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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画像形成装置であって、
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして、
　前記プラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作
画面を表示する操作画面表示アプリケーションと、
　前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出
力するエラー発生出力アプリケーションと、
　前記他のアプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケー
ションのインタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超
えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力
アプリケーションと、を備え、
　前記他のアプリケーション、前記操作画面表示アプリケーション、前記エラー発生出力
アプリケーション、及び前記ルール違反出力アプリケーションは、同一のプロセス上で実
行されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として、画面を占有させるアプリ
ケーションの切替操作を行うための切替操作画面を表示することを特徴とする請求項１に
記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として、アプリケーションの起動
操作を行うための起動操作画面を表示することを特徴とする請求項１乃至２のいずれか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として、アプリケーションの終了
操作を行うための終了操作画面を表示することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として、アプリケーションのイン
ストール操作を行うためのインストール操作画面を表示することを特徴とする請求項１乃
至４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として、アプリケーションのアン
インストール操作を行うためのアンインストール操作画面を表示することを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして、前記プラットフォ
ームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とするタスクバーを表示するタ
スクバー表示アプリケーションを、さらに備え、
　前記他のアプリケーションと前記タスクバー表示アプリケーションとは、同一のプロセ
ス上で実行されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像形成装置
。
【請求項８】
　前記タスクバー表示アプリケーションは、前記タスクバーとして、画面を占有させるア
プリケーションの切替操作を行うための切替タスクバーを表示することを特徴とする請求
項７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記プラットフォームは、アプリケーションの実行ファイルの自動更新処理を、１対１
で当該アプリケーションの情報を管理する管理ファイルの内容を元にして実行することを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記プラットフォームは、１対１でアプリケーションを管理する個別管理手段と、複数
の前記個別管理手段を管理する一括管理手段と、前記一括管理手段を管理する管理手段を
備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記プラットフォームは、アプリケーションの初期化状態、アプリケーションの活性化
状態、アプリケーションの停止状態、アプリケーションの終了状態を含むライフサイクル
を管理することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、コンパイラによりソースコードからバイトコードに一括翻訳
されており、仮想マシンにより逐次実行されることを特徴とする請求項１乃至１１のいず
れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記アプリケーションは、それぞれスレッドとして実行されることを特徴とする請求項
１乃至１２のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記アプリケーションは、Ｘｌｅｔであることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれ
か１項に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記アプリケーションと前記プラットフォームは、同一のプロセス上で実行されること
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を特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画像形成装置内で実行される情
報処理方法であって、
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして備えられた、前記プ
ラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作画面を表
示する操作画面表示アプリケーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発生した
場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと、前記
他のアプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーション
のインタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるル
ール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力アプリ
ケーションと、を、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行するステップを
備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１７】
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして備えられた、前記プ
ラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とするタスクバーを
表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプリケーションと同一のプロセ
ス上で実行するステップを備えることを特徴とする請求項１６に記載の情報処理方法。
【請求項１８】
　アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画像形成装置内で実行するため
の情報処理プログラムであって、
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして備えられた、前記プ
ラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作画面を表
示する操作画面表示アプリケーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発生した
場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと、前記
他のアプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーション
のインタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるル
ール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力アプリ
ケーションと、を、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行させることを特
徴とする情報処理プログラム。
【請求項１９】
　前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして備えられた、前記プ
ラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とするタスクバーを
表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプリケーションと同一のプロセ
ス上で実行させることを特徴とする請求項１８に記載の情報処理プログラム。
【請求項２０】
　画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置であって、
　当該端末装置のプラットフォームにより管理されるアプリケーションとして、
　当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケ
ーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケーションと、
　前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出
力するエラー発生出力アプリケーションと、
　前記他のアプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケー
ションのインタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超
えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力
アプリケーションと、を備え、
　前記他のアプリケーション、前記操作画面表示アプリケーション、前記エラー発生出力
アプリケーション、及び前記ルール違反出力アプリケーションとは、同一のプロセス上で
実行されることを特徴とする端末装置。
【請求項２１】
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　前記プラットフォームにより管理されるアプリケーションとして、当該端末装置又は当
該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケーションを操作対象と
するタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、さらに備え、
　前記他のアプリケーションと前記タスクバー表示アプリケーションとは、同一のプロセ
ス上で実行されることを特徴とする請求項２０に記載の端末装置。
【請求項２２】
　画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置内で実行される情報処理方法であ
って、
　当該端末装置のプラットフォームにより管理されるアプリケーションとして備えられた
、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケ
ーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケーションと、前記他
のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエ
ラー発生出力アプリケーションと、前記他のアプリケーションから、前記プラットフォー
ムによって管理されるアプリケーションのインタフェースに対する処理要求に、予め決め
ておいた動作条件の許可範囲を超えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨
の情報を出力するルール違反出力アプリケーションと、を、前記他のアプリケーションと
同一のプロセス上で実行するステップを備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項２３】
　前記プラットフォームにより管理されるアプリケーションとして備えられた、当該端末
装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケーションを
操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプ
リケーションと同一のプロセス上で実行するステップを備えることを特徴とする請求項２
２に記載の情報処理方法。
【請求項２４】
　画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置内で実行するための情報処理プロ
グラムであって、
　当該端末装置のプラットフォームにより管理されるアプリケーションとして備えられた
、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケ
ーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケーションと、前記他
のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエ
ラー発生出力アプリケーションと、前記他のアプリケーションから、前記プラットフォー
ムによって管理されるアプリケーションのインタフェースに対する処理要求に、予め決め
ておいた動作条件の許可範囲を超えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨
の情報を出力するルール違反出力アプリケーションと、を、前記他のアプリケーションと
同一のプロセス上で実行させることを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項２５】
　前記プラットフォームにより管理されるアプリケーションとして備えられた、当該端末
装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケーションを
操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプ
リケーションと同一のプロセス上で実行させることを特徴とする請求項２４に記載の情報
処理プログラム。
【請求項２６】
　請求項１８又は１９に記載の情報処理プログラムを記録した記録媒体。
【請求項２７】
　請求項２４又は２５に記載の情報処理プログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コピー／プリンタ／スキャナ／ファクシミリ／複合機／融合機等の画像形成
装置、パーソナルコンピュータ等の端末装置、情報処理方法、情報処理プログラム、ＳＤ
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ｃａｒｄ／ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コピーとプリンタとスキャナとファクシミリとしての機能を備える複合機や融合
機が市販されるようになった。複合機や融合機は、撮像部や印刷部や通信部や操作表示部
等のハードウェアを備えると共に、コピーとプリンタとスキャナとファクシミリに対応す
る４種類のソフトウェアを備え、これらのソフトウェアが切り替わることにより、コピー
やプリンタやスキャナやファクシミリとして機能する。複合機や融合機は、コピーやプリ
ンタとして機能する場合、画像を印刷用紙等に印刷することになり、コピーやスキャナや
として機能する場合、画像を読取原稿から読み取ることになり、ファクシミリとして機能
する場合、画像を電話回線等を介して他の機器と授受することになる。
【特許文献１】特開２００２－８４３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　複合機や融合機内では、様々なアプリケーションが実行される。複合機や融合機内での
アプリケーションの実行態様としては、１プロセス上で１アプリケーションが実行される
「１プロセス１アプリ」が主流であるが、１プロセス上で複数のアプリケーションが実行
される「１プロセス複数アプリ」も登場しつつある。しかし、１プロセス１アプリを前提
とするシステムで１プロセス複数アプリの情報処理を実行するような場合、１プロセス１
アプリ向けのアプリケーション管理機構では１プロセス複数アプリの各アプリケーション
を管理することができないので、１プロセス複数アプリ向けのアプリケーション管理機構
が必要となる。この例からも理解されるように、複合機や融合機には、アプリケーション
の実行態様に応じたアプリケーション管理機構が必要である。
【０００４】
　したがって、本発明は、新たなアプリケーション管理機構を備える画像形成装置を提案
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画像
形成装置であって、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションとして、
前記プラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作画
面を表示する操作画面表示アプリケーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発
生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと
、前記他のアプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケー
ションのインタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超
えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力
アプリケーションと、を備え、前記他のアプリケーション、前記操作画面表示アプリケー
ション、前記エラー発生出力アプリケーション、及び前記ルール違反出力アプリケーショ
ンは、同一のプロセス上で実行されることを特徴とする画像形成装置である。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として
、画面を占有させるアプリケーションの切替操作を行うための切替操作画面を表示するこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置である。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として
、アプリケーションの起動操作を行うための起動操作画面を表示することを特徴とする請
求項１乃至２のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として
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、アプリケーションの終了操作を行うための終了操作画面を表示することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として
、アプリケーションのインストール操作を行うためのインストール操作画面を表示するこ
とを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、前記操作画面表示アプリケーションは、前記操作画面として
、アプリケーションのアンインストール操作を行うためのアンインストール操作画面を表
示することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーション
として、前記プラットフォームによって管理される他のアプリケーションを操作対象とす
るタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、さらに備え、前記他のアプ
リケーションと前記タスクバー表示アプリケーションとは、同一のプロセス上で実行され
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、前記タスクバー表示アプリケーションは、前記タスクバーと
して、画面を占有させるアプリケーションの切替操作を行うための切替タスクバーを表示
することを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置である。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、前記プラットフォームは、アプリケーションの実行ファイル
の自動更新処理を、１対１で当該アプリケーションの情報を管理する管理ファイルの内容
を元にして実行することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像形成装
置である。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明は、前記プラットフォームは、１対１でアプリケーションを管
理する個別管理手段と、複数の前記個別管理手段を管理する一括管理手段と、前記一括管
理手段を管理する管理手段を備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記
載の画像形成装置である。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明は、前記プラットフォームは、アプリケーションの初期化状態
、アプリケーションの活性化状態、アプリケーションの停止状態、アプリケーションの終
了状態を含むライフサイクルを管理することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１
項に記載の画像形成装置である。
【００１９】
　請求項１２に記載の発明は、前記アプリケーションは、コンパイラによりソースコード
からバイトコードに一括翻訳されており、仮想マシンにより逐次実行されることを特徴と
する請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００２０】
　請求項１３に記載の発明は、前記アプリケーションは、それぞれスレッドとして実行さ
れることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００２１】
　請求項１４に記載の発明は、前記アプリケーションは、Ｘｌｅｔであることを特徴とす
る請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の画像形成装置である。
【００２２】
　請求項１５に記載の発明は、前記アプリケーションと前記プラットフォームは、同一の
プロセス上で実行されることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の画像
形成装置である。
【００２３】
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　請求項１６に記載の発明は、アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画
像形成装置内で実行される情報処理方法であって、前記プラットフォームによって管理さ
れるアプリケーションとして備えられた、前記プラットフォームによって管理される他の
アプリケーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケーションと
、前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出
力するエラー発生出力アプリケーションと、前記他のアプリケーションから、前記プラッ
トフォームによって管理されるアプリケーションのインタフェースに対する処理要求に、
予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるルール違反があった場合に、ルール違反が
あった旨の情報を出力するルール違反出力アプリケーションと、を、前記他のアプリケー
ションと同一のプロセス上で実行するステップを備えることを特徴とする情報処理方法で
ある。
【００２４】
　請求項１７に記載の発明は、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーショ
ンとして備えられた、前記プラットフォームによって管理される他のアプリケーションを
操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプ
リケーションと同一のプロセス上で実行するステップを備えることを特徴とする請求項１
６に記載の情報処理方法である。
【００２７】
　請求項１８に記載の発明は、アプリケーションを管理するプラットフォームを備える画
像形成装置内で実行するための情報処理プログラムであって、前記プラットフォームによ
って管理されるアプリケーションとして備えられた、前記プラットフォームによって管理
される他のアプリケーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケ
ーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨
の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと、前記他のアプリケーションから、
前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションのインタフェースに対する処
理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるルール違反があった場合に、ル
ール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力アプリケーションと、を、前記他の
アプリケーションと同一のプロセス上で実行させることを特徴とする情報処理プログラム
である。
【００２８】
　請求項１９に記載の発明は、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーショ
ンとして備えられた、前記プラットフォームによって管理される他のアプリケーションを
操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーションを、前記他のアプ
リケーションと同一のプロセス上で実行させることを特徴とする請求項１８に記載の情報
処理プログラムである。
【００３１】
　請求項２０に記載の発明は、画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置であ
って、当該端末装置のプラットフォームにより管理されるアプリケーションとして、当該
端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のアプリケーショ
ンを操作対象とする操作画面を表示する操作画面表示アプリケーションと、前記他のアプ
リケーションにエラーが発生した場合に、エラーが発生した旨の情報を出力するエラー発
生出力アプリケーションと、前記他のアプリケーションから、前記プラットフォームによ
って管理されるアプリケーションのインタフェースに対する処理要求に、予め決めておい
た動作条件の許可範囲を超えるルール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報
を出力するルール違反出力アプリケーションと、を備え、前記他のアプリケーション、前
記操作画面表示アプリケーション、前記エラー発生出力アプリケーション、及び前記ルー
ル違反出力アプリケーションとは、同一のプロセス上で実行されることを特徴とする端末
装置である。
【００３２】
　請求項２１に記載の発明は、前記プラットフォームにより管理されるアプリケーション
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として、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理される他のア
プリケーションを操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリケーション
を、さらに備え、前記他のアプリケーションと前記タスクバー表示アプリケーションとは
、同一のプロセス上で実行されることを特徴とする請求項２０に記載の端末装置である。
【００３５】
　請求項２２に記載の発明は、画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置内で
実行される情報処理方法であって、当該端末装置のプラットフォームにより管理されるア
プリケーションとして備えられた、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォー
ムにより管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作画面を表示する操作画面
表示アプリケーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合に、エラー
が発生した旨の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと、前記他のアプリケー
ションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションのインタフェー
スに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるルール違反があっ
た場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力アプリケーションと、
を、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行するステップを備えることを特
徴とする情報処理方法である。
【００３６】
　請求項２３に記載の発明は、前記プラットフォームにより管理されるアプリケーション
として備えられた、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理さ
れる他のアプリケーションを操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリ
ケーションを、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行するステップを備え
ることを特徴とする請求項２２に記載の情報処理方法である。
【００３９】
　請求項２４に記載の発明は、画像形成装置のエミュレータとして機能する端末装置内で
実行するための情報処理プログラムであって、当該端末装置のプラットフォームにより管
理されるアプリケーションとして備えられた、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラ
ットフォームにより管理される他のアプリケーションを操作対象とする操作画面を表示す
る操作画面表示アプリケーションと、前記他のアプリケーションにエラーが発生した場合
に、エラーが発生した旨の情報を出力するエラー発生出力アプリケーションと、前記他の
アプリケーションから、前記プラットフォームによって管理されるアプリケーションのイ
ンタフェースに対する処理要求に、予め決めておいた動作条件の許可範囲を超えるルール
違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を出力するルール違反出力アプリケー
ションと、を、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行させることを特徴と
する情報処理プログラムである。
【００４０】
　請求項２５に記載の発明は、前記プラットフォームにより管理されるアプリケーション
として備えられた、当該端末装置又は当該画像形成装置のプラットフォームにより管理さ
れる他のアプリケーションを操作対象とするタスクバーを表示するタスクバー表示アプリ
ケーションを、前記他のアプリケーションと同一のプロセス上で実行させることを特徴と
する請求項２４に記載の情報処理プログラムである。
【００４３】
　請求項２６に記載の発明は、請求項１８又は１９に記載の情報処理プログラムを記録し
た記録媒体である。
【００４４】
　請求項２７に記載の発明は、請求項２４又は２５に記載の情報処理プログラムを記録し
た記録媒体である。
【００４５】
　請求項１に記載の発明は、アプリケーション管理機構として、アプリケーションのライ
フサイクル等を管理する「プラットフォーム」と、このプラットフォームによってライフ
サイクル等を管理されるアプリケーションを操作対象とする操作画面を表示する「操作画
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面表示アプリケーション」とを備える。アプリケーションのライフサイクル等を「プラッ
トフォーム」が管理し、このプラットフォームによってライフサイクル等を管理されるア
プリケーションを操作対象とする操作画面を「操作画面表示アプリケーション」が提供す
るのである。そのため、アプリケーションの実装等が容易になる。操作画面表示アプリケ
ーションも、このプラットフォームによってライフサイクル等を管理されるアプリケーシ
ョンである。そのため、この操作画面表示アプリケーションの実装，入れ替え等も容易で
ある。請求項７に記載の発明（タスクバー表示アプリケーション）や、請求項９に記載の
発明（エラー発生出力アプリケーション）や、請求項１０に記載の発明（ルール違反出力
アプリケーション）に関しても同様の事が言える。
【００４６】
　請求項２０に記載の発明は、アプリケーション管理機構として、端末装置又は画像形成
装置のプラットフォームによりライフサイクル等を管理されるアプリケーションを操作対
象とする操作画面を表示する「操作画面表示アプリケーション」を備える。端末装置又は
画像形成装置のプラットフォームによりライフサイクル等を管理されるアプリケーション
を操作対象とする操作画面を「操作画面表示アプリケーション」が提供するのである。そ
のため、アプリケーションの実装等が容易になる。操作画面表示アプリケーションも、端
末装置のプラットフォームによりライフサイクル等を管理されるアプリケーションである
。そのため、この操作画面表示アプリケーションの実装，入れ替え等も容易である。タス
クバー表示アプリケーションや、エラー発生出力アプリケーションや、ルール違反出力ア
プリケーションに関しても同様の事が言える。

【発明の効果】
【００４７】
　このように、本発明は、新たなアプリケーション管理機構を備える画像形成装置を提案
するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　図１は、本発明の実施例に該当する融合機１０１を表す。図１の融合機１０１は、種々
のハードウェア１１１と、種々のソフトウェア１１２と、融合機起動部１１３により構成
される。
【００４９】
　融合機１０１のハードウェア１１１としては、撮像部１２１と、印刷部１２２と、その
他のハードウェア１２３が存在する。撮像部１２１は、読取原稿から画像（画像データ）
を読み取るためのハードウェアである。印刷部１２２は、画像（画像データ）を印刷用紙
に印刷するためのハードウェアである。
【００５０】
　融合機１０１のソフトウェア１１２としては、種々のアプリケーション１３１と、種々
のプラットフォーム１３２が存在する。これらのプログラムは、ＵＮＩＸ（登録商標）等
のＯＳ（オペレーティングシステム）によりプロセス単位で並列的に実行される。
【００５１】
　アプリケーション１３１としては、コピー用のアプリケーションであるコピーアプリ１
４１、プリンタ用のアプリケーションであるプリンタアプリ１４２、スキャナ用のアプリ
ケーションであるスキャナアプリ１４３、ファクシミリ用のアプリケーションであるファ
クシミリアプリ１４４、ネットワークファイル用のアプリケーションであるネットワーク
ファイルアプリ１４５が存在する。
【００５２】
　アプリケーション１３１は、専用のＳＤＫ（ソフトウェア開発キット）を使用して開発
することができる。ＳＤＫを使用して開発したアプリケーション１３１をＳＤＫアプリと
呼ぶ。専用のＳＤＫとしては、Ｃ言語でアプリケーション１３１を開発するための「ＣＳ
ＤＫ」や、Ｊａｖａ（登録商標）言語でアプリケーション１３１を開発するための「ＪＳ
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ＤＫ」が提供される。ＣＳＤＫを使用して開発したアプリケーション１３１を「ＣＳＤＫ
アプリ」と呼び、ＪＳＤＫを使用して開発したアプリケーション１３１を「ＪＳＤＫアプ
リ」と呼ぶ。図１の融合機１０１にも、ＣＳＤＫアプリ１４６と、ＪＳＤＫアプリ１４７
が存在する。図１の融合機１０１にはさらに、Ｊａｖａ（登録商標）言語で記述されたＪ
ＳＤＫアプリ１４７とＣ言語で記述された他のソフトウェア１１２との仲介を行うソフト
ウェア１１２として、ＪＳＤＫプラットフォーム１４８が存在する。
【００５３】
　プラットフォーム１３２としては、種々のコントロールサービス１５１、システムリソ
ースマネージャ１５２、種々のハンドラ１５３が存在する。コントロールサービス１５１
としては、ネットワークコントロールサービス（ＮＣＳ）１６１、ファクシミリコントロ
ールサービス（ＦＣＳ）１６２、デリバリコントロールサービス（ＤＣＳ）１６３、エン
ジンコントロールサービス（ＥＣＳ）１６４、メモリコントロールサービス（ＭＣＳ）１
６５、オペレーションパネルコントロールサービス（ＯＣＳ）１６６、サーティフィケー
ションコントロールサービス（ＣＣＳ）１６７、ユーザディレクトリコントロールサービ
ス（ＵＣＳ）１６８、システムコントロールサービス（ＳＣＳ）１６９が存在する。ハン
ドラ１５３としては、ファクシミリコントロールユニットハンドラ（ＦＣＵＨ）１７１、
イメージメモリハンドラ（ＩＭＨ）１７２が存在する。
【００５４】
　ＮＣＳ１６１のプロセスは、ネットワーク通信の仲介を行う。ＦＣＳ１６２のプロセス
は、ファクシミリのＡＰＩを提供する。ＤＣＳ１６３のプロセスは、蓄積文書の配信処理
に関する制御を行う。ＥＣＳ１６４のプロセスは、撮像部１２１や印刷部１２２に関する
制御を行う。ＭＣＳ１６５のプロセスは、メモリやハードディスクドライブに関する制御
を行う。ＯＣＳ１６６のプロセスは、オペレーションパネルに関する制御を行う。ＣＣＳ
１６７のプロセスは、認証処理や課金処理に関する制御を行う。ＵＣＳ１６８のプロセス
は、ユーザ情報の管理に関する制御を行う。ＳＣＳ１６９のプロセスは、システムの管理
に関する制御を行う。
【００５５】
　アプリケーション１３１とプラットフォーム１３２の仲介を行うソフトウェア１１２と
して、仮想アプリケーションサービス（ＶＡＳ）１３５が存在する。ＶＡＳ１３５は、ア
プリケーション１３１をクライアントとするサーバプロセスとして動作すると共に、プラ
ットフォーム１３２をサーバとするクライアントプロセスとして動作する。ＶＡＳ１３５
は、アプリケーション１３１から見てプラットフォーム１３２を隠蔽するラッピング機能
を備え、プラットフォーム１３２のバージョンアップに伴うバージョン差を吸収する役割
等を担う。
【００５６】
　融合機起動部１１３は、融合機１０１の電源投入時に最初に実行される。これにより、
ＵＮＩＸ（登録商標）等のＯＳが起動され、アプリケーション１３１やプラットフォーム
１３２が起動される。これらのプログラムは、ハードディスクドライブやメモリカードに
蓄積されており、ハードディスクドライブやメモリカードから再生されて、メモリに起動
されることになる。
【００５７】
　図２は、図１の融合機１０１に係るハードウェア構成図である。融合機１０１のハード
ウェア１１１としては、コントローラ２０１と、オペレーションパネル２０２と、ファク
シミリコントロールユニット（ＦＣＵ）２０３と、撮像部１２１と、印刷部１２２が存在
する。
【００５８】
　コントローラ２０１は、ＣＰＵ２１１、ＡＳＩＣ２１２、ＮＢ２２１、ＳＢ２２２、Ｍ
ＥＭ－Ｐ２３１、ＭＥＭ－Ｃ２３２、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２３３、メモリ
カードスロット２３４、ＮＩＣ（ネットワークインタフェースコントローラ）２４１、Ｕ
ＳＢデバイス２４２、ＩＥＥＥ１３９４デバイス２４３、セントロニクスデバイス２４４
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により構成される。
【００５９】
　ＣＰＵ２１１は、種々の情報処理用のＩＣである。ＡＳＩＣ２１２は、種々の画像処理
用のＩＣである。ＮＢ２２１は、コントローラ２０１のノースブリッジである。ＳＢ２２
２は、コントローラ２０１のサウスブリッジである。ＭＥＭ－Ｐ２３１は、融合機１０１
のシステムメモリである。ＭＥＭ－Ｃ２３２は、融合機１０１のローカルメモリである。
ＨＤＤ２３３は、融合機１０１のストレージである。メモリカードスロット２３４は、メ
モリカード２３５をセットするためのスロットである。ＮＩＣ２４１は、ＭＡＣアドレス
によるネットワーク通信用のコントローラである。ＵＳＢデバイス２４２は、ＵＳＢ規格
の接続端子を提供するためのデバイスである。ＩＥＥＥ１３９４デバイス２４３は、ＩＥ
ＥＥ１３９４規格の接続端子を提供するためのデバイスである。セントロニクスデバイス
２４４は、セントロニクス仕様の接続端子を提供するためのデバイスである。
【００６０】
　オペレーションパネル２０２は、オペレータが融合機１０１に入力を行うためのハード
ウェア（操作部）であると共に、オペレータが融合機１０１から出力を得るためのハード
ウェア（表示部）である。
【００６１】
　図３は、図１の融合機１０１に係る外観図である。図３には、撮像部１２１の位置と、
印刷部１２２の位置と、オペレーションパネル２０２の位置が図示されている。図３には
更に、読取原稿のセット先となる原稿セット部３０１と、印刷用紙の給紙先となる給紙部
３０２と、印刷用紙の排紙先となる排紙部３０３が図示されている。
【００６２】
　オペレーションパネル２０２は、図４のように、タッチパネル３１１と、テンキー３１
２と、スタートボタン３１３と、リセットボタン３１４と、機能キー３１５と、初期設定
ボタン３１６により構成される。タッチパネル３１１は、タッチ操作で入力を行うための
ハードウェア（タッチ操作部）であると共に、画面表示で出力を得るためのハードウェア
（画面表示部）である。テンキー３１２は、キー（ボタン）操作で数字入力を行うための
ハードウェアである。スタートボタン３１３は、ボタン操作でスタート操作を行うための
ハードウェアである。リセットボタン３１４は、ボタン操作でリセット操作を行うための
ハードウェアである。機能キー３１５は、キー（ボタン）操作でＣＳＤＫアプリ１４６や
ＪＳＤＫアプリ１４７による操作画面を表示させるためのハードウェアである。初期設定
ボタン３１６は、ボタン操作で初期設定画面を表示させるためのハードウェアである。
【００６３】
　原稿セット部３０１は、ＡＤＦ（自動原稿搬送装置）３２１と、フラットベッド３２２
と、フラットベッドカバー３２３により構成される。給紙部３０２は、４個の給紙トレイ
により構成される。排紙部３０３は、１個の排紙トレイにより構成される。
【００６４】
　（ＪＳＤＫ）
　図５は、図１のＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８のクラス図で
ある。ＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、全体で１プロセスと
して、同一プロセス上で実行される。ＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム
１４８中の各ブロックは、それぞれこの１プロセス上のスレッドとして、スレッド単位で
並列的に実行（マルチスレッド）される。ＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォ
ーム１４８は、Ｊａｖａ（登録商標）コンパイラによりソースコードからバイトコードに
一括翻訳されており、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシンにより逐次実行される。ＪＳＤＫ
アプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、Ｊａｖａ（登録商標）　２　Ｍｉｃ
ｒｏ　ＥｄｉｔｉｏｎのＰｅｒｓｏｎａｌ　Ｂａｓｉｓ　Ｐｒｏｆｉｌｅをベースとする
実装となっている。
【００６５】
　ＪＳＤＫアプリ１４７としては、ユーザアプリ５０１と、ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａ
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ｇｅｒ５１１と、Ｔａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２と、エラーアプリ５１３と、
ルールアプリ５１４等が存在する。
【００６６】
　ユーザアプリ５０１は、融合機１０１のユーザ（例えばベンダ）がＪＳＤＫを使用して
開発したＪＳＤＫアプリである。ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１は、他のＪＳ
ＤＫアプリ（ユーザアプリ５０１等）を操作対象とする操作画面の表示等を行うＪＳＤＫ
アプリである。Ｔａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２は、他のＪＳＤＫアプリ（ユー
ザアプリ５０１等）を操作対象とするタスクバーの表示等を行うＪＳＤＫアプリである。
エラーアプリ５１３は、他のＪＳＤＫアプリ（ユーザアプリ５０１等）にエラーが発生し
た場合に、エラーが発生した旨の情報の表示や通知等を行うＪＳＤＫアプリである。ルー
ルアプリ５１４は、他のＪＳＤＫアプリ（ユーザアプリ５０１等）の処理要求にルール違
反があった場合に、ルール違反があった旨の情報の表示や通知等を行うＪＳＤＫアプリで
ある。
【００６７】
　ユーザアプリ５０１はここでは、スタンドアロンアプリケーションやアプレットと並ぶ
Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションであるＸｌｅｔである。ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５１１とＴａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２とエラーアプリ５１３とル
ールアプリ５１４はここでは、独自の拡張を施したＸｌｅｔ（ＸｌｅｔＥｘ）である。
【００６８】
　ＪＳＤＫプラットフォーム１４８には、ＪＳＤＫ　Ｍａｉｎ５２１と、ＪＳＤＫ　Ｅｎ
ｖｉｒｏｎｍｅｎｔ５２２と、Ｌｏｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｒ５２３と、Ｘｌｅｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５３１と、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２と、ＪＳＤＫ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５３３と、Ｓｅｎｄ　Ｍａｎａｇｅｒ５４１と、Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
５４２と、Ｓｙｓｔｅｍ　Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４３と、Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ５４４と、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５と、Ｓｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎ
ｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６等のクラスが存在する。
【００６９】
　ＪＳＤＫ　Ｍａｉｎ５２１は、ＪＳＤＫシステムの起動設定を行うクラスである。ＪＳ
ＤＫ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ５２２は、ＪＳＤＫシステムの起動環境設定を行うクラス
である。Ｌｏｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｒ５２３は、国際化対応（言語指定）を行うクラス
である。
【００７０】
　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１は、１対１でＸｌｅｔを管理するクラスである。ここ
では、７個のＸｌｅｔの状態に係る情報やライフサイクル等が１対１で７個のＸｌｅｔ　
Ｍａｎａｇｅｒ５３１によって管理される。Ｘｌｅｔの状態に係る情報は、Ｘｌｅｔ　Ｍ
ａｎａｇｅｒ５３１によって管理され、Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１からＸｌｅｔＥ
ｘに通知され、ＸｌｅｔＥｘによって表示処理や通知処理に利用される。Ｍｕｌｔｉ　Ｘ
ｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２は、全てのＸｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１を管理するク
ラスである。ここでは、７個のＸｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１のライフサイクル等が全
て１個のＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２によって管理される。ＪＳＤＫ　
Ｍａｎａｇｅｒ５３３は、ＪＳＤＫシステム全体を管理するクラスである。例えば、Ｍｕ
ｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２，Ｓｅｎｄ　Ｍａｎａｇｅｒ５４１，Ｅｖｅｎ
ｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４２，Ｓｙｓｔｅｍ　Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４３，Ｐａｎ
ｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４４，Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５，Ｓｅｒｖｅｒ／
Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６のライフサイクル等が、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ
５３３によって管理される。
【００７１】
　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４３は、図１のプラットフォーム１３２
からのシステムイベント（電力モード等）の管理を行うクラスである。Ｐａｎｅｌ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５４４は、１個のＸｌｅｔがオペレーションパネル２０２の画面を占有する際
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の調停等を行うクラスである。Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５は、ＳＤｃａｒｄ
やＷｅｂからのインストールやアンインストールの管理を行うクラスである。
【００７２】
　図５のＪＳＤＫシステムでは、ＡＰＩとして、ＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１とＪＳＤＫ　Ａ
ＰＩ５５２が利用される。なお、ＸｌｅｔとＸｌｅｔＥｘの差異として、オブジェクトに
アクセスするのにＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１の利用とＪＳＤＫプラットフォーム１４８への
アクセスが可能である点が挙げられる。図１の融合機１０１にはさらに、図５のＪＳＤＫ
システムに係る要素として、Ｃ言語とＪａｖａ（登録商標）言語のインタフェースとなる
ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ５５３とＮａｔｉｖｅ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ５５４や、
ＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８を実行するためＪａｖａ（登録
商標）仮想マシンであるＣＶＭ５５５等が存在する。
【００７３】
　図６は、ＪＳＤＫシステムの起動手順について説明するための図である。ＪＳＤＫシス
テムではまず、ＪＳＤＫアプリ１４７を起動するｍａｉｎ（）関数を有するクラスである
ＪＳＤＫ　Ｍａｉｎ５２１が、ＪＳＤＫ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ５２２を生成（Ｓ１）
する。続いて、ＪＳＤＫ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ５２２が、Ｎａｔｉｖｅ層の構築（Ｓ
２）と言語環境の構築（Ｓ３）をもって、ＪＳＤＫシステムの実行環境の構築を行う。続
いて、ＪＳＤＫ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ５２２が、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３を
生成（Ｓ４）する。ＪＳＤＫシステムではそして、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３が、
システム層のＭａｎａｇｅｒを生成（Ｓ５－１２）し、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ５３２とＸｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１を通じて、アプリ層のＭａｎａｇｅｒを
生成（Ｓ１３－１６）する。
【００７４】
　図７は、ＪＳＤＫシステムのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）について説明するための図である。融合機１０１の機能キー３１５（図４参照）を
押すと、図６のＳ１－１６が実行されて、図７のＧＵＩが融合機１０１のタッチパネル３
１１（図４参照）に表示される。図７のＧＵＩは、ユーザアプリ５０１を操作対象とする
操作画面であり、図６のＳ１３で起動されたＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１に
よって表示される。
【００７５】
　図７Ａは、画面を占有させるユーザアプリ５０１の切替操作を行うための切替操作画面
である。図７Ｂは、ユーザアプリ５０１の起動操作を行うための起動操作画面である。図
７Ｃは、ユーザアプリ５０１の終了操作を行うための終了操作画面である。図７Ｄは、ユ
ーザアプリ５０１のインストール操作を行うためのインストール操作画面である。図７Ｅ
は、ユーザアプリ５０１のアンインストール操作を行うためのアンインストール操作画面
である。図７Ａが、機能キー３１５を押した直後にタッチパネル３１１に表示される初期
画面であり、図７Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅはそれぞれ切り替え，起動，終了，インストール，
アンインストールのボタンをタッチすると表示されることになる。
【００７６】
　ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ，ＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙ，ＳｉｍｐｌｅＯｃｒ，Ｓｉｍｐｌｅ
Ｓｃａｎ等はそれぞれユーザアプリ５０１である。例えば、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔは、
電子文書のファイル名を入力することで当該電子文書のプリントを実行できるようにする
ためのアプリケーションである。なお、アプリケーションのタイプとは、ＧＵＩを有する
アプリケーションであるか否かを意味する。
【００７７】
　図７Ａの切替操作画面について説明する。図７Ａの切替操作画面には、切替操作対象と
してインストール済みで実行中のユーザアプリ５０１の一覧が表示される。
【００７８】
　図７Ａの切替操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰ
ｒｉｎｔにオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与されることになり、Ｓｉｍｐ
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ｌｅＰｒｉｎｔが画面を占有することになる。これに伴って、図７Ａの画面から図８Ａの
画面に画面が移る。図８Ａは、画面を占有するＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔにより表示される
ＧＵＩである。
【００７９】
　図７Ａの切替操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＣｏ
ｐｙにオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与されることになり、Ｓｉｍｐｌｅ
Ｃｏｐｙが画面を占有することになる。これに伴って、図７Ａの画面から図８Ｂの画面に
画面が移る。図７Ａに示すように、ＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙの状態は「異常」なので、図８
Ｂのように、画面上にはＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙに係るエラーメッセージが表示される。
【００８０】
　図７Ａの切替操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＯｃｒ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＯｃｒ
にオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与されることになり、ＳｉｍｐｌｅＯｃ
ｒが画面を占有することになる。これに伴って、図７Ａの画面から図８Ｃの画面に画面が
移る。図７Ａに示すように、ＳｉｍｐｌｅＯｃｒのタイプは「ＧＵＩ無」なので、図８Ｃ
のように、画面上にはＳｉｍｐｌｅＯｃｒの状態が表示される。
【００８１】
　図８Ａ，Ｂ，Ｃの画面の左端（楕円形で示す領域内）には、図６のＳ１４で起動された
Ｔａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２により、ユーザアプリ５０１を操作対象とする
タスクバーが表示される。これらのタスクバーは、画面を占有させるユーザアプリ５０１
の切替操作を行うための切替タスクバーである。
【００８２】
　図８Ａの画面で切替タスクバー中の「ＳＣ」や「ＳＯ」にタッチすると、Ｓｉｍｐｌｅ
ＣｏｐｙやＳｉｍｐｌｅＯｃｒにオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与される
ことになり、ＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙやＳｉｍｐｌｅＯｃｒが画面を占有することになる。
これに伴い、図８Ａの画面から図８Ｂや図８Ｃの画面に画面が移る。図８Ａの画面で切替
タスクバー中の「ＪＳＤＫ」にタッチすると、図７Ａの画面に画面が戻る。
【００８３】
　図８Ｂの画面で切替タスクバー中の「ＳＰ」や「ＳＯ」にタッチすると、Ｓｉｍｐｌｅ
ＰｒｉｎｔやＳｉｍｐｌｅＯｃｒにオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与され
ることになり、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔやＳｉｍｐｌｅＯｃｒが画面を占有することにな
る。これに伴い、図８Ｂの画面から図８Ａや図８Ｃの画面に画面が移る。図８Ｂの画面で
切替タスクバー中の「ＪＳＤＫ」にタッチすると、図７Ａの画面に画面が戻る。
【００８４】
　図８Ｃの画面で切替タスクバー中の「ＳＰ」や「ＳＣ」にタッチすると、Ｓｉｍｐｌｅ
ＰｒｉｎｔやＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙにオペレーションパネル２０２のオーナー権が付与さ
れることになり、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔやＳｉｍｐｌｅＣｏｐｙが画面を占有すること
になる。これに伴い、図８Ｃの画面から図８Ａや図８Ｂの画面に画面が移る。図８Ｃの画
面で切替タスクバー中の「ＪＳＤＫ」にタッチすると、図７Ａの画面に画面が戻る。
【００８５】
　図７Ｂの起動操作画面について説明する。図７Ｂの起動操作画面には、起動操作対象と
してインストール済みで実行されていないユーザアプリ５０１の一覧が表示される。
【００８６】
　図７Ｂの起動操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰ
ｒｉｎｔの起動処理を実行するか否かを確認する確認画面（図９）が表示される。図９の
確認画面でプロダクトコードを入力し「実行」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ
が起動されることになる。
【００８７】
　図７Ｃの終了操作画面について説明する。図７Ｃの終了操作画面には、終了操作対象と
してインストール済みで実行中のユーザアプリ５０１の一覧が表示される。
【００８８】
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　図７Ｃの終了操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰ
ｒｉｎｔの強制終了処理を実行するか否かを確認する確認画面（図１０）が表示される。
図１０の確認画面で「実行」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔが強制終了される
ことになる。
【００８９】
　図７Ｄのインストール操作画面について説明する。ユーザアプリ５０１のインストール
処理により、起動可能ユーザアプリとして未登録のユーザアプリ５０１が起動可能ユーザ
アプリとして登録されることになる。図７Ｄのインストール操作画面には、インストール
操作対象としてユーザアプリ５０１の一覧がインストール状況と共に表示される。
【００９０】
　図７Ｄのインストール操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ」にタッチすると、ＳＤｃ
ａｒｄを格納元とするＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔのインストール先を確認する確認画面（図
１１）が表示される。図１１の確認画面で「ＳＤｃａｒｄ」にタッチすると、Ｓｉｍｐｌ
ｅＰｒｉｎｔがＳＤｃａｒｄをインストール先としてインストールされることになり、図
１１の確認画面で「ＨＤＤ」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔがＨＤＤをインス
トール先としてインストールされることになる。
【００９１】
　図７Ｅのアンインストール操作画面について説明する。ユーザアプリ５０１のアンイン
ストール処理により、起動可能ユーザアプリとして登録済みのユーザアプリ５０１が起動
可能ユーザアプリとしての登録を抹消されることになる。図７Ｅのアンインストール操作
画面には、アンインストール操作対象として登録済みのユーザアプリ５０１の一覧が表示
される。
【００９２】
　図７Ｅのアンインストール操作画面で「ＳｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔ」にタッチすると、Ｓ
ｉｍｐｌｅＰｒｉｎｔのアンインストール処理を実行するか否かを確認する確認画面（図
１２）が表示される。図１２の確認画面で「実行」にタッチすると、ＳｉｍｐｌｅＰｒｉ
ｎｔがアンインストールされることになる。
【００９３】
　図１３は、起動操作画面の表示手順について説明するための図である。切替操作画面で
起動のボタンがタッチされると、ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１からＩｎｓｔ
ａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５に、インストール済みのユーザアプリ５０１の一覧要求が
送信（Ｓ１）される。これに応じて、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５は、インス
トール済みのユーザアプリ５０１の格納位置に係る情報（融合機１０１内のＮＶＲＡＭに
格納されている）を元に、インストール済みのユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルを
取得（Ｓ２）する。融合機１０１にセットされたＳＤｃａｒｄからは、当該ＳＤｃａｒｄ
内のユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルが取得される。融合機１０１内のＨＤＤから
は、当該ＨＤＤ内のユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルが取得される。ＪＮＬＰファ
イルは、ユーザアプリ５０１と１対１で対応しており、ユーザアプリ５０１の定義付けに
係る情報を含んでいる。そして、インストール済みのユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファ
イルの内容を元に、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５からＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５１１に、インストール済みのユーザアプリ５０１の一覧応答が送信（Ｓ３）
される。これにより、切替操作画面から起動操作画面に画面が移ることになる。
【００９４】
　図１４は、起動処理の実行手順について説明するための図である。起動操作画面で選択
操作が実行されて確認画面で確認操作が実行されると、ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅ
ｒ５１１からＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３に、ユーザアプリ５０１の起動要求が送信
（Ｓ１）される。これに応じて、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３からＭｕｌｔｉ　Ｘｌ
ｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２に、Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ５４７
による認証処理を経由してから、ユーザアプリ５０１の起動要求が送信（Ｓ２）される。
これに応じて、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２がＸｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅ
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ｒ５３１を起動（Ｓ３）し、Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１がＰａｎｅｌ　Ｍａｎａｇ
ｅｒ５４４からルートウィンドウを取得（Ｓ４）し、Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１が
ユーザアプリ５０１を起動（Ｓ５）する。そして、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅ
ｒ５３２からＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３に、ユーザアプリ５０１の起動応答が送信
（Ｓ６）される。そして、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３からＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５１１に、ユーザアプリ５０１の起動応答が送信（Ｓ７）される。
【００９５】
　図１５は、インストール操作画面の表示手順について説明するための図である。切替操
作画面上でインストールのボタンがタッチされると、ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ
５１１からＩｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５に、ユーザアプリ５０１の一覧要求が
送信（Ｓ１）される。これに応じて、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５は、ユーザ
アプリ５０１のＪＮＬＰファイルを取得（Ｓ２）する。融合機１０１にセットされたＳＤ
ｃａｒｄからは、当該ＳＤｃａｒｄ内のユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルが取得さ
れる。融合機１０１とネットワークで接続されたＷｅｂサーバからは、当該Ｗｅｂサーバ
内のユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルが取得される。ＪＮＬＰファイルは、ユーザ
アプリ５０１と１対１で対応しており、ユーザアプリ５０１の定義付けに係る情報を含ん
でいる。そして、ユーザアプリ５０１のインストール状況に関する情報（融合機１０１内
のＮＶＲＡＭに格納されている）や、ユーザアプリ５０１のＪＮＬＰファイルの内容を元
にして、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５からＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ
５１１に、ユーザアプリ５０１の一覧応答が送信（Ｓ３）される。これにより、切替操作
画面からインストール操作画面に画面が移ることになる。
【００９６】
　図１６は、インストール処理の実行手順について説明するための図である。インストー
ル操作画面で選択操作が実行されて確認画面で確認操作が実行されると、ＪＳＤＫ　ＧＵ
Ｉ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１からＩｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５に、ユーザアプリ
５０１のインストール要求が送信（Ｓ１）される。これに応じて、Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５４５は、Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ５４７による認証
処理を経由してから、ユーザアプリ５０１をインストール（Ｓ２）する。そして、Ｉｎｓ
ｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４５からＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１に、ユー
ザアプリ５０１のインストール応答が送信（Ｓ３）される。
【００９７】
　図１７は、ＪＮＬＰファイルの構文の例を表す。ＪＮＬＰ（Ｊａｖａ（登録商標）　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｕｎｃｈｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ファイルはＸＭＬ（ｅＸｔｅｎ
ｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイルであり、ＪＮＬＰファイル書式
はＪＮＬＰ規格に準拠している。ただし、ＪＳＤＫ向けに独自の拡張を施している部分が
あるため、以下その部分について説明する。
【００９８】
　記述１は、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎエレメントであり、アプリケーション名を示すｔｉ
ｔｌｅエレメント（記述１Ａ）や、ベンダ名を示すｖｅｎｄｅｒエレメント（記述１Ｂ）
や、ベンダの電話番号を示すｔｅｌｅｐｈｏｎｅエレメント（記述１Ｃ）や、ベンダのフ
ァクス電話番号を示すｆａｘエレメント（記述１Ｄ）や、アプリケーションのプロダクト
ＩＤを示すｐｒｏｄｕｃｔＩＤエレメント（記述１Ｅ）を含んでいる。
【００９９】
　記述２は、ｓｅｃｕｒｉｔｙエレメントである。
【０１００】
　記述３は、ｒｅｓｏｕｒｃｅエレメントであり、ＪＳＤＫのバージョンを指定するｊｓ
ｄｋエレメント（記述３Ａ）や、ＪＡＲファイル（アプリケーションの実行ファイル）と
そのバージョンを指定するｊａｒエレメント（記述３Ｂ）や、ＳＵＢ－ＪＮＬＰファイル
を指定するｓｕｂ－ｊｎｌｐエレメント（記述３Ｃ）を含んでいる。
【０１０１】
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　記述４は、ｕｐｄａｔｅエレメントであり、更新処理の実行方法を設定するエレメント
である。ａｕｔｏであればアプリケーションの更新処理は自動更新で実行され、ｍａｎｕ
ａｌであればアプリケーションの更新処理は手動更新で実行され、ｍａｉｌであればアプ
リケーションの更新処理が実行可能である場合にその旨を通知する更新通知メールが配信
される。
【０１０２】
　記述５は、ｉｎｓｔａｌｌエレメントであり、インストール処理の実行方法を設定する
エレメントである。ａｕｔｏであればアプリケーションのインストール先は自動選択にて
選択され、ｍａｎｕａｌであればアプリケーションのインストール先は手動選択にて選択
される。
【０１０３】
　記述６は、アプリケーションのタイプが「ＧＵＩ有」であるか「ＧＵＩ無」であるかを
示す。
【０１０４】
　図１７のｕｐｄａｔｅエレメントで触れたように、インストール済みのＪＳＤＫアプリ
１４７は更新処理の対象となる。以下、インストール済みのＪＳＤＫアプリ１４７を自動
更新する自動更新処理について説明する。
【０１０５】
　図１８は、ＳＤｃａｒｄ又はＨＤＤ内のＪＳＤＫアプリ１４７（更新対象アプリ）を、
ＳＤｃａｒｄからのＪＳＤＫアプリ１４７（更新用アプリ）に自動更新する自動更新処理
に係るフローチャートである。
【０１０６】
　ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、融合機１０１に接続された更新用ＳＤｃａｒｄス
ロットに更新用ＳＤｃａｒｄがセットされた場合、更新用ＳＤｃａｒｄ内の更新用アプリ
のＪＮＬＰファイルを取得（Ｓ１０１）する。ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、その
ＪＮＬＰファイルのｕｐｄａｔｅエレメントが「ａｕｔｏ」で、そのＪＮＬＰファイルに
係る更新用アプリと同一の更新対象アプリが存在する場合（Ｓ１０２・Ｓ１０３）には、
その更新用アプリのバージョンとその更新対象アプリのバージョンとを比較（Ｓ１０４）
する。ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、更新用アプリのバージョンが更新対象アプリ
のバージョンより新しい場合（Ｓ１０５）には、更新用アプリをもって更新対象アプリを
更新（Ｓ１０６）する。
【０１０７】
　図１９は、ＳＤｃａｒｄ又はＨＤＤ内のＪＳＤＫアプリ１４７（更新対象アプリ）を、
ＷｅｂからのＪＳＤＫアプリ１４７（更新用アプリ）に自動更新する自動更新処理に係る
フローチャートである。
【０１０８】
　ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、更新対象アプリのＪＮＬＰファイルを取得（Ｓ２
０１）する。ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、そのＪＮＬＰファイルのｕｐｄａｔｅ
エレメントが「ａｕｔｏ」で、そのＪＮＬＰファイルに係る更新対象アプリと同一の更新
用アプリが、融合機１０１とネットワーク接続されたＷｅｂサーバ内に存在する場合（Ｓ
２０２・Ｓ２０３）には、その更新対象アプリのバージョンとその更新用アプリのバージ
ョンとを比較（Ｓ２０４）する。ＪＳＤＫプラットフォーム１４８は、更新対象アプリの
バージョンより更新用アプリのバージョンが新しい場合（Ｓ２０５）には、更新対象アプ
リを更新用アプリをもって更新（Ｓ２０６）する。
【０１０９】
　最後に、図５の説明中で登場したＸｌｅｔ等のライフサイクルについて説明することに
する。
【０１１０】
　図２０は、Ｘｌｅｔの状態遷移図である。Ｘｌｅｔの状態としては、初期化状態（Ｌｏ
ａｄｅｄ）と、停止状態（Ｐａｕｓｅｄ）と、活性化状態（Ａｃｔｉｖｅ）と、終了状態
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（Ｄｅｓｔｒｏｙｅｄ）が存在する。Ｘｌｅｔの状態は、起動（ｉｎｉｔＸｌｅｔ）や、
開始（ｓｔａｒｔＸｌｅｔ）や、停止（ｐａｕｓｅＸｌｅｔ）や、終了（ｄｅｓｔｒｏｙ
Ｘｌｅｔ）等のメソッドコールによって遷移する。Ｘｌｅｔのライフサイクルとは、この
ようなＸｌｅｔの状態遷移にほかならない。ただし、どのような状態が存在するか、どの
ようにして状態が遷移するか、については様々なバリエーションがあり得るだろう。この
ことは、Ｘｌｅｔ　ＭａｎａｇｅｒやＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒその他の各
Ｍａｎａｇｅｒについても同様である。
【０１１１】
　初期化状態は、Ｘｌｅｔインスタンスの生成直後の状態である。初期化状態への遷移は
１度限りである。停止状態は、サービス提供停止中の状態であり、活性化状態は、サービ
ス提供中の状態である。停止状態と活性化状態との間の遷移は何度でも可能である。終了
状態は、Ｘｌｅｔインスタンスの消滅直後の状態である。終了状態への遷移は１度限りで
ある。
【０１１２】
　図５の説明中で記載したように、ＪＳＤＫアプリ１４７のライフサイクルは、ＪＳＤＫ
プラットフォーム１４８によって管理される。例えば、ＪＳＤＫアプリ１４７は、自己の
開始・停止・終了の際には自己の開始・停止・終了をＪＳＤＫプラットフォーム１４８に
依頼するのである。ＪＳＤＫアプリ１４７のライフサイクルをＪＳＤＫプラットフォーム
１４８によって管理するメリットとしては例えば、メモリの節約が可能になることが挙げ
られる。特に、多数のＪＳＤＫアプリ１４７がそれぞれスレッドとして実行されるマルチ
スレッドにおいては、このメリットの存在価値は大きいと言える。ＪＳＤＫアプリ１４７
をＸｌｅｔとするメリットとしては例えば、ＪＳＤＫアプリ１４７のライフサイクル管理
が容易になることが挙げられる。
【０１１３】
　１）エラーアプリ
　図５のエラーアプリ５１３について説明する。
【０１１４】
　エラーアプリ５１３は、他のＪＳＤＫアプリにエラーが発生した場合に、エラーが発生
した旨の情報の表示を行うＪＳＤＫアプリである。エラーが発生した旨の情報は、図２１
Ａのように、エラー発生表示ダイアログ６０１Ａが融合機１０１のオペレーションパネル
２０２の最前面に表示される形で表示される。エラー発生表示ダイアログ６０１Ａには、
エラー発生に係る情報として、エラーメッセージ６１１、エラーの種類６１２、エラーの
発生箇所６１３等が表示される。ＯＫボタン６１４を押下すると、エラー発生表示ダイア
ログ６０１Ａが閉じる。Ｄｅｔａｉｌボタン６１５を押下すると、図２１Ｂのエラー発生
表示ダイアログ６０１Ｂに画面が移る。エラー発生表示ダイアログ６０１Ｂには、エラー
発生に係る情報として、エラーの詳細６１６等が表示される。Ｃｌｏｓｅボタン６１７を
押下すると、エラー発生表示ダイアログ６０１Ｂが閉じる。これらの情報はネットワーク
を経由して外部機器に通知されるようにしてもよい。例えば、サービスセンタのサポート
が可能になるように、サービスセンタに通知されるようにしてもよいだろう。
【０１１５】
　エラーとしてここでは、Ｊａｖａ（登録商標）のエクセプション（例外）を取り扱う。
エラーアプリ５１３はここでは、他のＪＳＤＫアプリからスローされたエクセプションが
キャッチされなかった場合に、スローされたエクセプションがキャッチされなかった旨の
情報を表示する。エクセプションの授受にはここでは、Ｊａｖａ（登録商標）のスレッド
グループが利用される。スレッドグループには、スレッドグループに属するスレッドから
スローされたエクセプションがキャッチされなかった場合に、Ｊａｖａ（登録商標）仮想
マシンによってＴｈｒｅａｄＧｒｏｕｐ．ｕｎｃａｕｇｈｔＥｘｃｅｐｔｉｏｎメソッド
がコールされると言う機能がある。スレッドグループには更に、各スレッドが各スレッド
グループに属する他のスレッドに係る情報にアクセスできると言う機能がある。スレッド
グループには更に、スレッドグループ間に親子関係（木構造）を設定できると言う機能が
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ある。スレッドグループには更に、各スレッドグループの名称を登録できると言う機能が
ある。
【０１１６】
　図２２は、スレッドグループの設定処理に係るクラス図である。
【０１１７】
　ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３は、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２等
の各Ｍａｎａｇｅｒを生成する際に、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２等の
各Ｍａｎａｇｅｒにスレッドグループを付与（Ｓ１）する。Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５３２等の各Ｍａｎａｇｅｒは、当該スレッドグループを使用してスレッドを
生成する。これを利用することで、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２は、Ｘ
ｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１のライフサイクル等を管理する。
【０１１８】
　Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２は、各Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１
を生成する際に、各Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１にスレッドグループを付与（Ｓ２）
する。各Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１は、当該スレッドグループを使用してスレッド
を生成する。これを利用することで、Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１は、ユーザアプリ
５０１等のＸｌｅｔの状態に係る情報やライフサイクル等を管理する。
【０１１９】
　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３１は、ユーザアプリ５０１等のＸｌｅｔがサブスレッド
を生成する場合に、ユーザアプリ５０１等のＸｌｅｔにスレッドグループを付与（Ｓ３）
する。ユーザアプリ５０１等のＸｌｅｔは、当該スレッドグループを使用してスレッドを
生成する。
【０１２０】
　このようにして、スレッドグループの木構造が形成される。スレッドグループの木構造
の頂点は、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３により管理される。
【０１２１】
　図２３は、エラー発生表示処理に係るシーケンス図である。
【０１２２】
　先ず、エラーアプリ５１３が起動した際（Ｓ１１）には、エラーが発生した際にエラー
が発生した旨をＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３からエラーアプリ５１３に通知する旨の
通知登録が、エラーアプリ５１３からＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３に要求（Ｓ１２）
される。
【０１２３】
　次に、エラーが発生した際（Ｓ２１）には、ＣＶＭ５５５によってＪＳＤＫ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ５３３のＴｈｒｅａｄＧｒｏｕｐ．ｕｎｃａｕｇｈｔＥｘｃｅｐｔｉｏｎメソッド
がコール（Ｓ２２）される。次に、ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３の当該メソッドから
エラーアプリ５１３に、エラーが発生した旨が通知登録に従って通知（Ｓ２３）される。
次に、エラーアプリ５１３からＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２に、エラー
発生表示ダイアログ６０１を最前面に表示する旨が要求（Ｓ２４）される。次に、Ｍｕｌ
ｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２によって当該エラー発生表示ダイアログ６０１が
最前面に表示（Ｓ２５）される。
【０１２４】
　２）ルールアプリ
　図５のルールアプリ５１４について説明する。
【０１２５】
　ルールアプリ５１４は、他のＪＳＤＫアプリの処理要求にルール違反があった場合に、
ルール違反があった旨の情報の表示を行うＪＳＤＫアプリである。ルール違反があった旨
の情報は、図２４のように、ルール違反表示ダイアログ６０２が融合機１０１のオペレー
ションパネル２０２の最前面に表示される形式で表示される。ルール違反表示ダイアログ
６０２には、ルール違反に係る情報として、ルール違反メッセージ６２１、ルール違反の
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種類６２２、ルール違反の箇所６２３等が表示される。ＯＫボタン６２４を押下すると、
ルール違反表示ダイアログ６０２が閉じる。これらの情報はネットワークを経由して外部
機器に通知されるようにしてもよい。
【０１２６】
　ルール違反としてここでは、ＪＳＤＫアプリからＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１へのサービス
要求のルール違反を取り扱う。サービス要求のルール違反の具体例としては、スレッド数
の制限に係るルール違反、ファイルオープン数の制限に係るルール違反、プリント処理に
係るカラー／モノクロ設定や用紙サイズや用紙枚数等のルール違反、スキャン処理に係る
カラー／モノクロ設定や用紙サイズや用紙枚数等のルール違反などが挙げられる。ルール
アプリ５１４はここでは、他のＪＳＤＫアプリからＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１へのサービス
要求にルール違反があった場合に、ルール違反があった旨の情報を表示する。ルール違反
の監視にはここでは、Ｊａｖａ（登録商標）のスレッドグループが利用される。
【０１２７】
　図２５は、ルール違反表示処理に係るシーケンス図である。
【０１２８】
　先ず、ルールアプリ５１４が起動した際（Ｓ３１）には、ルール違反があった際にルー
ル違反があった旨をＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２からルールアプリ５１
４に通知する旨の通知登録が、ルールアプリ５１４からＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ５３２に要求（Ｓ３２）される。
【０１２９】
　次に、ＪＳＤＫアプリからＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１へのサービス要求があった際（Ｓ４
１）には、ＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１によってサービス要求元のスレッドグループの情報が
取得（Ｓ４２）される。次に、ＪＳＤＫ　ＡＰＩ５５１からＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５３２に、サービス要求元のスレッドにサービスを受ける権限があるかどうか
の情報が要求（Ｓ４３）される。次に、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２に
よってサービス要求元のスレッドがスレッドグループに基づいて特定（Ｓ４４）される。
次に、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２によってサービス要求元のスレッド
にサービスを受ける権限があるかどうかが調査（Ｓ４５）される。次に、サービス要求元
のスレッドにサービスを受ける権限がない場合は、ＪＳＤＫアプリからＪＳＤＫ　ＡＰＩ
５５１へのサービス要求にルール違反があった旨が、Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇ
ｅｒ５３２からルールアプリ５１４に通知登録に従って通知（Ｓ４６）される。次に、ル
ールアプリ５１４からＭｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２に、ルール違反表示
ダイアログ６０２を最前面に表示する旨が要求（Ｓ４７）される。次に、Ｍｕｌｔｉ　Ｘ
ｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５３２によって当該ルール違反表示ダイアログ６０２が最前面に
表示（Ｓ４８）される。
【０１３０】
　３）画像形成処理
　図２６は、融合機１０１で実行可能な画像形成処理について説明するための図である。
融合機１０１では、画像形成処理用の画像データは、記憶領域が連続的になるような格納
形式のファイルに格納されてＨＤＤ内に記憶される。このようなファイルを「ＲＡＷファ
イル」と呼ぶ。ＵＮＩＸ（登録商標）のファイルシステムでは、情報処理用のデータは、
記憶領域が離散的になるような格納形式のファイルに格納されてＨＤＤ内に記憶される。
このようなファイルを「ＦＦＳファイル」と呼ぶ。高速読み出しや高速書き込みの観点等
ではＲＡＷファイルの方が優れているが、融合機１０１からＰＣ等にファイルを提供する
観点等ではＦＦＳファイルの方が優れている。
【０１３１】
　図２６Ａは、スキャン画像のプリント処理について説明するための図である。スキャン
画像は、ＲＡＷファイル６３１としてＨＤＤ内に蓄積される。プリント処理では、ＲＡＷ
ファイル６３１としてＨＤＤ内に蓄積された画像データがプリントされる。
【０１３２】
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　図２６Ｂは、スキャン画像の保存処理について説明するための図である。スキャン画像
は、ＲＡＷファイル６３１としてＨＤＤ内に蓄積され、ＲＡＷファイル６３１からＦＦＳ
ファイル６３２に変換され、ＦＳＳファイル６３２としてＨＤＤ内に保存される。
【０１３３】
　図２６Ｃは、保存画像のプリント処理について説明するための図である。保存画像は、
ＦＦＳファイル６３２としてＨＤＤ内に保存されている。プリント処理では、ＦＦＳファ
イル６３２としてＨＤＤ内に保存されている画像データがプリントされる。
【０１３４】
　（エミュレータ）
　図２７は、本発明の実施例に該当するＰＣ（パーソナルコンピュータ）７０１を表す。
図２７のＰＣ７０１は、図１の融合機１０１とネットワーク８０１で接続されており、図
１の融合機１０１のエミュレータとして機能する。
【０１３５】
　図２７のＰＣ７０１は、ＰＣ本体７１１と、キーボード７１２と、マウス７１３と、デ
ィスプレイ７１４等により構成される。ＰＣ本体７１１には、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
ＮＶＲＡＭ、ＨＤＤ、ＭＯＤＥＭ、ＮＩＣ等が存在する。キーボード７１２とマウス７１
３は、融合機１０１のオペレーションパネル２０２に代わって、オペレータが入力を行う
ためのハードウェア（操作部）となる。ディスプレイ７１４は、融合機１０１のオペレー
ションパネル２０２に代わって、オペレータが出力を得るためのハードウェア（表示部）
となる。
【０１３６】
　図２８は、図２７のＰＣ７０１内のＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム
１４８のクラス図である。図１の融合機１０１と同様のＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫ
プラットフォーム１４８が、図２７のＰＣ７０１内にも存在するのである。図１の融合機
１０１内のＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８のクラス図について
は、図５を参照されたい。以下、図５と図２８の差異について説明する。
【０１３７】
　第１に、図５のＰａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４４は、図２８のＰａｎｅｌ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ７４４に置換されている。第２に、図５のＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ５５３は、図２８のＥｍｕｌａｔｏｒ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ７５３に置換さ
れている。第３に、図５のＮａｔｉｖｅ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ５５４は、図２８の
Ｅｖｅｎｔ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ７５４に置換されている。第４には、図５のＣＶＭ５５５
は、図２８のＪＶＭ７５５に置換されている。
【０１３８】
　Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ７４４は、Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅ
ｒ５４４をエミュレートして、オペレーションパネル２０２の操作をキーボード７１２や
マウス７１３の操作に変換するクラスである。Ｅｍｕｌａｔｏｒ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ７５３は、通信経路の確立処理を実行するクラスである。Ｅｖｅｎｔ　Ｅｍｕｌａｔ
ｏｒ７５４は、融合機１０１の動作をエミュレートするクラスである。ＪＶＭ７５５は、
ＪＳＤＫアプリ１４７とＪＳＤＫプラットフォーム１４８を実行するためＪａｖａ（登録
商標）仮想マシンである。
【０１３９】
　なお、ＰＣ７０１内のＪＳＤＫシステムの起動手順は、図６と同様である。また、ＰＣ
７０１内のＪＳＤＫシステムのＧＵＩは、図７－１２と同様である。当該ＧＵＩは、融合
機１０１又はＰＣ７０１内のユーザアプリ５０１を操作対象とする操作画面乃至タスクバ
ーであり、ＰＣ７０１内のＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１乃至Ｔａｓｋ　Ｂａ
ｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２により表示される。操作部はキーボード７１２とマウス７１３
であり、表示部はディスプレイ７１４である。
【０１４０】
　図２９は、図１の融合機１０１内で実行される遠隔操作の準備処理の実行手順について
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説明するための図である。
【０１４１】
　最初に、融合機１０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６とＰＣ
７０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６との間で、セッションが
確立（Ｓ１）される。
【０１４２】
　次に、融合機１０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６は、遠隔
操作に移行できるか否かを融合機１０１内のＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ５３３に問い合わ
せて、遠隔操作に移行できるか否かを判断（Ｓ２）する。
【０１４３】
　次に、融合機１０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６は、遠隔
操作に移行できる場合には、遠隔操作に必要なメッセージに係る要求を、融合機１０１内
のＳｅｎｄ　Ｍａｎａｇｅｒ５４１を介してＰＣ７０１に送信（Ｓ３）して、遠隔操作に
必要なメッセージに係る応答を、融合機１０１内のＥｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４２を
介してＰＣ７０１から受信（Ｓ４）する。
【０１４４】
　次に、融合機１０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６は、遠隔
操作用の情報をＰＣ７０１に転送する旨の要求を、Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ５４４に
送信（Ｓ５）する。
【０１４５】
　最後に、融合機１０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６とＰＣ
７０１内のＳｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ５４６との間で、遠隔操作準備
処理が完了した旨の通知が授受（Ｓ６）される。これによって、ＰＣ７０１からの融合機
１０１の遠隔操作が可能になる。
【０１４６】
　（変形例）
　図１の融合機１０１は、本発明（画像形成装置）の実施例に該当し、図１の融合機１０
１内で実行される情報処理は、本発明（情報処理方法）の実施例に該当する。図５のＪＳ
ＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１やＴａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２やエラ
ーアプリ５１３やルールアプリ５１４はそれぞれ、本発明（情報処理プログラム）の実施
例に該当し、図５のＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１やＴａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５１２やエラーアプリ５１３やルールアプリ５１４を記録したＳＤｃａｒｄや
ＣＤ－ＲＯＭはそれぞれ、本発明（記録媒体）の実施例に該当する。これらの利用態様と
しては、これら情報処理プログラムのダウンロードやこれら記録媒体のオプション販売等
が考えられる。
【０１４７】
　図２７のＰＣ７０１は、本発明（端末装置）の実施例に該当し、図２７のＰＣ７０１内
で実行される情報処理は、本発明（情報処理方法）の実施例に該当する。図２８のＪＳＤ
Ｋ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１やＴａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ５１２やエラー
アプリ５１３やルールアプリ５１４はそれぞれ、本発明（情報処理プログラム）の実施例
に該当し、図２８のＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ５１１やＴａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ５１２やエラーアプリ５１３やルールアプリ５１４を記録したＳＤｃａｒｄや
ＣＤ－ＲＯＭはそれぞれ、本発明（記録媒体）の実施例に該当する。これらの利用態様と
しては、これら情報処理プログラムのダウンロードやこれら記録媒体のオプション販売等
が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本発明の実施例に該当する融合機を表す。
【図２】図１の融合機に係るハードウェア構成図である。
【図３】図１の融合機に係る外観図である。
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【図４】オペレーションパネルを表す。
【図５】図１のＪＳＤＫアプリとＪＳＤＫプラットフォームのクラス図である。
【図６】ＪＳＤＫシステムの起動手順について説明するための図である。
【図７】ＪＳＤＫシステムのＧＵＩについて説明するための図である。
【図８】切替操作画面について説明するための図である。
【図９】起動操作画面について説明するための図である。
【図１０】終了操作画面について説明するための図である。
【図１１】インストール操作画面について説明するための図である。
【図１２】アンインストール操作画面について説明するための図である。
【図１３】起動操作画面の表示手順について説明するための図である。
【図１４】起動処理の実行手順について説明するための図である。
【図１５】インストール操作画面の表示手順について説明するための図である。
【図１６】インストール処理の実行手順について説明するための図である。
【図１７】ＪＮＬＰファイルの構文の例を表す。
【図１８】ＪＳＤＫアプリをＳＤｃａｒｄからのＪＳＤＫアプリに自動更新する自動更新
処理に係るフローチャートである。
【図１９】ＪＳＤＫアプリをＷｅｂからのＪＳＤＫアプリに自動更新する自動更新処理に
係るフローチャートである。
【図２０】Ｘｌｅｔの状態遷移図である。
【図２１】エラー発生表示ダイアログの画面図である。
【図２２】スレッドグループの設定処理に係るクラス図である。
【図２３】エラー発生表示処理に係るシーケンス図である。
【図２４】ルール違反表示ダイアログの画面図である。
【図２５】ルール違反表示処理に係るシーケンス図である。
【図２６】融合機で実行可能な画像形成処理について説明するための図である。
【図２７】本発明の実施例に該当するＰＣを表す。
【図２８】ＰＣ内のＪＳＤＫアプリとＪＳＤＫプラットフォームのクラス図である。
【図２９】融合機内で実行される遠隔操作の準備処理の実行手順について説明するための
図である。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０１　融合機
　１１１　ハードウェア
　１１２　ソフトウェア
　１１３　融合機起動部
　１２１　撮像部
　１２２　印刷部
　１２３　その他のハードウェア
　１３１　アプリケーション
　１３２　プラットフォーム
　１３３　アプリケーションプログラムインタフェース
　１３４　エンジンインタフェース
　１３５　仮想アプリケーションサービス
　１４１　コピーアプリ
　１４２　プリンタアプリ
　１４３　スキャナアプリ
　１４４　ファクシミリアプリ
　１４５　ネットワークファイルアプリ
　１４６　ＣＳＤＫアプリ
　１４７　ＪＳＤＫアプリ
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　１４８　ＪＳＤＫプラットフォーム
　１５１　コントロールサービス
　１５２　システムリソースマネージャ
　１５３　ハンドラ
　１６１　ネットワークコントロールサービス
　１６２　ファクシミリコントロールサービス
　１６３　デリバリコントロールサービス
　１６４　エンジンコントロールサービス
　１６５　メモリコントロールサービス
　１６６　オペレーションパネルコントロールサービス
　１６７　サーティフィケーションコントロールサービス
　１６８　ユーザディレクトリコントロールサービス
　１６９　システムコントロールサービス
　１７１　ファクシミリコントロールユニットハンドラ
　１７２　イメージメモリハンドラ
　２０１　コントローラ
　２０２　オペレーションパネル
　２０３　ファクシミリコントロールユニット
　２１１　ＣＰＵ
　２１２　ＡＳＩＣ
　２２１　ＮＢ
　２２２　ＳＢ
　２３１　ＭＥＭ－Ｐ
　２３２　ＭＥＭ－Ｃ
　２３３　ＨＤＤ
　２３４　メモリカードスロット
　２３５　メモリカード
　２４１　ＮＩＣ
　２４２　ＵＳＢデバイス
　２４３　ＩＥＥＥ１３９４デバイス
　２４４　セントロニクスデバイス
　３０１　原稿セット部
　３０２　給紙部
　３０３　排紙部
　３１１　タッチパネル
　３１２　テンキー
　３１３　スタートボタン
　３１４　リセットボタン
　３１５　機能キー
　３１６　初期設定ボタン
　３２１　ＡＤＦ
　３２２　フラットベッド
　３２３　フラットベッドカバー
　５０１　ユーザアプリ
　５１１　ＪＳＤＫ　ＧＵＩ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５１２　Ｔａｓｋ　Ｂａｒ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５１３　エラーアプリ
　５１４　ルールアプリ
　５２１　ＪＳＤＫ　Ｍａｉｎ
　５２２　ＪＳＤＫ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
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　５２３　Ｌｏｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５３１　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５３２　Ｍｕｌｔｉ　Ｘｌｅｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５３３　ＪＳＤＫ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４１　Ｓｅｎｄ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４２　Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４３　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｅｖｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４４　Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４５　Ｉｎｓｔａｌｌ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４６　Ｓｅｒｖｅｒ／Ｃｌｉｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５４７　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ
　５５１　ＪＳＤＫ　ＡＰＩ
　５５２　ＪＳＤＫ　ＡＰＩ
　５５３　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ
　５５４　Ｎａｔｉｖｅ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ
　５５５　ＣＶＭ
　６０１　エラー発生表示ダイアログ
　６０２　ルール違反表示ダイアログ
　６１１　エラーメッセージ
　６１２　エラーの種類
　６１３　エラーの発生箇所
　６１４　ＯＫボタン
　６１５　Ｄｅｔａｉｌボタン
　６１６　エラーの詳細
　６１７　Ｃｌｏｓｅボタン
　６２１　ルール違反メッセージ
　６２２　ルール違反の種類
　６２３　ルール違反の箇所
　６２４　ＯＫボタン
　６３１　ＲＡＷファイル
　６３２　ＦＦＳファイル
　７０１　ＰＣ
　７１１　ＰＣ本体
　７１２　キーボード
　７１３　マウス
　７１４　ディスプレイ
　７４４　Ｐａｎｅｌ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ
　７５３　Ｅｍｕｌａｔｏｒ　ＪＳＤＫ　Ｓｅｓｓｉｏｎ
　７５４　Ｅｖｅｎｔ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ
　７５５　ＪＶＭ
　８０１　ネットワーク
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【図２８】 【図２９】



(33) JP 4625343 B2 2011.2.2

10

20

30

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０６－０３７９６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０２１０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８２６８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０８２８０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２１１２１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０８４３８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２１５４２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２４４７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３３０６７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１８２１９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１２７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０７９３４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２７８５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１８９０４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０３／１０１１１２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　１５／００
              Ｇ０３Ｇ　１５／３６
              Ｇ０３Ｇ　２１／００－２１／０４
              Ｇ０３Ｇ　２１／１４
              Ｇ０３Ｇ　２１／２０
              Ｇ０６Ｆ　　９／０６
              Ｇ０６Ｆ　　９／４４－　９／４４５
              Ｇ０６Ｆ　　９／４８－　９／５０
              Ｇ０６Ｆ　　９／５４
              Ｇ０６Ｆ　１１／００
              Ｇ０６Ｆ　１１／３６
              Ｇ０６Ｆ　２１／２２
              Ｈ０４Ｎ　　１／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

