のファイル操作を行うことを可能にする携帯
端末装置となし得る。
【００１３】
　前項（４）に記載の発明によれば、ネットワーク非対応の画像処理装置でっあても、ユ
ーザーはＵＳＢメモリを利用するのと同様に、Ｗｅｂサービス上のファイルであることを
意識することなく、必要なファイルの取得等のファイル操作を行うことができる。
【００１４】
　前項（５）に記載の発明によれば、ネットワーク非対応の画像処理装置でっあても、ユ
ーザーはＵＳＢメモリを利用するのと同様に、Ｗｅｂサービス上のファイルであることを
意識することなく、必要なファイルの取得等のファイル操作を行うことができる処理を、
携帯端末装置のコンピュータに実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像処理システムの構成図である。
【図２】画像処理装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】携帯端末装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】画像処理装置と該画像処理装置にＵＳＢ接続された携帯端末内のフォルダが仮想
的にＷｅｂサービス内のデータストレージと接続される様子を模式的に示す図である。
【図５】Ｗｅｂサービス変換テーブルを示す図である。
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【図６】画像処理装置側のファイル操作と携帯端末装置側のコマンドとを対応付けた表で
ある。
【図７】Ｗｅｂサービス変換テーブルに基づく設定を行い、画像処理装置と携帯端末装置
をＵＳＢ接続した後の、携帯端末装置の各フォルダとＷｅｂサービスとの接続状態を模式
的に示した図である。
【図８】携帯端末装置のアプリケーション内の具体的な機能構成を示す図である。
【図９】携帯端末装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
　図１は、この発明の一実施形態に係る画像処理システムの構成図である。このシステム
は画像処理装置１と携帯端末装置２とを有し、これらがＵＳＢを介して相互に接続可能と
なっている。
【００１８】
　画像処理装置１はネットワーク非対応、つまりネットワーク３に接続できない構成であ
る。一方、携帯端末装置２はネットワーク３に対応可能、つまりネットワーク３に接続で
きる構成となっており、自社クラウド、Ｐｕｂｌｉｃクラウド、他社クラウドといったＷ
ｅｂサービス４にネットワーク３を通じて接続し、ファイル等の取得が可能となっている
。
【００１９】
　この実施形態では、画像処理装置１としてコピー機能、プリント機能、スキャン機能、
ファクシミリ機能等を多機能複合機であるＭＦＰが用いられているが、これに限定される
ことはない。以下、画像処理装置をＭＦＰとも記す。また、携帯端末装置を携帯端末とも
記す。携帯端末２には、スマートフォン、タブレット端末等が用いられる。
【００２０】
　図２は、ＭＦＰ１の電気的構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図２において、ＭＦＰ１は、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）１０と、ＣＰＵ１０で実行されるプログラム等を記憶するためのＲＯＭ
（Read Only Memory）１１と、ＣＰＵ１０でプログラムを実行する際の作業領域として機
能するＲＡＭ(Random Acces Memory）１２と、図示しない原稿台に載置された原稿を光学
的に読み取って画像データを得るためのスキャナ１３と、画像データを印刷用紙上に固定
するためのプリンタ１４と、情報を表示したり、当該ＭＦＰ１に対する操作入力を受け付
けたりするための操作ネル１５と、スキャナ１３で読み取った画像データや携帯端末２等
の外部装置から取得したファイルや、アプリケーションプログラム等を保存するための記
憶部１６と、ＵＳＢ接続部１７等を備えている。
【００２２】
　操作パネル１５は、表示部１５１とタッチパネル１５２と操作キー群１５３とを備えて
いる。タッチパネル１５１は、液晶表示装置等からなる表示部１５１に重ねられた光学式
タッチパネルや静電容量タイプ等の位置表示装置からなり、表示部１５１に表示された操
作画面上の指示位置を特定する。
【００２３】
　ＵＳＢ接続部１７はＵＳＢ接続ポート、ＵＳＢインターフェース、ＵＳＢデバイス等を
備え、携帯端末２やその他の機器をＵＳＢ接続することができるようになっている。
【００２４】
　ＣＰＵ１０はＵＳＢ接続部１７に接続された携帯端末２に対して、ユーザーの操作に基
づいて、ファイル操作要求を行う。
【００２５】
　図３は、携帯端末２の電気的構成を示すブロック図である。
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【００２６】
  図３において、携帯端末２は、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ２０と、Ｃ
ＰＵ２０で実行されるプログラム等を記憶するためのＲＯＭ２１と、ＣＰＵ２０でプログ
ラムを実行する際の作業領域として機能するＲＡＭ２２と、画像データや文書データ等の
ファイルを記憶したり、他の情報を記憶するための記憶部２３と、情報を表示したり、当
該携帯端末２に対する操作入力を受け付けたりするための操作パネル２４と、図示しない
基地局と通信することによる電話回線を介した通信を制御するための通信コントローラ２
５と、ネットワークを介した通信を制御するためのネットワークインターフェース２６と
、ＭＦＰ１等の外部機器とＵＳＢ接続を行うためのＵＳＢ接続部２７を備えている。ＵＳ
Ｂ接続部２７は、ＵＳＢインターフェース、ＵＳＢデバイス等を備えている。
【００２７】
  操作パネル２４は、ＭＦＰ１の操作パネル１５と同様の構成であってもよい。すなわち
、一例として、液晶表示装置等からなる表示部２４１と、該表示部２４１に重ねられた光
学式タッチパネルや静電容量タッチパネル等の位置指示装置からなるタッチパネル２４２
を含む。
【００２８】
　ＣＰＵ２０は、ＵＳＢ接続部２７を介して携帯端末２がＭＦＰ１に接続されると、接続
されたことを検知して検知信号を出力する。
【００２９】
　図４は、ＭＦＰ１と該ＭＦＰ１にＵＳＢ接続された携帯端末２内のフォルダが仮想的に
Ｗｅｂサービス（クラウドともいう）４内のデータストレージと接続される様子を模式的
に示すものである。
【００３０】
　ＭＦＰ１のローカルフォルダ１６１Ｕからは、携帯端末２内のローカルフォルダ２３１
Ｕが、ＭＦＰ１のＡ～Ｃフォルダ１６１Ａ～１６１Ｃからは携帯端末２のＡ～Ｃフォルダ
２３１Ａ～２３１Ｃを介してクラウド４上のフォルダが仮想的に見えている。
【００３１】
　上記のように、携帯端末２内のフォルダを仮想的にクラウド４内のデータストレージと
接続するために、まず、ネットワーク非対応のＭＦＰ１にＵＳＢドライブ上で仮想的に見
せたいクラウド４のフォルダと、携帯端末１のアプリケーション（以下、単にアプリとも
いう）内のＡ～Ｃフォルダ２３１Ａ～２３１Ｃの割付を、携帯端末２のアプリ上でセット
アップする。なお、携帯端末２内のＡ～Ｃフォルダ２３１Ａ～２３１Ｃは、ＵＳＢメモリ
上のフォルダ作成操作と同様の操作で作成可能である。
【００３２】
　前記セットアップは、ユーザーが携帯端末２において各フォルダ２３１Ａ～２３１Ｃを
作成すると共に、作成したフォルダ２３１Ａ～２３１Ｃに対して、図５のＷｅｂサービス
変換テーブルに示すような設定を行うことにより実行される。例えば、Ａフォルダ２３１
Ａについては、Ｗｅｂサービス４として自社クラウドを設定すると共に、ユーザーＩＤ及
びパスワードを入力するよう設定し、さらには自社クラウド４の接続先であるデータスト
レージのアドレスを設定する。なお、必要に応じて、データストレージの下位層のアドレ
スも設定する。Ｂフォルダ２３１Ｂ以下のフォルダについても同様に設定を行う。
【００３３】
　また、Ｗｅｂサービス４毎にファイルシステム（後述する）の操作は異なるので、図６
の表のようにその操作も対応付けて設定する。例えば、ユーザーによるＭＦＰ１からのフ
ァイル操作が、登録されたＡフォルダ２３１Ａのオープン操作である場合は、携帯端末２
のアプリによる内蔵メモリ（記憶部２３）領域へのコマンドとして「ｃｄ」を設定し、ネ
ットワーク上を転送されるコマンドとして、Ｆｔｐの場合には、「Ｆｔｐ　ｘｘｘ．ｃｏ
．ｊｐ」及びＩＤ入力、パスワードの入力等が設定される。また、Ａフォルダ２３１Ａの
下位層のフォルダ「Ａ　ＳＵＢ」をＭＦＰ１からオープンする操作の場合は、携帯端末２
のアプリケーションによるコマンドとして「ｃｄ　Ａ　ＳＵＢ」を設定し、ネットワーク
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上を転送されるコマンドとして、「ｃｄ　Ａ　ＳＵＢ／・・・／・・・」等が設定される
。ＭＦＰ１からファイルのドラッグアンドドロップによるコピー操作を行う場合やその他
の設定も同様に行われる。
【００３４】
　図７は、上記のようなセットアップを行い、ＭＦＰ１と携帯端末２をＵＳＢ接続した後
の、各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ・・・とＷｅｂサービス４との接続状態を模式的に示
した図である。
【００３５】
　携帯端末２のＣＰＵ２０がＭＦＰ１とのＵＳＢ接続を検知すると、図５及び図６に示し
たＷｅｂサービス変換テーブルに示した設定に従って、携帯端末２内の各フォルダ２３１
Ａ、２３１Ｂ・・・に割り付けられたＷｅｂサービス４に自動的に接続し、登録されたユ
ーザーＩＤ、パスワードを基にログインする。
【００３６】
　その後、これもＷｅｂサービス変換テーブルに登録されたサービス上の指定のデータス
トレージの下位層に移動し、そのディレクトリ（フォルダ）を携帯端末２の各フォルダに
マウントする。
【００３７】
　次に、図１に示した画像処理システムの動作を、携帯端末２のアプリ内の具体的な機能
構成を示す図８を参照して説明する。
【００３８】
　携帯端末２がＭＦＰ１にＵＳＢ接続されると、ＣＰＵ２０はＵＳＢデバイス２７２を介
して接続を検知し、検知信号Ｓを出力する。この検知信号Ｓをトリガとして、登録された
Ｗｅｂサービス変換テーブルを基に、各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ，・・・に割り付け
られたＷｅｂサービス４にログインし、クラウド上のデータストレージのディレクトリ（
フォルダ）を各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ，・・・にマウントする。マウントする仕組
みやシステムは、ネットワークファイルシステム２８という既存技術で構成され、ファイ
ル共有を実現できる。ネットワークファイルシステムの代表例として「ＮＦＳ」を挙げる
ことができる。
【００３９】
　クラウド上のディレクトリ（フォルダ）を携帯端末２の各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ
，・・・にマウントした状態では、ＭＦＰ１からのフォルダオープンやファイルリストの
取得といったファイル操作は、ＵＳＢプロトコルに変換されて携帯端末２に送信される。
【００４０】
　携帯端末２はこれを受信すると、携帯端末２内で、ＵＳＢプロトコルから通常のファイ
ルアクセス命令の処理に変換され、記憶部２３を制御するためのメモリ制御部２００へ送
られる。なお、メモリ制御部２００はＣＰＵ２０の機能の一部として構成される。
【００４１】
　メモリ制御部２００に送られたファイルアクセス命令は、メモリ制御部２００により携
帯端末２の記憶部２３へのファイルアクセス命令に変換され、それぞれのフォルダ２３１
Ａ、２３１Ｂ，・・・へ送られる。このとき、クラウド４に割り付けられたフォルダ（例
えばＡフォルダ２３１Ａ）へのアクセスか、ローカルメモリ２３１Ｕへのアクセスかは区
別されない。
【００４２】
　ファイルアクセス命令が、例えばＡフォルダ２３１Ａに対するファイル操作（例えばフ
ァイルリスト取得操作）である場合、携帯端末２はクラウド上のデータストレージからフ
ァイルリストを取得する。取得されたファイルリストはメモリ制御部２００に転送され、
さらにＭＦＰ１へ転送される。
【００４３】
　また、ＭＦＰ１の操作により、携帯端末２の例えばＡフォルダ２３１Ａからファイルを
コピーする場合は、クラウド上のデータストレージから携帯端末２の記憶部２３のメモリ
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領域にファイルがコピーされるので、ＭＦＰ１から見ると、携帯端末２のＵＳＢメモリ上
にファイルがあり、それをＭＦＰ１側コピーすることになる。すなわち、携帯端末２の各
フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ，・・・にクラウド上のフォルダをマウントしておくことで
、ＭＦＰ１からは恰もＵＳＢメモリ上のフォルダやファイルとして見えることになる。
【００４４】
　しかも、携帯端末２がＭＦＰ１にＵＳＢ接続されると、自動的に、携帯端末２から予め
設定されたＷｅｂサービスの接続アドレスにアクセスして、Ｗｅｂサービス上のディレク
トリ（フォルダ）を携帯端末２の前記フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ・・・にマウントする
から、Ｗｅｂサービス４へのログイン、所望のファイルのあるディレクトリへの移動、フ
ァイルの指定、ダウンロードといった一連の準備を必要とすることなく、Ｗｅｂサービス
４上のフォルダを携帯端末２のフォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ・・・に自動的にマウントで
きる。従って、ユーザーは、ネットワーク非対応のＭＦＰ１から、ＵＳＢメモリを利用す
るのと同様の感覚で、Ｗｅｂサービス４上のファイルであることを意識することなく、必
要なファイルの取得等のファイル操作を行うことができる。
【００４５】
　図９は、携帯端末２動作を示すフローチャートである。この動作は携帯端末２のＣＰＵ
２０がＲＯＭ２１や記憶部２３等に格納された動作プログラムに従って動作することによ
り実行される。
【００４６】
　図９では、ステップＳ００でＭＦＰ１とのＵＳＢ接続を検知すると、ステップＳ０１で
、Ｗｅｂサービス変換テーブルに基づいて登録されたＷｅｂサービス４にログインし、ス
テップＳ０２で、得録されたクラウド４上のディレクトリ（フォルダ）に移動する。そし
て、ステップＳ０３で、各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ・・・をオープンし、クラウド上
のディレクトリ（フォルダ）を携帯端末２内の各フォルダ２３１Ａ、２３１Ｂ・・・にマ
ウントする。
【００４７】
　ユーザーがＭＦＰ１でファイルリストの取得操作やファイルコピー操作等のファイル操
作を行うと、ＭＦＰ１はファイルリストの転送命令やファイルコピー命令を携帯端末２に
送信する。
【００４８】
　ステップＳ０４では、ＭＦＰ１からファイルリストの転送命令（ファイルリストの取得
命令）があったかどうかを調べ、あると（ステップＳ０４でＹＥＳ）、ステップＳ１４で
、ＭＦＰ１からのファイルリスト取得命令がメモリ制御部２００へ転送される。
【００４９】
　次いで、ステップＳ１５では、ＭＦＰ１からの命令で指定された携帯端末２内のフォル
ダに対して、メモリ制御部２００からファイルリストの取得命令が発行され、ステップＳ
１６ではファイルリスト取得命令がクラウド４へ転送される。
【００５０】
　ステップＳ１７で、クラウド４からファイルリストを受信すると、ステップＳ１８で、
受信したファイルリストをＭＦＰ１へ転送したのち、ステップＳ１９で、別の動作または
終了動作を行う。
【００５１】
　ステップＳ０４で、ファイルリスト転送命令でない場合（ステップＳ０４でＮＯ）、ス
テップＳ０５で、ファイルコピー命令かどうかを判断する。ファイルコピー命令であれば
（ステップＳ０５でＹＥＳ）、ステップＳ０７で、ＭＦＰ１からのファイルコピー命令が
メモリ制御部２００へ転送される。
【００５２】
　次いで、ステップＳ０８では、ＭＦＰ１からの命令で指定されたフォルダに対して、メ
モリ制御部２００からファイルコピー命令が発行され、ステップＳ０９ではファイルコピ
ー命令がクラウド４へ転送される。



(10) JP 5910612 B2 2016.4.27

10

20

【００５３】
　ステップＳ１０で、クラウド４からファイルを受信すると、ステップＳ１１で、受信し
たファイルを携帯端末２のフォルダ内に格納したのち、ステップＳ１２で、ＵＳＢメモリ
からファイルをコピーするのと同一動作にて、コピーしたファイルをＭＦＰ１に転送する
。そして、ステップＳ１３で、別の動作または終了動作を行う。
【００５４】
　ステップＳ０５でファイルコピー命令でなければ（ステップＳ０５でＮＯ）、ステップ
Ｓ０６で、動作終了かどうかを判断し、終了でなければ（ステップＳ０６でＮＯ）、ステ
ップＳ０４に戻る。終了であれば（ステップＳ０６でＹＥＳ）、ステップＳ２０で、アプ
リケーションの終了またはＵＳＢ接続の解除処理を行う。
【００５５】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されることはな
い。
【００５６】
　例えば、ＭＦＰ１からのファイル操作として、ファイルリストの取得操作やファイルコ
ピー操作を例示したが、ファイル操作はこれらの操作に限定されることはない。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　　　画像処理装置
　２　　　　携帯端末装置
　３　　　　ネットワーク
　４　　　　Ｗｅｂサービス
　１７　　　ＵＳＢ接続部
　２０　　　ＣＰＵ
　２３　　　記憶部
　２６　　　ネットワークインターフェース
　２７　　　ＵＳＢ接続部
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