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(57)【要約】
【課題】多数のプロファイルの中から最適なプロファイ
ルで原稿を読み取る。
【解決手段】複合機１は、原稿を読み取り画像データを
生成する画像読取装置１０と、画像データを出力する複
数の画像データ出力装置２０とを備え、画像読取装置１
０は、読取パラメータが異なる複数のプロファイルを予
め記憶するプロファイル記憶部１８１と、ユーザが選択
したプロファイルの読取パラメータに基づいて原稿を読
み取る画像読取部１１と、画像読取部１１で使用された
各々のプロファイルの使用回数と、プロファイル毎に、
当該プロファイルを用いて生成された画像データを出力
した画像データ出力装置２０それぞれの出力回数とをカ
ウントする利用履歴更新部１４３と、ユーザにプロファ
イルが選択される前に、使用回数の多いプロファイルを
、画像データ出力装置２０それぞれの出力回数と共にユ
ーザに通知する通知部３０とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取り画像データを生成する画像読取装置と、前記画像データを出力する複数
の画像データ出力装置とを備える複合機であって、
　前記画像読取装置は、
　読取パラメータが異なる複数のプロファイルを予め記憶するプロファイル記憶部と、
　ユーザが選択した前記プロファイルの読取パラメータに基づいて前記原稿を読み取る画
像読取部と、
　前記画像読取部で使用された各々のプロファイルの使用回数と、前記プロファイル毎に
、当該プロファイルを用いて生成された画像データを出力した前記画像データ出力装置そ
れぞれの出力回数とをカウントする利用履歴更新部と、
　前記ユーザに前記プロファイルが選択される前に、前記使用回数の多いプロファイルを
、前記画像データ出力装置それぞれの出力回数と共に前記ユーザに通知する通知部と
を備えることを特徴とする複合機。
【請求項２】
　前記画像読取部が読み取った画像を画面に表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部に画像を表示させてから、別のプロファイルを選択可能にすることを特徴と
する請求項１に記載された複合機。
【請求項３】
　前記画像データ出力装置は、紙媒体に画像を形成する画像形成装置、電話回線を介して
前記画像データを送信する画像電送装置、外部記憶媒体に前記画像データを記憶させる外
部記憶媒体接続装置、インターネットを介して前記画像データを送信する画像データ送信
装置のうちの少なくとも２つを備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載さ
れた複合機。
【請求項４】
　前記画像読取装置は、ユーザからのパラメータ変更を受け付け、ユーザが選択したプロ
ファイルの読取パラメータを変更するプロファイル生成編集処理部を備え、
　前記利用履歴更新部は、前記プロファイル毎の前記プロファイル生成編集処理部が変更
を受け付けた試行回数をカウントし、前記試行回数と、前記使用回数および前記出力回数
とを関連付け、
　前記通知部は、前記使用回数の多いプロファイルを、さらに前記試行回数と共に通知す
る
ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載された複合機。
【請求項５】
　他のプロファイル記憶部と、各々のプロファイルの使用回数、出力回数、試行回数それ
ぞれを記録する利用履歴記憶部とを備えるプロファイルサーバと、前記画像読取装置とが
通信可能に接続し、
　前記画像読取部は、前記他のプロファイル記憶部から前記プロファイルを取得して前記
原稿を読み取り、
　前記利用履歴更新部は、
　プロファイルの使用回数をカウントしたときに、前記利用履歴記憶部に記録された当該
プロファイルの使用回数をインクリメントさせ、
　プロファイルの出力回数をカウントしたときに、前記利用履歴記憶部に記録された当該
プロファイルの出力回数をインクリメントさせ、
　プロファイルの試行回数をカウントしたときに、前記利用履歴記憶部に記録された当該
プロファイルの試行回数をインクリメントさせる
ことを特徴とする請求項４に記載された複合機。
【請求項６】
　読取パラメータが異なる複数のプロファイルを予め記憶するプロファイル記憶部と、ユ
ーザが選択したプロファイルの読取パラメータに基づいて原稿を読み取る画像読取部とを
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備える画像読取装置であって、
　前記画像読取部で使用された各々のプロファイルの使用回数をカウントする利用履歴更
新部と、
　前記ユーザにプロファイルが選択される前に、前記使用回数の多いプロファイルを前記
ユーザに通知する通知部と
を備えることを特徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　前記画像読取部が読み取った画像を画面に表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部に画像を表示させてから、別のプロファイルを選択可能にすることを特徴と
する請求項６に記載された画像読取装置。
【請求項８】
　他のプロファイル記憶部と、各々のプロファイルの使用回数を記録する利用履歴記憶部
とを備えるプロファイルサーバと通信可能に接続し、
　前記画像読取部は、前記他のプロファイル記憶部から前記プロファイルを取得して前記
原稿を読み取り、
　前記利用履歴更新部は、プロファイルの使用回数をカウントしたときに、前記利用履歴
記憶部に記録された当該プロファイルの使用回数をインクリメントさせる
ことを特徴とする請求項６または請求項７に記載された画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文章や写真などの原稿表面を読み取る際の設定情報が記述されたプロファイ
ルを用いてスキャンを行う複合機および画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複合機が備える画像読取装置（スキャナ）においては、ユーザが、原稿載置台に
原稿を載置して、スキャンを開始させる決定ボタンを押下することで、スキャナは原稿の
表面を読み取る。
　このとき、画像読取装置は、予め用意されたプロファイルを用いてスキャンを行う。こ
のプロファイルには、原稿表面を読み取る際の読取パラメータ（読取設定情報）が記述さ
れており、例えば、読み取り時の解像度、濃度値、原稿の画質パターン、コントラスト値
、色相調整値、彩度調整値などが記述されている。
【０００３】
　従来の画像読取装置は、読取パラメータの異なる複数のプロファイルから、１つを選択
してスキャンを開始させることができるようになっている。例えば、ユーザがプロファイ
ルを簡単に選択できるように、文字の原稿を読み取るのか、または、写真の原稿を読み取
るのかを選択することで、文字読取用のプロファイルと写真読取用のプロファイルとのど
ちらかのプロファイルを利用することができる画像読取装置もあるが、選択肢が２つしか
なく、原稿の読み取りに最適なプロファイルを選択できるとはいえない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２５３５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、最適なプロファイルを選択可能にするため、画像読取装置に、読取パラメータ
の異なるプロファイルを多数用意する必要がある。例えば、濃度値およびコントラスト値
の値の組み合わせが異なるプロファイルを数種用意する。これにより、ユーザは、プロフ
ァイルの選択肢が増えるため、より最適なプロファイルを選択できる。
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【０００６】
　しかしながら、読取パラメータの異なる多数のプロファイルが用意された画像読取装置
を利用するユーザが、多数のプロファイルの中から、原稿の読み取りに最適なプロファイ
ルを選択することは困難である。特に、専門的な知識を持たないユーザの場合、どれが最
適なプロファイルであるかわからないため、ひとつひとつプロファイルを選択してはスキ
ャンを行い、最適なプロファイルであるか否かを判定し、最適なプロファイルを地道に探
し出すという作業を強いられる。
　このように、読取パラメータの異なる多数のプロファイルが用意された画像読取装置は
、原稿の読み取りに最適なプロファイルをユーザが探し出すまでに時間がかかるという問
題点がある。
【０００７】
　本発明では、以上のような問題を解決するために、多数のプロファイルの中から最適な
プロファイルで原稿を読み取る複合機および画像読取装置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】
　前記課題を解決するために、第１の発明は、原稿を読み取り画像データを生成する画像
読取装置と、前記画像データを出力する複数の画像データ出力装置とを備える複合機であ
って、前記画像読取装置は、読取パラメータが異なる複数のプロファイルを予め記憶する
プロファイル記憶部と、ユーザが選択したプロファイルの読取パラメータに基づいて前記
原稿を読み取る画像読取部と、前記画像読取部で使用された各々のプロファイルの使用回
数と、前記プロファイル毎に、当該プロファイルを用いて生成された画像データを出力し
た前記画像データ出力装置それぞれの出力回数とをカウントする利用履歴更新部と、前記
ユーザにプロファイルが選択される前に、前記使用回数の多いプロファイルを、前記画像
データ出力装置それぞれの出力回数と共に前記ユーザに通知する通知部とを備える構成に
した。
【０００９】
　また、第２の発明は、読取パラメータが異なる複数のプロファイルを予め記憶するプロ
ファイル記憶部と、ユーザが選択したプロファイルの読取パラメータに基づいて原稿を読
み取る画像読取部とを備える画像読取装置であって、前記画像読取部で使用された各々の
プロファイルの使用回数をカウントする利用履歴更新部と、前記ユーザにプロファイルが
選択される前に、前記使用回数の多いプロファイルを前記ユーザに通知する通知部とを備
える構成にした。
【００１０】
　多数のプロファイルの中から１つのプロファイルを選択するには、何らかの指標が必要
である。第１の発明は、プロファイルの使用回数と、プロファイル毎に当該プロファイル
を用いて生成された画像データを出力した画像データ出力装置それぞれの出力回数とを指
標として提供するものである。また、第２の発明は、プロファイルの使用回数を指標とし
て提供するものである。
　ユーザは、この指標を参考にして、利用目的に応じて、多数のプロファイルの中から１
つのプロファイルを選択することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の発明および第２の発明によれば、プロファイルを選択するための指標を提供する
ため、多数のプロファイルの中から最適なプロファイルを選択することができ、その最適
なプロファイルで原稿を読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る画像処理システムの構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る複合機の構成を示すブロック図である。
【図３】プロファイルテーブルの一例を示す図である。
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【図４】利用履歴テーブルの一例を示す図である。
【図５】スキャン処理における画面フローを示す図である。
【図６】処理メニュー画面の一例である。
【図７】スキャンメニュー画面の一例である。
【図８】プロファイル新規作成画面の一例である。
【図９】プロファイル詳細作成画面の一例である。
【図１０】プロファイル選択画面の一例である。
【図１１】プロファイル情報画面の一例である。
【図１２】プロファイル編集画面の一例である。
【図１３】スキャン開始確認画面の一例である。
【図１４】利用先選択画面の一例である。
【図１５】処理終了画面の一例である。
【図１６】第１の実施形態に係るスキャナのスキャン処理動作のフローチャートである。
【図１７】図１６に続く第１の実施形態に係るスキャナのスキャン処理動作のフローチャ
ートである。
【図１８】図１７に続く第１の実施形態に係るスキャナのスキャン処理動作のフローチャ
ートである。
【図１９】第１の実施形態に係るスキャナのプロファイル編集処理動作のフローチャート
である。
【図２０】第１の実施形態に係るスキャナのプロファイル新規作成処理動作のフローチャ
ートである。
【図２１】第２の実施形態に係る画像処理システムの構成を示す図である。
【図２２】第２の実施形態に係る複合機の構成を示すブロック図である。
【図２３】解像度のみが異なるプロファイルを記憶するプロファイルテーブルの一例を示
す図である。
【図２４】解像度のみが異なるプロファイルを記憶する利用履歴テーブルの一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態（以下、「本実施形態」と称する）につき
詳細に説明する。なお、各図は、本発明について概略的に示してあるに過ぎない。よって
、本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、各図において、共通する構成
要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し、それらの重複する説明を省略する
。
【００１４】
《第１の実施形態》
（画像処理システム１００）
　図１に示すように、第１の実施形態に係る複合機１を含む画像処理システム１００は、
複合機１と、ネットワーク２と、外部装置３と、外部記憶媒体４とを備える。
　複合機１は、詳細を後記する。
　ネットワーク２は、例えば、有線／無線ＬＡＮ（Local Area Network）やＺｉｇＢｅｅ
（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などであり、複合機１は、ネットワーク
２を介して、外部装置３とデータの送受信を行う。
　外部装置３は、ＰＣ（Personal Computer）やスマートフォンなどのコンピュータであ
り、ユーザに対して画像を視認可能にするモニタを備える。
　外部記憶媒体４は、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリやスマートメディ
ア、ＳＤメモリカード、外付けＨＤＤ（Hard Disc Drive）などの記憶媒体である。
【００１５】
（複合機１）
　図２に示すように、複合機１は、画像読取装置としてのスキャナ１０と、画像データ出
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力装置としての画像データ利用先２０と、通知部および表示部としての操作パネル３０と
を備える。
【００１６】
（スキャナ１０）
　スキャナ１０（画像読取装置）は、画像読取部１１と、記憶部１８と、制御部１９とを
備え、画像読取部１１が読み取って生成した画像データに、画像処理を行って、画像デー
タ利用先２０に出力する構成部である。
　制御部１９はＣＰＵ（Central Processing Unit）で構成され、記憶部１８はＲＡＭ（R
andom Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、光ディスクなどで構成される。
制御部１９を構成する各処理部の機能は、ＣＰＵが記憶部１８に格納される不図示のプロ
グラムを展開し、実行することによって実現される。
　第１の実施形態において、制御部１９は、スキャナ１０だけでなく複合機１全体を制御
するＣＰＵであり、複合機１が備える画像データ利用先２０（プリンタ２１、ファクシミ
リ２２、外部記憶接続部２３、通信部２４）と、操作パネル３０とを制御する。
【００１７】
（画像読取部１１）
　画像読取部１１は、スキャン（画像読取動作）を実行して、不図示のＣＣＤ（Charge C
oupled Device）アレイが不図示の読取台に載置された原稿の表面画像を読み取り、画像
データを生成する。また、ＡＤＦ（Auto Document Feeder：自動給紙装置）を用いて読取
台に原稿を搬送し、その原稿の表面画像を不図示のＣＣＤ（Charge Coupled Device）ア
レイが読み取ってもよい。
　この画像読取部１１は、制御部１９（後記する駆動制御部１３）の指示に応じて、スキ
ャンを実行して、画像データを生成し、画像データ処理部１２に出力する。
【００１８】
（制御部１９）
　制御部１９は、画像データ処理部１２と、駆動制御部１３と、プロファイル処理部１４
と、利用目的通知判定部１５と、画面処理部１６と、入力処理部１７とを備える。
【００１９】
（画像データ処理部１２）
　画像データ処理部１２は、画面用加工部１２１と、利用先用加工部１２２とを備え、画
像読取部１１が生成した画像データに画像処理を行い、画像データ利用先２０に出力する
構成部である。
【００２０】
　画面用加工部１２１は、画像読取部１１が読み取った画像を、操作パネル３０の表示部
に表示可能な画像データに加工する構成部である。画面用加工部１２１は、例えば、ＪＰ
ＥＧ（Joint Photographic Experts Group）やＰＮＧ（Portable Network Graphics）な
どのファイル形式の画像データに加工する。
【００２１】
　利用先用加工部１２２は、画像読取部１１が読み取った画像データ（スキャン画像デー
タ）を、入力処理部１７から取得した利用先情報に該当する画像データ利用先２０が処理
できるようにスキャン画像データを加工する構成部である。利用先用加工部１２２は、例
えば、利用先情報がプリンタ２１であれば、利用先のプリンタ２１の機種に適合するカラ
ープロファイルなどを用いてスキャン画像データを加工する。この利用先用加工部１２２
は入力処理部１７からの画像処理開始指示に応じて処理を開始する。
【００２２】
　画像データ処理部１２は、利用先用加工部１２２が加工した後の画像データを、利用先
情報に該当する画像データ利用先２０に出力する。このとき、画像データ処理部１２は、
利用目的通知判定部１５に処理完了通知を出力する。
【００２３】
（駆動制御部１３）
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　駆動制御部１３は、画像読取部１１を制御する構成部である。駆動制御部１３は、入力
処理部１７からのスキャン実行開始指示に従って、後記するプロファイルテーブル１８１
（図３）に記憶されたプロファイルデータに基づき、ＣＣＤアレイやモータで構成される
画像読取部１１を制御してスキャン（画像読取動作）を実行させ、画像データを画像デー
タ処理部１２に出力させる。
【００２４】
（プロファイル処理部１４）
　プロファイル処理部１４は、プロファイル生成編集処理部１４１と、監視処理部１４２
と、利用履歴更新部としての利用履歴更新処理部１４３とを備える。
【００２５】
（プロファイル生成編集処理部１４１）
　プロファイル生成編集処理部１４１は、入力処理部１７からの入力データに基づき、プ
ロファイルの新規作成、およびプロファイルテーブル１８１（図３）に記憶されたプロフ
ァイルの編集を行う構成部である。
【００２６】
（監視処理部１４２）
　監視処理部１４２は、入力処理部１７からの指示に応じて、監視開始通知または監視終
了通知を出力する構成部である。
　監視処理部１４２は、入力処理部１７からスキャン実行開始指示を取得した場合、利用
目的通知判定部１５に監視開始通知を出力する。一方、入力処理部１７から処理終了指示
を取得した場合、利用目的通知判定部１５に監視終了通知を出力する。
【００２７】
（利用履歴更新処理部１４３）
　利用履歴更新処理部１４３（利用履歴更新部）は、利用目的通知判定部１５から利用目
的通知を取得した場合に、利用履歴テーブル１８２（図４）に記憶された、画像読取部１
１が使用したプロファイルの使用回数（１８２３）、試行回数（１８２４）、利用回数（
１８２６～１８２９）をインクリメントする。
【００２８】
（利用目的通知判定部１５）
　利用目的通知判定部１５は、監視処理部１４２から監視開始通知を取得すると、監視フ
ラグをＯＮにする。一方、監視処理部１４２から監視終了通知を取得すると、監視フラグ
をＯＦＦにする。
　また、利用目的通知判定部１５は、スキャナ１０（画像データ処理部１２）または画像
データ利用先２０（プリンタ２１、ファクシミリ２２、外部記憶接続部２３、通信部２４
）から処理完了通知を取得したときに、監視フラグを確認する。このときの監視フラグが
ＯＮであれば、利用目的通知判定部１５は、利用目的通知をプロファイル処理部１４に出
力する。一方、監視フラグがＯＦＦであれば、利用目的通知判定部１５は、取得した処理
完了通知を破棄する。
【００２９】
（画面処理部１６）
　画面処理部１６は、画像データを操作パネル３０の表示部に表示可能な画面データに変
換する構成部である。この画面処理部１６が操作パネル３０の表示部に表示させる画面に
ついての詳細は後記する。
【００３０】
（入力処理部１７）
　入力処理部１７は、操作パネル３０を介して入力された情報を処理可能なデータに変換
して、指示として出力する構成部である。
　操作パネル３０にて、後記する図７のスキャンメニュー画面１２００のプロファイル選
択ボタン１２０１または新規作成ボタン１２０２が押下された後で、操作パネル３０に表
示されるプロファイルの新規作成や編集を行う画面にて、ユーザに入力されたデータを、
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入力処理部１７はプロファイル生成編集処理部１４１に出力する。
【００３１】
　また、操作パネル３０にて、後記する図１３のスキャン開始確認画面１８００の開始ボ
タン１８０４が押下されることで、入力処理部１７は、スキャン実行開始指示を駆動制御
部１３および監視処理部１４２に出力する。これにより、駆動制御部１３は、画像読取部
１１を制御してスキャン処理を実行する。
【００３２】
　また、操作パネル３０にて、後記する図１４の利用先選択画面１９００の実行ボタン１
９０９が押下されることで、入力処理部１７は、利用先選択画面１９００にて選択された
利用先情報およびプロファイルデータの識別番号を含む画像処理開始指示を利用先用加工
部１２２（画像データ処理部１２）に出力する。これにより、利用先用加工部１２２は画
像処理を実行する。
【００３３】
　また、操作パネル３０にて、後記する図１５の処理終了画面２０００の終了ボタン２０
０２が押下されることで、入力処理部１７は、監視処理部１４２に処理終了指示を出力す
る。
【００３４】
（記憶部１８）
　記憶部１８は、プロファイル記憶部としてのプロファイルテーブル１８１と、利用履歴
記憶部としての利用履歴テーブル１８２とを備える。
【００３５】
（プロファイルテーブル１８１）
　プロファイルテーブル１８１（プロファイル記憶部）は、プロファイルそれぞれのプロ
ファイル情報（読取パラメータ）を記憶する。図３は、プロファイルテーブル１８１のデ
ータ構成図である。
　Ｎｏで示す番号欄１８１１には、登録内容の単位であるレコードを一意に識別するため
の識別番号が格納される。プロファイルテーブル１８１には、１つのプロファイルが１つ
のレコードとして格納される。
　名称欄１８１２には、プロファイルに付された名称が格納される。
　カテゴリ欄１８１３には、プロファイルを分別するために付されたカテゴリ情報が格納
される。
　読取設定情報欄１８１４には、解像度、濃度、画質、コントラスト、色相調整、再度調
整などのプロファイル情報（読取パラメータ）が格納される。
【００３６】
（利用履歴テーブル１８２）
　利用履歴テーブル１８２（利用履歴記憶部）は、利用履歴情報を記憶する。図４は、利
用履歴テーブル１８２のデータ構成図である。
　Ｎｏで示す番号欄１８２１には、登録内容の単位であるレコードを一意に識別するため
の識別番号が格納される。利用履歴テーブル１８２には、１つのプロファイルが１つのレ
コードとして格納される。同一のプロファイルであれば、プロファイルテーブル１８１の
番号欄１８１１の識別番号と、利用履歴テーブル１８２の番号欄１８２１の識別番号は同
一のものである。
　名称欄１８２２には、プロファイルに付された名称が格納される。
【００３７】
　使用回数欄１８２３には、プロファイルの使用回数が格納される。この使用回数は、後
記する図１４の利用先選択画面１９００にて、利用先（利用先ボタン）が選択されて、実
行ボタン１９０９が押下された回数である。また、この使用回数は、同一レコードにおけ
る、後記するプリンタ欄１８２６と、Ｅ－Ｍａｉｌ欄１８２７と、Ｆａｘ欄１８２８と、
外部記憶欄１８２９との各数値の合計数でもある。
【００３８】
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　試行回数欄１８２４には、プロファイルが更新された回数（試行回数）が格納される。
この試行回数は、後記する図１２のプロファイル編集画面１７００にて、任意の項目が変
更されて、設定ボタン１７０９が押下された回数である。
【００３９】
　画像データ利用先名称欄１８２５には、画像データ処理部１２が画像データを出力する
出力先であり、後記する図１４の利用先選択画面１９００にて、選択可能な利用先ボタン
（プリントボタン１９０２、Ｅ－Ｍａｉｌボタン１９０４、Ｆａｘボタン１９０３、ＵＳ
Ｂボタン１９０５）それぞれに該当する欄が設けられている。これらのプリンタ欄１８２
６、Ｅ－Ｍａｉｌ欄１８２７、Ｆａｘ欄１８２８、外部記憶欄１８２９には、それぞれの
利用回数（出力回数）が格納される。
　プリンタ欄１８２６には、利用先に『プリンタ』（プリントボタン１９０２）が選択さ
れてプリンタ２１が処理を実行した回数（利用回数）が格納される。Ｅ－Ｍａｉｌ欄１８
２７には、利用先に『Ｅ－Ｍａｉｌ』（Ｅ－Ｍａｉｌボタン１９０４）が選択されて通信
部２４が処理を実行した回数（利用回数）が格納される。Ｆａｘ欄１８２８には、利用先
に『Ｆａｘ』（Ｆａｘボタン１９０３）が選択されてファクシミリ２２が処理を実行した
回数（利用回数）が格納される。外部記憶欄１８２９には、利用先に『ＵＳＢメモリ』（
ＵＳＢボタン１９０５）が選択されて外部記憶接続部２３が処理を実行した回数（利用回
数）が格納される。すなわち、利用回数とは、画像データ利用先２０（プリンタ２１、フ
ァクシミリ２２、外部記憶接続部２３、通信部２４）それぞれが画像データを出力した回
数（出力回数）である。
【００４０】
（画像データ利用先２０）
　画像データ利用先２０（画像データ出力装置）は、スキャナ１０から画像データ（加工
済画像データ）を取得して、ユーザが視認可能な画像を媒体を介して提供する構成部であ
り、画像形成装置としてのプリンタ２１と、画像電送装置としてのファクシミリ２２と、
外部記憶媒体接続装置としての外部記憶接続部２３と、画像データ送信装置としての通信
部２４とを備える。
【００４１】
（プリンタ２１）
　プリンタ２１（画像形成装置）は、ＣＰＵ（制御部１９）に制御されて、用紙上に画像
を形成（印刷）する構成部である。プリンタ２１は、内部に備える駆動部（各種ローラや
ベルト）を駆動することで、用紙カセットに載置された用紙を搬送し、定着器（ヒータ）
を用いて用紙上にトナー画像を加熱定着して、画像を形成（印刷）して、排紙トレーに排
出する。これにより、ユーザは、プリンタ２１から排出された用紙を媒体として、画像を
視認することができる。その後、プリンタ２１は、利用目的通知判定部１５に処理完了通
知を出力する。
【００４２】
（ファクシミリ２２）
　ファクシミリ２２（画像電送装置）は、ＣＰＵ（制御部１９）に制御されて、不図示の
電話回線を介してＦＡＸ番号で識別される送信先のファクシミリに画像データを送信する
。これにより、ユーザは、送信先のファクシミリ（不図示）から排出される用紙を媒体と
して、画像を視認することができる。その後、ファクシミリ２２は、利用目的通知判定部
１５に処理完了通知を出力する。
【００４３】
（外部記憶接続部２３）
　外部記憶接続部２３（外部記憶媒体接続装置）は、外部記憶媒体４（図１）が接続され
るコネクタであり、ＣＰＵ（制御部１９）に制御されて、外部記憶媒体４に画像データを
記憶させる。これにより、ユーザは、外部記憶媒体４に記憶された画像データをＰＣに読
み込ませることで、ＰＣに接続されたモニタを媒体として、画像を視認することができる
。その後、外部記憶接続部２３は、利用目的通知判定部１５に処理完了通知を出力する。
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【００４４】
（通信部２４）
　通信部２４（画像データ送信装置）は、ネットワーク２と接続するＩ／Ｆ（インタフェ
ース）であり、ＣＰＵ（制御部１９）に制御されて、ネットワーク２を介して外部装置３
（図１）と接続し、外部装置３との間でデータの送受信を行う。通信部２４は、電子メー
ルなどのツールを用いて外部装置３に画像データを送信する。これにより、ユーザは、送
信先の外部装置３が備えるモニタを媒体として、画像を視認することができる。その後、
通信部２４は、利用目的通知判定部１５に処理完了通知を出力する。
【００４５】
（操作パネル３０）
　操作パネル３０は、ユーザが視認可能な情報を表示する表示部と、ユーザからの要求を
受け付ける操作部とを備え、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）のような表示機能とタッ
チパッドのような位置入力機能との双方を兼ね備えたタッチパネルである。
　ここで、操作パネル３０は、表示部と操作部とを一体に備えるものではなく、別々の装
置であってもよい。例えば、表示部は、ＬＣＤやディスプレイなどで構成され、操作部は
、キーボードやマウスなどで構成される。
　また、操作パネル３０の操作部には、ファクシミリ２２を介して画像データが送信され
る送信先のＦＡＸ番号が入力される。
【００４６】
　ここで複合機１は、ＭＦＰ（MultiFunction Printer）としたが、画像を読み取って画
像データを生成する画像読取部１１、およびその画像データを処理する画像データ処理部
１２を備え、さらに、画像データ利用先２０として、プリンタ２１とファクシミリ２２と
外部記憶接続部２３と通信部２４とのうちの少なくとも一つを備えていればよい。すなわ
ち、複合機１はファクシミリや複写機などであってもよい。
【００４７】
＜画面フローの説明＞
　スキャン処理における、プロファイルの新規作成、およびプロファイルの更新処理の手
順を、図５に示す画面フローを用いて説明する。図６～図１５は操作パネル３０の表示部
に表示される画面の一例である。
【００４８】
（処理メニュー画面１１００）
　まず、操作パネル３０には、図６の処理メニュー画面１１００が表示されている。この
画面が表示されているときに、ユーザによりスキャンボタン１１０２が押下されることで
、図７のスキャンメニュー画面１２００が表示される。ここで、ユーザによりその他のボ
タン（プリントボタン１１０１、Ｆａｘボタン１１０３、コピーボタン１１０４）が押下
された場合、例えば、プリントボタン１１０１が押下された場合、複合機１は、すでに複
合機１が備える記憶部１８や外部記憶媒体４などに記憶されている画像データを取得し、
プリンタ２１を動作させ、一般的な印刷機能を実現させる。また、Ｆａｘボタン１１０３
が押下された場合、複合機１はファクシミリ２２を動作させ、一般的なファクス機能を実
現させる。また、コピーボタン１１０４が押下された場合、複合機１はスキャナ１０およ
びプリンタ２１を動作させ、一般的なコピー機能を実現させる。これらの機能を実現させ
る処理については、一般的な処理であるため説明を省略する。
【００４９】
（スキャンメニュー画面１２００）
　図７に示すようにスキャンメニュー画面１２００には、プロファイル選択ボタン１２０
１、新規作成ボタン１２０２、開始ボタン１２０３、閉じるボタン１２０４、選択プロフ
ァイル表示欄１２０５が表示され、現在、ＩＤが“a-17”、名称が“風景(夕景)”のプロ
ファイルが選択されていることが示されている。このＩＤとは、カテゴリ情報と識別番号
とを組み合わせたものである。
　プロファイル選択ボタン１２０１を押下することで、図１０のプロファイル選択画面１
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５００が表示される。新規作成ボタン１２０２を押下することで、図８のプロファイル新
規作成画面１３００が表示される。開始ボタン１２０３を押下することで、図１３のスキ
ャン開始確認画面１８００が表示される。閉じるボタン１２０４を押下することで、図６
の処理メニュー画面１１００が表示される。
【００５０】
（プロファイル新規作成画面１３００）
　図８に示すプロファイル新規作成画面１３００について説明する。
　名称入力欄１３０１、カテゴリ選択欄１３０２、解像度選択欄１３０３、濃度選択欄１
３０４、画質選択欄１３０５にデータを入力して、設定ボタン１３０７を押下することで
、入力したデータのプロファイル情報（読取パラメータ）が、プロファイルテーブル１８
１に新規登録（記憶）される。このとき識別番号は自動で付与される。設定ボタン１３０
７を押下後、スキャンメニュー画面１２００（図７）が表示される。このとき、スキャン
メニュー画面１２００には、新規作成したプロファイルが選択されていることが表示され
る。
　また、詳細ボタン１３０６を押下することで、図９のプロファイル詳細作成画面１４０
０が表示される。
【００５１】
（プロファイル詳細作成画面１４００）
　図９に示すプロファイル詳細作成画面１４００について説明する。
　名称入力欄１４０１、カテゴリ選択欄１４０２、解像度選択欄１４０３、濃度選択欄１
４０４、画質選択欄１４０５、コントラスト選択欄１４０６、色相調整選択欄１４０７、
彩度調整選択欄１４０８にデータを入力して、設定ボタン１４１０を押下することで、入
力したデータのプロファイル情報が、プロファイルテーブル１８１に新規登録（記憶）さ
れる。このとき識別番号は自動で付与される。設定ボタン１４１０を押下後、スキャンメ
ニュー画面１２００（図７）が表示される。このとき、スキャンメニュー画面１２００に
は、新規作成したプロファイルが選択されていることが表示される。
　また、簡易ボタン１４０９を押下することで、図８のプロファイル新規作成画面１３０
０が表示される。
【００５２】
（プロファイル選択画面１５００）
　図１０に示すプロファイル選択画面１５００について説明する。
　カテゴリ選択欄１５０１や名称入力欄１５０２、ＩＤ入力欄１５０３に検索条件を入力
して、検索ボタン１５０４を押下することで、プロファイルテーブル１８１に記憶された
プロファイルデータから、検索条件に該当するプロファイルデータが検索されて、検索結
果一覧１５０５に表示される。図１０では、カテゴリ選択欄１５０１が「a.写真」で検索
した結果、２６件がヒットし、そのうち使用回数が多い順番で５件のプロファイル情報が
検索結果一覧１５０５に表示されたことを示している。
【００５３】
　図１０では、検索結果一覧１５０５の一番上に示すレコード（ＩＤが“a-17”のプロフ
ァイル情報）がカーソル選択され、任意のレコードをタッチすることでそのレコードがカ
ーソル選択される。
　次へボタン１５０７を押下することで次の５件のプロファイル情報が表示され、前へボ
タン１５０６を押下することで前の５件のプロファイル情報が表示される。
　情報ボタン１５０８を押下することで、図１１のプロファイル情報画面１６００が表示
される。このプロファイル情報画面１６００には、カーソル選択されたプロファイル情報
が表示される。
【００５４】
　編集ボタン１５０９を押下することで、図１２のプロファイル編集画面１７００が表示
される。このプロファイル編集画面１７００には、カーソル選択されたプロファイル情報
が表示される。
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　設定ボタン１５１０を押下することで、図７のスキャンメニュー画面１２００が表示さ
れる。このスキャンメニュー画面１２００には、カーソル選択されたプロファイル情報が
表示される。このとき、ＩＤ“a-2”のレコードがカーソル選択されていた場合、スキャ
ンメニュー画面１２００には、現在、ＩＤが“a-2”、名称が“風景(海、空)”のプロフ
ァイルが選択されていることが表示される。
【００５５】
（プロファイル情報画面１６００）
　図１１に示すプロファイル情報画面１６００について説明する。
　プロファイル情報表示欄１６０１には、プロファイル選択画面１５００（図１０）にて
、カーソル選択されたプロファイル情報が表示される。図１１に示すように、プロファイ
ル情報のうち、ＩＤ、名称、カテゴリ、解像度、濃度、画質のデータが表示される。詳細
ボタン１６０２を押下することで、さらに、コントラスト、色相調整、彩度調整のデータ
が表示される。
【００５６】
　また、プロファイル情報画面１６００には、画像読取部１１が当該プロファイルを用い
て最近読み取った画像が表示される過去読取画像表示欄１６０３や、当該プロファイルの
使用目的別回数表示欄１６０４、当該プロファイルの試行回数表示欄１６０５が表示され
る。
　戻るボタン１６０６を押下することで、図１０のプロファイル選択画面１５００が表示
される。
　設定ボタン１６０７を押下することで、スキャンメニュー画面１２００（図７）が表示
される。このとき、スキャンメニュー画面１２００には、プロファイル情報表示欄１６０
１に表示されたプロファイルが選択されていることが表示される。
【００５７】
（プロファイル編集画面１７００）
　図１２に示すプロファイル編集画面１７００について説明する。
　ＩＤ表示欄１７０１および名称表示欄１７０２には、プロファイル選択画面１５００（
図１０）にて、カーソル選択されたプロファイル情報のＩＤおよび名称が表示される。
　カテゴリ選択欄１７０３、解像度選択欄１７０４、濃度選択欄１７０５、画質選択欄１
７０６には、ＩＤ表示欄１７０１および名称表示欄１７０２に表示されたＩＤおよび名称
に該当するプロファイルテーブル１８１に記憶されたプロファイルデータのカテゴリ、解
像度、濃度、画質が表示される。
【００５８】
　そして、カテゴリ選択欄１７０３、解像度選択欄１７０４、濃度選択欄１７０５、画質
選択欄１７０６にデータを入力して、設定ボタン１７０９を押下することで、入力したデ
ータのプロファイル情報が、プロファイルテーブル１８１に更新登録（記憶）される。設
定ボタン１７０９を押下後、スキャンメニュー画面１２００（図７）が表示される。この
とき、スキャンメニュー画面１２００には、更新登録したプロファイルが選択されている
ことが表示される。
　また、詳細ボタン１７０７を押下することで、さらに、図９に示すコントラスト選択欄
１４０６、色相調整選択欄１４０７、彩度調整選択欄１４０８が表示され、それらのデー
タが表示される。
　また、戻るボタン１７０８を押下することで、プロファイル選択画面１５００（図１０
）が表示される。
【００５９】
（スキャン開始確認画面１８００）
　図１３に示すスキャン開始確認画面１８００について説明する。
　使用プロファイル表示欄１８０１には、ＩＤが“a-17”、名称が“風景(夕景)”のプロ
ファイルが選択されていることと、利用先選択欄１８０２で選択された利用先に出力する
ことが表示される。



(13) JP 2013-110534 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

　開始ボタン１８０４を押下することで、入力処理部１７から駆動制御部１３および監視
処理部１４２にスキャン実行開始指示が入力される。これにより、画像読取部１１がスキ
ャン（画像読取動作）を実行し、画像を読み取る。また、監視処理部１４２は利用目的通
知判定部１５に監視開始通知を出力する。その後、操作パネル３０には、利用先選択画面
１９００（図１４）が表示される。
　戻るボタン１８０３を押下することで、スキャンメニュー画面１２００（図７）が表示
される。
【００６０】
（利用先選択画面１９００）
　図１４に示す利用先選択画面１９００について説明する。
　スキャン画像表示欄１９０１には、画像読取部１１が読み取った後に画面用加工部１２
１が加工した画像が表示される。
　利用先を再選択できるようになっており、プリントボタン１９０２、Ｆａｘボタン１９
０３、Ｅ－Ｍａｉｌボタン１９０４、ＵＳＢボタン１９０５が選択可能である。図１４で
は、スキャン開始確認画面１８００（図１３）の利用先選択欄１８０２にて選択されたプ
リントボタン１９０２が押下された状態（凹んでいる）である。
【００６１】
　図１４では、プリントボタン１９０２が選択されているために、用紙サイズ選択欄１９
０６および部数入力欄１９０７が表示されている。ここで、例えば、Ｆａｘボタン１９０
３が選択されている場合、送信先のＦＡＸ番号入力欄が表示される。また、Ｅ－Ｍａｉｌ
ボタン１９０４が選択されている場合、送信先のメールアドレス入力欄が表示される。ま
た、ＵＳＢボタン１９０５が選択されている場合、外部記憶媒体４であるＵＳＢメモリの
内部に、記憶先（保存先）のフォルダの選択や新規フォルダ作成ができるように表示され
る。
【００６２】
　ここでは、外部記憶媒体４としてＵＳＢメモリを用いて、ＵＳＢメモリに直接記憶させ
るようにしているが、ＵＳＢメモリ以外の外部接続可能な記憶部（スマートメディアやＳ
Ｄメモリカードなど）を選択できるようにして、選択された記憶部に記憶させるようにし
ても構わない。
【００６３】
　実行ボタン１９０９を押下することで、入力処理部１７から利用先用加工部１２２に画
像処理開始指示が入力される。これにより、利用先用加工部１２２は画像処理を開始する
。そして、操作パネル３０には処理終了画面２０００（図１５）が表示される。
　戻るボタン１９０８を押下することで、スキャン開始確認画面１８００（図１３）が表
示される。
【００６４】
（処理終了画面２０００）
　図１５に示す処理終了画面２０００について説明する。
　利用先選択画面１９００（図１４）で押下された状態（凹んでいる）のボタンに該当す
る利用先（画像データ利用先２０）に、スキャンした画像が出力されることが表示される
。
　終了ボタン２００２を押下することで、入力処理部１７から監視処理部１４２に処理終
了指示が入力される。これにより、監視処理部１４２は利用目的通知判定部１５に監視終
了通知を出力する。そして、操作パネル３０には図６の処理メニュー画面１１００が表示
される。
　続けるボタン２００１を押下することで、再び図１４の利用先選択画面１９００が表示
される。これにより、利用先選択画面１９００にて別の利用先を選択することで、スキャ
ンした画像を複数の利用先に出力することができる。
【００６５】
＜フローチャートの説明＞
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［スキャン処理動作］
　次に、図１６～図１８を参照して、スキャナ１０（画像読取装置）のスキャン処理動作
について説明する（適宜、図１ないし図１５を参照）。
　操作パネル３０には初期画面として、処理メニュー画面１１００が表示されており、ユ
ーザによりスキャンボタン１１０２を押下される（ステップＳ１０１）。これにより、入
力処理部１７は、画面処理部１６に次のスキャンメニュー画面１２００を表示するよう要
求する。
【００６６】
　要求を受けた画面処理部１６は、まず、プロファイルテーブル１８１から使用回数が一
番多いプロファイルデータを取得する（ステップＳ１０２）。そして、画面処理部１６は
、そのプロファイルデータが選択されていることを示すスキャンメニュー画面１２００を
操作パネル３０に表示させる（ステップＳ１０３）。
【００６７】
　操作パネル３０に表示されたスキャンメニュー画面１２００にて、ユーザにより、プロ
ファイル選択ボタン１２０１、新規作成ボタン１２０２、開始ボタン１２０３のうちいず
れか１つが押下される。これにより、入力処理部１７は押下されたボタンの判定を行う（
ステップＳ１０４）。
　押下されたボタンが「プロファイル選択ボタン１２０１」である場合（ステップＳ１０
４，プロファイル選択ボタン）、ステップＳ２００のプロファイル編集処理を実行する。
また、押下されたボタンが「新規作成ボタン１２０２」である場合（ステップＳ１０４，
新規作成ボタン）、ステップＳ３００のプロファイル新規作成処理を実行する。プロファ
イル編集処理およびプロファイル新規作成処理については、詳細を後記する。
【００６８】
　一方、押下されたボタンが「開始ボタン１２０３」である場合（ステップＳ１０４，開
始ボタン）、画面処理部１６はスキャン開始確認画面１８００を操作パネル３０に表示さ
せる（ステップＳ１０５）。
　ユーザにより、利用先選択欄１８０２の一覧から１つが選択され、開始ボタン１８０４
が押下される（ステップＳ１０６）。これにより、入力処理部１７は、スキャン実行開始
指示を駆動制御部１３および監視処理部１４２に出力する。このとき、駆動制御部１３に
プロファイルデータの識別番号（図３の番号欄１８１１）も出力する（ステップＳ１０７
）。
【００６９】
　監視処理部１４２は、入力処理部１７からスキャン実行開始指示を受けて、利用目的通
知判定部１５に監視開始通知を出力する（ステップＳ１０８）。利用目的通知判定部１５
は、監視開始通知を受けて、監視フラグをＯＮで記録する（ステップＳ１０９）。
【００７０】
　駆動制御部１３は、入力処理部１７からプロファイルデータの識別番号およびスキャン
実行開始指示を受けて、プロファイルテーブル１８１から識別番号（図３の番号欄１８１
１）に該当するプロファイルデータを取得する（ステップＳ１１０）。そして、駆動制御
部１３は、取得したプロファイルデータを使用して、画像読取部１１を制御してスキャン
を実行させる（ステップＳ１１１）。
　これにより、画像読取部１１によりスキャンが実行され、画像読取部１１はスキャン画
像データを生成する（ステップＳ１１２，図１７）。
【００７１】
　画面用加工部１２１は、スキャン画像データを加工して、操作パネル３０に表示するた
めの画像加工データを生成し、その画像加工データを画面処理部１６に出力する（ステッ
プＳ１１３）。
　画面処理部１６は、操作パネル３０に画面加工データを含む利用先選択画面１９００を
表示する（ステップＳ１１４）。
　利用先選択画面１９００にて、ユーザにより、実行ボタン１９０９または戻るボタン１
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９０８が押下される（ステップＳ１１５）。
　押下されたボタンが「戻るボタン１９０８」である場合（ステップＳ１１５，戻るボタ
ン）、ステップＳ１０５（図１６）に戻り、スキャン開始確認画面１８００を表示する。
【００７２】
　一方、押下されたボタンが「実行ボタン１９０９」である場合（ステップＳ１１５，実
行ボタン）、ここでは、ユーザにより、利用先選択画面１９００にて、プリントボタン１
９０２、Ｆａｘボタン１９０３、Ｅ－Ｍａｉｌボタン１９０４、ＵＳＢボタン１９０５（
外部記憶接続部２３に該当）のいずれか１つの利用先ボタンが選択されて、実行ボタン１
９０９が押下される。これにより、入力処理部１７は、選択された利用先情報およびプロ
ファイルデータの識別番号（ステップＳ１０７参照）を含む画像処理開始指示を利用先用
加工部１２２に出力する（ステップＳ１１６）。
【００７３】
　利用先用加工部１２２は、利用先情報に基づき、スキャン画像データを加工し（ステッ
プＳ１１７）、加工後の加工済画像データを利用先情報に該当する画像データ利用先２０
に出力する（ステップＳ１１８）。さらに、利用先用加工部１２２は、識別番号を含むス
キャン処理完了通知を利用目的通知判定部１５に出力する（ステップＳ１１９）。
【００７４】
　スキャン処理完了通知を受けた利用目的通知判定部１５は、監視フラグを判定する（ス
テップＳ１２０）。
　監視フラグがＯＮである場合（ステップＳ１２０，ＯＮ）、利用目的通知判定部１５は
、識別番号を含むスキャナ利用目的通知を利用履歴更新処理部１４３に出力する（ステッ
プＳ１２１）。
【００７５】
　利用履歴更新処理部１４３は、スキャナ利用目的通知に基づいて、利用履歴テーブル１
８２を更新する（ステップＳ１２２）。ここでは、該当する識別番号（図４の番号欄１８
２１）のプロファイルデータにおける使用回数欄１８２３の数字がインクリメントされる
。
【００７６】
　一方、監視フラグがＯＦＦである場合（ステップＳ１２０，ＯＦＦ）、利用目的通知判
定部１５は、処理完了通知を破棄する（ステップＳ１２３）。
【００７７】
　ステップＳ１２２、ステップＳ１２３の処理後、ステップＳ１２４の処理が行われる。
　画像データ利用先２０（プリンタ２１、ファクシミリ２２、外部記憶接続部２３、通信
部２４）は、取得した加工済画像データを用いて処理した後で、処理完了通知を利用目的
通知判定部１５に出力する（ステップＳ１２４）。例えば、プリンタ２１は、加工済画像
データを用いて、媒体表面に画像を形成した後で、プリンタ２１で処理を行ったことを示
す処理完了通知を利用目的通知判定部１５に出力する。
【００７８】
　スキャン処理完了通知を受けた利用目的通知判定部１５は、監視フラグを判定する（ス
テップＳ１２５，図１８）。
　監視フラグがＯＮである場合（ステップＳ１２５，ＯＮ）、利用目的通知判定部１５は
、識別番号を含む利用目的通知を利用履歴更新処理部１４３に出力する（ステップＳ１２
６）。このとき、プリンタ２１で処理を行ったことを示す処理完了通知を受けた場合、プ
リンタ２１が利用先であることを示す利用目的通知が出力される。
【００７９】
　利用履歴更新処理部１４３は、利用目的通知に基づいて、利用履歴テーブル１８２を更
新する（ステップＳ１２７）。例えば、利用先がプリンタ２１であれば、該当する識別番
号（図４の番号欄１８２１）のプロファイルデータにおけるプリンタ欄１８２６の数字が
インクリメントされる。
【００８０】
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　一方、監視フラグがＯＦＦである場合（ステップＳ１２５，ＯＦＦ）、利用目的通知判
定部１５は、処理完了通知を破棄する（ステップＳ１２８）。
　ステップＳ１２７、ステップＳ１２８の処理後、画面処理部１６は、操作パネル３０に
処理終了画面２０００（図１５）を表示させる（ステップＳ１２９）。
【００８１】
　操作パネル３０に表示された処理終了画面２０００にて、ユーザにより、終了ボタン２
００２が押下される（ステップＳ１３０）。入力処理部１７は、処理終了指示を監視処理
部１４２に出力し（ステップＳ１３１）、監視処理部１４２は利用目的通知判定部１５に
監視終了通知を出力する（ステップＳ１３２）。利用目的通知判定部１５は監視フラグを
ＯＦＦにする（ステップＳ１３３）。
　最後に、操作パネル３０に初期画面である処理メニュー画面１１００が表示させて（ス
テップＳ１３４）、スキャナ１０（画面読取装置）のスキャン処理動作を終了する。
【００８２】
［プロファイル編集処理動作］
　次に、図１９を参照して、スキャナ１０（画像読取装置）のプロファイル編集処理（ス
テップＳ２００，図１６）の動作について説明する（適宜、図１ないし図１６を参照）。
　操作パネル３０に表示されたスキャンメニュー画面１２００にて、ユーザにより、プロ
ファイル選択ボタン１２０１が押下される（ステップＳ２０１）。これにより、入力処理
部１７は、画面処理部１６にプロファイル選択画面１５００（図１０）を表示させる指示
を出力する。
　画面処理部１６は、操作パネル３０にプロファイル選択画面１５００を表示する（ステ
ップＳ２０２）。
【００８３】
　操作パネル３０に表示されたプロファイル選択画面１５００にて、ユーザにより、検索
条件が入力され、検索ボタン１５０４が押下される（ステップＳ２０３）。
　画面処理部１６は、入力処理部１７を介して検索条件を取得し、プロファイルテーブル
１８１からその検索条件に該当するプロファイルデータをすべて取得し（ステップＳ２０
４）、プロファイル選択画面１５００の検索結果一覧１５０５に、プロファイルデータを
羅列した検索結果を表示させる（ステップＳ２０５）。
【００８４】
　操作パネル３０に表示されたプロファイル選択画面１５００にて、ユーザにより、検索
結果一覧１５０５から１つのプロファイルが選択された状態で編集ボタン１５０９が押下
される（ステップＳ２０６）。
　画面処理部１６は、入力処理部１７を介して選択されたプロファイルの情報を取得し、
操作パネル３０に選択されたプロファイルの情報を示すプロファイル編集画面１７００を
表示させる（ステップＳ２０７）。
【００８５】
　操作パネル３０に表示されたプロファイル編集画面１７００にて、ユーザにより、デー
タが編集され、設定ボタン１７０９が押下される（ステップＳ２０８）。
　入力処理部１７は、プロファイルデータの識別番号と、編集されたデータを取得する（
ステップＳ２０９）。
【００８６】
　プロファイル生成編集処理部１４１は、プロファイルテーブル１８１から識別番号（図
３の番号欄１８１１）に該当するプロファイルデータを抽出し、編集されたデータでその
プロファイルデータを書き換える（ステップＳ２１０）。
　そして、画面処理部１６は、プロファイルテーブル１８１から書き換えたプロファイル
データを取得し（ステップＳ２１１）、スキャナ１０（画像読取装置）のプロファイル編
集処理動作を終了する。
【００８７】
［プロファイル新規作成処理動作］
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　次に、図２０を参照して、スキャナ１０（画像読取装置）のプロファイル新規作成処理
（ステップＳ３００，図１６）の動作について説明する（適宜、図１ないし図１６を参照
）。
　操作パネル３０に表示されたスキャンメニュー画面１２００にて、ユーザにより、新規
作成ボタン１２０２が押下される（ステップＳ３０１）。これにより、入力処理部１７は
、画面処理部１６にプロファイル新規作成画面１３００（図８）を表示させる指示を出力
する。
　画面処理部１６は、操作パネル３０にプロファイル新規作成画面１３００を表示する（
ステップＳ３０２）。
【００８８】
　操作パネル３０に表示されたプロファイル新規作成画面１３００にて、ユーザにより、
データが入力され、設定ボタン１３０７が押下される（ステップＳ３０３）。これにより
、入力処理部１７は、入力されたデータを取得する（ステップＳ３０４）。
　プロファイル生成編集処理部１４１は、入力されたデータを用いてプロファイルデータ
を新規作成し（ステップＳ３０５）、このプロファイルデータに新たな識別番号を付与し
て、プロファイルテーブル１８１に格納する（ステップＳ３０６）。
　そして、画面処理部１６は、プロファイルテーブル１８１から格納されたプロファイル
データを取得し（ステップＳ３０７）、スキャナ１０（画像読取装置）のプロファイル新
規作成処理を終了する。
【００８９】
　以上の構成を備える第１の実施形態の複合機１は、プロファイルを選択するための指標
として、画像読取部１１が使用したプロファイルの使用回数（使用回数欄１８２３の値）
、プロファイルが更新された試行回数（試行回数欄１８２４の値）、画像データ利用先２
０（プリンタ２１、ファクシミリ２２、外部記憶接続部２３、通信部２４）それぞれの利
用回数（プリンタ欄１８２６の値、Ｅ－Ｍａｉｌ欄１８２７の値、Ｆａｘ欄１８２８の値
、外部記憶欄１８２９の値）を、プロファイルを選択する際に、図１０のプロファイル選
択画面１５００や、図１１のプロファイル情報画面１６００にて確認することができる。
このため、ユーザは、読取パラメータの異なる多数のプロファイルから、利用目的に応じ
たプロファイルを選択することができる。これを図２３および図２４を用いて説明する。
【００９０】
　図２３はプロファイルテーブル１８１の一例である。図２４は利用履歴テーブル１８２
の一例である。
　図２３に示すように、プロファイルテーブル１８１には、解像度だけが異なるプロファ
イルが記憶されている。「No.101 草花Ａ」のプロファイルの解像度は１２００ｄｐｉで
ある。「No.102 草花Ｂ」のプロファイルの解像度は３００ｄｐｉである。「No.103 草花
Ｃ」のプロファイルの解像度は１５０ｄｐｉである。
　このように読取パラメータの異なる多数のプロファイルを用意しておくことで、ユーザ
が利用目的に応じて、図１０のプロファイル選択画面１５００にてプロファイルを選択し
、図１４の利用先選択画面１９００にて利用先ボタンを選択することで、要求された画像
データ利用先２０にスキャン後の画像を出力することができる。
【００９１】
　例えば、ユーザの利用目的が、美しい写真（原稿）をスキャンして、その画像をその美
しい状態のままで保存したいという場合には、図１０のプロファイル選択画面１５００に
て「No.101 草花Ａ」のプロファイルを選択し、図１４の利用先選択画面１９００にてＵ
ＳＢボタン１９０５を選択することで、解像度を高くしてスキャンした画像データがＵＳ
Ｂメモリである外部記憶媒体４に保存される。
　また、ユーザの利用目的が、画像のある原稿を時間をかけずにカラーで大量枚数印刷し
たいという場合には、図１０のプロファイル選択画面１５００にて「No.102 草花Ｂ」の
プロファイルを選択し、図１４の利用先選択画面１９００にてプリントボタン１９０２を
選択することで、短時間でそこそこ解像度の高い画像を紙に印刷することができる。
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　また、ユーザの利用目的が、画像のある原稿をファクシミリ２２で送信するという場合
には、解像度の高い画像データを送信する必要はないため、図１０のプロファイル選択画
面１５００にて「No.103 草花Ｃ」のプロファイルを選択し、図１４の利用先選択画面１
９００にてＦａｘボタン１９０３を選択することで、スキャンした低解像度の画像データ
をファクシミリ２２で通信相手先に送信することができる。
【００９２】
　このように、ユーザが利用目的に応じて利用先選択画面１９００の利用先ボタンを選択
することにより、図２４に示すように、利用履歴テーブル１８２には、解像度が異なるだ
けのプロファイルであっても、画像データ利用先名称欄１８２５のプリンタ欄１８２６、
Ｆａｘ欄１８２８、外部記憶欄１８２９に示されるそれぞれの利用回数は異なってくる。
この利用回数が、図１１のプロファイル情報画面１６００の使用目的別回数表示欄１６０
４に表示されるため、専門的な知識を持たないユーザであっても、利用目的が画像をファ
クシミリ２２で送信するという場合は、利用先でＦａｘ欄の値（利用回数）の多い、「No
.103 草花Ｃ」のプロファイルを選択すればよいだろうと、見当を付けることができる。
【００９３】
《第２の実施形態》
　図２１に示すように、第２の実施形態では、ネットワーク２に複数の複合機１Ａと、プ
ロファイルサーバ５とを接続し、第１の実施形態に係る複合機１が備えるプロファイルデ
ータを管理する機能を、プロファイルサーバ５が備える構成とした。
　図２２に示すように、第２の実施形態に係る複合機１Ａは、プロファイルテーブル１８
１および利用履歴テーブル１８２とを備えない。その代わりに、図２１に示すように、プ
ロファイルサーバ５が記憶部５１０にプロファイル記憶部としてのプロファイルテーブル
５１１および利用履歴記憶部としての利用履歴テーブル５１２とを備え、プロファイル更
新部５２０がデータの管理を行う構成である。
【００９４】
　図２２に示すように、第２の実施形態に係る複合機１Ａは、プロファイルデータを管理
する機能の代わりに、サーバ通信処理部５０を備える。
　サーバ通信処理部５０は、各構成部からの要求に応じて、後記する通信部２４Ａを介し
てプロファイルサーバ５にデータの送受信を要求をする構成部である。例えば、サーバ通
信処理部５０は、プロファイル生成編集処理部１４１が入力処理部１７からの入力データ
に基づき、プロファイルの新規作成要求や編集要求を生成し、通信部２４Ａを介してプロ
ファイルサーバ５に要求データとして送信する。これにより、要求データを取得したプロ
ファイルサーバ５のプロファイル更新部５２０（図２１）は、新規作成要求に応じて、プ
ロファイルテーブル５１１にプロファイルデータの新規作成を行い、編集要求に応じて、
プロファイルテーブル５１１に記憶されたプロファイルの編集を行う。
　ここで、サーバ通信処理部５０は、プロファイルサーバ５から取得したプロファイルデ
ータを一時的に記憶するプロファイルバッファ５１を備えている。
【００９５】
　また、第２の実施形態に係る複合機１Ａは、第１の実施形態においてユーザが操作パネ
ル３０を介して行っていたことを、外部装置３を介して行うことができる構成にした。こ
の複合機１Ａは、ネットワーク２を介して接続する外部装置３とデータの送受信を行い、
ユーザが視認可能な情報を外部装置３が備えるディスプレイに表示させ、ユーザからの要
求を外部装置３が備えるキーボードやマウスなどが受け付ける。
　ここで、複合機１Ａは、画面処理部１６Ａ、入力処理部１７Ａ、通信部２４Ａを備え、
これらは、第１の実施形態に係る複合機１の画面処理部１６、入力処理部１７、通信部２
４に一部機能が追加された点で異なる。
【００９６】
　外部装置３は、記憶部５１０に記憶されたブラウザアプリケーション５１３を実行し、
マークアップデータの内容を解釈して、ウェブブラウザを介してディスプレイに表示させ
る機能を備える。ここで、マークアップデータは、画面の表示内容を規定するデータであ
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り、例えば、ＨＴＭＬやＸＭＬ（eXtensible Markup Language）により記述されている。
また、キーボードやマウスなどを介してユーザが入力した情報を、画面上に表示された送
信ボタンを入力することにより、ウェブブラウザを介して所定の宛先にデータが送信され
る。
【００９７】
　画面処理部１６Ａは、画像データを外部装置３のブラウザアプリケーション５１３が解
釈可能なマークアップデータに変換する機能をさらに備える。
　入力処理部１７Ａは、マークアップデータの内容を解釈して、データを取得する機能を
さらに備える。
　通信部２４Ａは、ネットワーク２を介して外部装置３とマークアップデータの送受信を
行い、また、ネットワーク２を介してプロファイルサーバ５とデータの送受信を行う構成
部である。
【００９８】
　以上の構成を備える第２の実施形態の複合機１Ａは、プロファイルサーバ５が管理する
プロファイルテーブル５１１のプロファイルデータおよび利用履歴テーブル５１２のデー
タを、プロファイルサーバ５と接続するすべての複合機１Ａが共有する。これにより、ど
の複合機１Ａで画像をスキャンしたとしても、同じプロファイルを使用することになるた
め、異なる複合機１Ａであっても、画像読取部１１が読み取った画像データ（スキャン画
像データ）は同じである。
【００９９】
　ここで、第２の実施形態に係る複合機１Ａは、プロファイルテーブル１８１および利用
履歴テーブル１８２とを備えていてもよい。
　例えば、サーバ通信処理部５０は、プロファイルサーバ５から取得したプロファイルデ
ータや利用履歴データをプロファイルテーブル１８１や利用履歴テーブル１８２に一旦記
憶しておき、所定の時刻になったときに、プロファイルサーバ５と同期させ、データを更
新する構成であってもよい。これにより、同期のタイミングで、複合機１Ａのプロファイ
ルテーブル１８１は、プロファイルサーバ５のプロファイルテーブル５１１のデータに書
き換えられることとなる。
【符号の説明】
【０１００】
　１，１Ａ　　複合機
　２　　　ネットワーク
　３　　　外部装置
　４　　　外部記憶媒体
　５　　　プロファイルサーバ
　１０　　スキャナ（画像読取装置）
　１１　　画像読取部
　１２　　画像データ処理部
　１３　　駆動制御部
　１４　　プロファイル処理部
　１５　　利用目的通知判定部
　１６，１６Ａ　画面処理部
　１７，１７Ａ　入力処理部
　１８　　記憶部
　１９　　制御部
　２０　　画像データ利用先（画像データ出力装置）
　２１　　プリンタ（画像形成装置）
　２２　　ファクシミリ（画像電送装置）
　２３　　外部記憶接続部（外部記憶媒体接続装置）
　２４，２４Ａ　通信部（画像データ送信装置）
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　３０　　操作パネル（通知部、表示部）
　５０　　サーバ通信処理部
　５１　　プロファイルバッファ
　１００，１００Ａ　画像処理システム
　１２１　画面用加工部
　１２２　利用先用加工部
　１４１　プロファイル生成編集処理部
　１４２　監視処理部
　１４３　利用履歴更新処理部（利用履歴更新部）
　１８１　プロファイルテーブル（プロファイル記憶部）
　１８２　利用履歴テーブル
　５１０　記憶部
　５１１　プロファイルテーブル（プロファイル記憶部）
　５１２　利用履歴テーブル（利用履歴記憶部）
　５１３　ブラウザアプリケーション
　５２０　プロファイル更新部
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