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(57)【要約】
【課題】利用するＨＴＭＬファイルは共通であり、スタ
イルシートのみをクライアント端末の情報に基づき画像
処理装置上にて自動で切り替える場合において、タッチ
パネルの操作性向上に配慮したＷｅｂページ配信が可能
な画像処理装置、その制御方法及びその制御プログラム
を提供する。
【解決手段】クライアント端末がタッチパネルであると
判定された場合、タッチパネル用スタイルシートを適用
しＷｅｂページを生成することにより、タッチパネルで
の操作性が向上する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末からの要求を受信し応答までのワークフローを制御するリクエスト制
御手段と、解析された要求に基づき画像処理の機能を実行するリクエスト実行手段と、ク
ライアント端末の種別を判定する為のクライアント端末判定手段と、Ｗｅｂページの見栄
え・レイアウトを規定するスタイルシートを保管するスタイルシート保管手段と、Ｗｅｂ
ページの生成を行うＷｅｂページ生成手段とを備え、Ｗｅｂページ生成時においてスタイ
ルシート以外は共通ファイルであり、スタイルシートのみを自動で切り替えることで種類
の異なるクライアント端末に異なるＷｅｂベージを送信することができる画像処理装置に
おいて、タッチパネルにおける操作に適したＷｅｂページを提供するようにしたことを特
徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルに表示されるラジオボタン
、チェックボックス、及びサブミットボタンを含むフォーム部品を適切なサイズに変更す
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは、ヘッダーフッターを
含む操作上特に重要ではない情報を非表示にするようにしたことを特徴とする画像処理装
置。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは画面遷移が発生するサ
ブミットボタンはスクロール対象外とし常に表示させるようにしたことを特徴とする画像
処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは画面タイトルはスクロ
ール対象外とし常に表示させるようにしたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　クライアント端末からの要求を受信し応答までのワークフローを制御し、解析された要
求に基づき画像処理の機能を実行し、クライアント端末の種別を判定し、Ｗｅｂページの
見栄え・レイアウトを規定するスタイルシートを保管し、Ｗｅｂページの生成を行い、Ｗ
ｅｂページ生成時においてスタイルシート以外は共通ファイルであり、スタイルシートの
みを自動で切り替えることで種類の異なるクライアント端末に異なるＷｅｂベージを送信
する画像処理方法において、タッチパネルにおける操作に適したＷｅｂページを提供する
ことを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像処理方法において、前記タッチパネルに表示されるラジオボタン
、チェックボックス、サブミットボタンを含むフォーム部品を適切なサイズに変更するこ
とを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは、ヘッダーフッターを
含む操作上特に重要ではない情報を非表示にすることを特徴とする画像処理装置の制御方
法。
【請求項９】
　請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは画面遷移が発生するサ
ブミットボタンはスクロール対象外とし常に表示させることを特徴とする画像処理装置の
制御方法。
【請求項１０】
　請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルでは画面タイトルはスクロ
ール対象外とし常に表示させることを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１１】
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　コンピュータに、クライアント端末からの要求を受信し応答までのワークフローを制御
する処理、解析された要求に基づき画像処理の機能を実行する処理、クライアント端末の
種別を判定する処理、Ｗｅｂページの見栄え・レイアウトを規定するスタイルシートを保
管する処理、Ｗｅｂページの生成を行う処理、Ｗｅｂページ生成時においてスタイルシー
ト以外は共通ファイルであり、スタイルシートのみを自動で切り替えることで種類の異な
るクライアント端末に異なるＷｅｂベージを送信する処理を実行させる画像処理プログラ
ムにおいて、前記コンピュータに、タッチパネルにおける操作に適したＷｅｂページを提
供する処理を実行させることを特徴とする画像処理装置の制御プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記タッチパ
ネルに表示されるラジオボタン、チェックボックス、サブミットボタンを含むフォーム部
品を適切なサイズに変更する処理を実行させることを特徴とする画像処理装置の制御プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、その制御方法、及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像処理装置１の操作手段は少なくとも２種類存在していた。
　１つはタッチパネルに代表される本体に接続された操作部１１６であり、もう１つはＰ
Ｃに代表されるリモート上に接続されたウェブブラウザを搭載した情報端末である。これ
らクライアント端末３に表示されるユーザインターフェースは、これまで別々に開発され
ていたため、開発コスト（人件費等）や製品コスト（メモリ使用量等）が大きくかかって
いた。
【０００３】
　この問題を解消する為、タッチパネルにブラウザを搭載し、ＰＣと同一のＷｅｂページ
を表示することが考えられる。
【０００４】
　しかし、指での操作を前提とし、表示エリアの制約も大きいタッチパネルと、マウスで
の操作を前提とし、表示エリアの制約も小さいＰＣとではＷｅｂページの見栄え・レイア
ウトを変更することが求められる。上記、Ｗｅｂページの見栄え・レイアウトを指定する
技術として、よく知られたところではスタイルシートがあり、ＷｅｂページがＨＴＭＬで
表現される場合、スタイルシートとしてはＣＳＳ（Cascading Style Sheets：Ｗｅｂペー
ジのレイアウトを制御する技術）が利用される。
【０００５】
　これにより、ＨＴＭＬファイルはタッチパネルとＰＣで共通とし、ＣＳＳのみ切り替え
ることでタッチパネルとＰＣで異なるＷｅｂページを表示することが可能となる。また、
ＨＴＭＬファイルをタッチパネルとＰＣで共通化することにより、開発コストと製品コス
トを減らすことが可能となる。
【０００６】
　ここで本発明に関連する従来技術として、特許文献１は、クライアント端末３の表示能
力（画面の大きさ）に応じて、スタイルシートを選択する（フォント、画像の表示・非表
示といった閲覧性に着目したパラメータの異なるスタイルシートを複数用意する）技術を
開示している。
【特許文献１】特開２００１－２３６２０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１記載の技術では表示能力（画面の大きさ）によるス
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タイルシートの選択しか行わないので、端末の他の情報（メモリサイズ、回線速度等、Ｉ
Ｐアドレス等）に応じたスタイルの変更ができない。
【０００８】
　また、フォントサイズや画像サイズといった閲覧性にのみ着目しており、ラジオボタン
やチェックボックス、テキストボックス等のデータ編集、サブミットボタン等による画面
遷移といった操作性について示唆していないため、タッチパネルにてＷｅｂページを表示
する場合において以下の内容が懸念される。指での操作を想定しているタッチパネルでは
、その操作性を考慮し、ボタンを一定以上の大きさで表示する必要がある。
【０００９】
　しかし、上記の従来技術におけるＷｅｂページ配信方法では、タッチパネルにおいても
ＰＣと同等の表示になる。そのため、タッチパネルの操作に適さない小さなボタンが表示
されることになり、ユーザが目的のボタンを押下したつもりでも、正しく押せていないと
いった問題が生じる。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、利用するＨＴＭＬフ
ァイルは共通であり、スタイルシートのみをクライアント端末の情報に基づき画像処理装
置（サーバ）上にて自動で切り替える場合において、タッチパネルの操作性向上に配慮し
たＷｅｂページ配信が可能な画像処理装置、その制御方法及びその制御プログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、クライアント端末からの要求を受信
し応答までのワークフローを制御するリクエスト制御手段と、解析された要求に基づき画
像処理の機能を実行するリクエスト実行手段と、クライアント端末の種別を判定する為の
クライアント端末判定手段と、Ｗｅｂページの見栄え・レイアウトを規定するスタイルシ
ートを保管するスタイルシート保管手段と、Ｗｅｂページの生成を行うＷｅｂページ生成
手段とを備え、Ｗｅｂページ生成時においてスタイルシート以外は共通ファイルであり、
スタイルシートのみを自動で切り替えることで種類の異なるクライアント端末に異なるＷ
ｅｂベージを送信することができる画像処理装置において、タッチパネルにおける操作に
適したＷｅｂページを提供するようにしたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルに
表示されるラジオボタン、チェックボックス、及びサブミットボタンを含むフォーム部品
を適切なサイズに変更することを特徴とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルで
は、ヘッダーフッターを含む操作上特に重要ではない情報を非表示にするようにしたこと
を特徴とする。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルで
は画面遷移が発生するサブミットボタンはスクロール対象外とし常に表示させるようにし
たことを特徴とする。
【００１５】
　請求項５記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルで
は画面タイトルはスクロール対象外とし常に表示させるようにしたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項６記載の発明は、クライアント端末からの要求を受信し応答までのワークフロー
を制御し、解析された要求に基づき画像処理の機能を実行し、クライアント端末の種別を
判定し、Ｗｅｂページの見栄え・レイアウトを規定するスタイルシートを保管し、Ｗｅｂ
ページの生成を行い、Ｗｅｂページ生成時においてスタイルシート以外は共通ファイルで
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あり、スタイルシートのみを自動で切り替えることで種類の異なるクライアント端末に異
なるＷｅｂベージを送信する画像処理方法において、タッチパネルにおける操作に適した
Ｗｅｂページを提供することを特徴とする。
【００１７】
　請求項７記載の発明は、請求項６に記載の画像処理方法において、前記タッチパネルに
表示されるラジオボタン、チェックボックス、サブミットボタンを含むフォーム部品を適
切なサイズに変更することを特徴とする。
【００１８】
　請求項８記載の発明は、請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルで
は、ヘッダーフッターを含む操作上特に重要ではない情報を非表示にすることを特徴とす
る。
【００１９】
　請求項９記載の発明は、請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネルで
は画面遷移が発生するサブミットボタンはスクロール対象外とし常に表示させることを特
徴とする。
【００２０】
　請求項１０記載の発明は、請求項６に記載の画像処理装置において、前記タッチパネル
では画面タイトルはスクロール対象外とし常に表示させることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１１記載の発明は、コンピュータに、クライアント端末からの要求を受信し応答
までのワークフローを制御する処理、解析された要求に基づき画像処理の機能を実行する
処理、クライアント端末の種別を判定する処理、Ｗｅｂページの見栄え・レイアウトを規
定するスタイルシートを保管する処理、Ｗｅｂページの生成を行う処理、Ｗｅｂページ生
成時においてスタイルシート以外は共通ファイルであり、スタイルシートのみを自動で切
り替えることで種類の異なるクライアント端末に異なるＷｅｂベージを送信する処理を実
行させる画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、タッチパネルにおける操作
に適したＷｅｂページを提供する処理を実行させることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１２記載の発明は、請求項１１に記載の画像処理プログラムにおいて、前記コン
ピュータに、前記タッチパネルに表示されるラジオボタン、チェックボックス、サブミッ
トボタンを含むフォーム部品を適切なサイズに変更する処理を実行させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、利用するＨＴＭＬファイルは共通であり、スタイルシートのみをクラ
イアント端末の情報に基づき画像処理装置（サーバ）にて自動で切り替える場合において
、クライアント端末がタッチパネルであると判定された場合、タッチパネル用スタイルシ
ートを適用しＷｅｂページを生成することにより（作用）、タッチパネルでの操作性が向
上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１は、組み込み機器としてプリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナ等の各装置の
機能を一つの筐体内に収納した複合機あるいは融合機と呼ばれる画像処理装置１を用いて
構成した、本発明の一実施形態にかかる画像処理システムの構成例を示す図である。
【００２５】
　図１において、画像処理システムは、画像処理装置１に対し、複数のクライアント端末
３等がＬＡＮ（Local Area Network）、イントラネット、又はインターネット等のネット
ワーク２を介して接続されている。
　画像処理装置１は、クライアント端末３からの要求に応じて文書データの印刷や、ファ
ックス送信などの処理を実行する。また、画像処理装置１は、クライアント端末３からの
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ＨＴＴＰリクエストに応じて、当該ＨＴＴＰリクエストにおいて要求された情報を表示す
るＷｅｂページをクライアント端末３に対して送信する。例えば、クライアント端末３の
ユーザがＷｅｂブラウザから画像処理装置１のステータス情報を要求した場合は、画像処
理装置１は、ステータス情報を格納したＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）Ｗｅｂ
ページをクライアント端末３に送信する。
　なお、クライアント端末３は、ＰＣ（Personal Computer）、ＰＤＡ（Personal Digita
l（Data） Assistants）、携帯電話等の端末、またはタッチパネルを備えた操作部１１６
であり、いずれもＷｅｂページを表示するＷｅｂブラウザを備えている。
【００２６】
　図２は、図１に示す画像処理装置１のハードウェア構成を示すブロック図である。
　図２において、画像処理装置１は、画像処理装置１における主たる制御動作を行うコン
トローラ１００に操作部１１６とファックスコントロールユニット１１２とプロッタ１１
３とスキャナ１１４とその他ハードウェアリソース１１５とが接続されて構成されている
。
【００２７】
　コントローラ１００は、画像処理用途向けのＩＣであるＡＳＩＣ１０８にブリッジとし
てのＮＢ１０７を介して一般制御用のＩＣであるＣＰＵ（Central Processing Unit）１
０６が接続され、ＮＢ１０７のバス（ＰＣＩ ＢＵＳ）に、周辺デバイス等との接続を行
うブリッジであるＳＢ（Sourceroute Bridging）１０１と、ネットワーク通信を制御する
ＮＩＣ（Network Information Center:インターネット上で利用されるＩＰアドレスやド
メイン名などを割り当てる民間の非営利機関）１０２と、ＵＳＢインタフェースを提供す
るＵＳＢ１０３と、ＩＥＥＥ１３９４インタフェースを提供するＩＥＥＥ１３９４１０４
と、セントロニクス（登録商標）インタフェースを提供するセントロニクス（登録商標）
１０５とが接続され、ＡＳＩＣ１０８に記憶装置としてのＭＥＭ－Ｃ１１０とＨＤＤ１１
１とが接続され、ＮＢ１０７に記憶装置としてのＭＥＭ－Ｐ１０９が接続され構成されて
いる。
【００２８】
　図３は、本発明の一実施形態にかかるＷｅｂアプリケーションの構成を示したものであ
る。
　図３において、Ｗｅｂアプリケーションはリモート上のＰＣ、もしくは、Ｗｅｂブラウ
ザを搭載したタッチパネル等のクライアント端末３からＨＴＴＰリクエストを受信し、応
答としてのＷｅｂページを送信するまでのワークフローの制御を行うリクエスト制御手段
２１と、解析された要求に基づき画像処理の機能を実行するリクエスト実行手段２２と、
クライアント端末３へ送信するＷｅｂページの見栄え・レイアウトを規定するスタイルシ
ートを格納する為のスタイルシート保管手段２３と、クライアント端末３がタッチパネル
なのかを判定するクライアント端末判定手段２４と、上記スタイルシート保管手段２３と
クライアント端末判定手段２４とを利用し、クライアントへ送信するＷｅｂページの生成
を行うＷｅｂページ生成手段２３とを備えている。
【００２９】
　図４は、ＷｅｂアプリケーションがＨＴＴＰリクエストを受信し、ＨＴＴＰレスポンス
を返すまでのシーケンス図である。
　リクエスト制御手段２１は要求内容を解析し（ステップＳ１）、リクエスト実行手段２
２に処理の実行を要求する（ステップＳ２）。リクエスト実行手段２２は画像処理に関す
る所定の実行処理を行い（ステップＳ３）、処理結果を元に遷移先のＷｅｂページを決定
し（ステップＳ４）、リクエスト制御手段２１へ、Ｗｅｂページの呼び出しを要求する（
ステップＳ５）。これを受けたリクエスト制御手段２１はＷｅｂページ生成手段２３に対
し、Ｗｅｂページの生成を要求する（ステップＳ６）。
【００３０】
　Ｗｅｂページ生成手段２３はＷｅｂページの表示に必要なパラメータ情報をリクエスト
実行手段２２から取得（ステップＳ７）した後、クライアント端末判定手段２４へ、クラ
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イアント判定の要求を行う（ステップＳ８）、この時、クライアント端末判定手段２４に
対しクライアント端末３のＩＰアドレスを通知するものとする。クライアント端末判定手
段２４は通知されたＩＰアドレスを元にクライアント端末３を判定する（ステップＳ９）
。この判定結果を受け、Ｗｅｂページ生成手段２３は共通ＨＴＭＬに対し適用するスタイ
ルシートをスタイルシート保管手段２５から取得し（ステップＳ１０）、Ｗｅｂページの
生成を行う（ステップＳ１１）。
【００３１】
　図５は、クライアント端末３の判定に関するフローチャートの一例であり、図６は、ク
ライアント端末３の判定の際に使用されるタッチパネル用スタイルシート３４を適用する
か否かを判定するためのテーブル３１の一例である。
【００３２】
　図６に示すように、タッチパネル用スタイルシート３４を適用させたいクライアント端
末３のＩＰアドレスを初期設定などで予めテーブル３１に登録しておくものとする。
　図５に戻り、Ｗｅｂページ生成手段２３から通知されるＩＰアドレスをキーとしてテー
ブル３１を検索し（ステップＳ９－１）、もし一致するＩＰアドレスが存在すれば、クラ
イアント端末３はタッチパネルであると判定することができ（ステップＳ９－２）、タッ
チパネル用スタイルシート３４を取得する（ステップＳ１０－１）。もし一致するＩＰア
ドレスが存在しなければ、クライアント端末３はタッチパネルではないと判定することが
でき（ステップＳ９－２）、ＰＣ用スタイルシート３３を取得する（ステップＳ１０－２
）。取得したスタイルシートを共通ＨＴＭＬ３１に対し適用することで、タッチパネルと
ＰＣで異なるＷｅｂページが生成される（ステップＳ１１）ことになる。
【００３３】
　図７は、タッチパネルとＰＣで共通に利用されるＨＴＭＬファイルの一例である。図８
は、ＰＣ用スタイルシート３３の記述例である。図９は、共通ＨＴＭＬに対しＰＣ用スタ
イルシートを適用した際の表示例である。図１０は、タッチパネル用スタイルシート３４
の記述例である。
【００３４】
　スクロールエリアを指定する４１ことにより、画面タイトル５２やサブミットボタン５
６を常に表示させる。ラジオボタン５３やチェックボックス５４の大きさを指定する４２
により、指で押下しやすい大きさで表示させる。テキストボックスの大きさを指定する４
３ことにより、指で押下しやすい大きさで表示させる。サブミットボタン５６の大きさを
指定する４４ことにより、指で押下しやすい大きさで表示させる。ヘッダー/フッターの
可視性を指定する４５ことにより、ヘッダー/フッターを省略させる、というものである
。
【００３５】
　図１１は、タッチパネル用スタイルシート３４を適用した際のＷｅｂページ表示例であ
る。
　図９のPC用Ｗｅｂページと異なり、スクロールエリア５１が固定されるので、画面タイ
トルが常に表示されることになり、ユーザは自分が現在どの画面の操作をしているのか一
目瞭然となる。またサブミットボタン５６も常に表示されるので画面遷移も容易である。
ここで、サブミットボタン５６についてはタッチパネル用に大きく表示するようにしてい
るので指での操作においても誤操作は起こり難くなっている。同様にデータ編集を行う為
のラジオボタン５３、チェックボックス５４、テキストボックス５５もタッチパネル用に
大きく表示される為、誤操作を防止することができる。更にヘッダーフッターを省略して
いるので限られた画面領域を有効に利用することができる。
【００３６】
〔効果の説明〕
　請求項１、５、１１
　利用するＨＴＭＬファイルは共通であり、スタイルシートのみをクライアント端末３の
情報に基づき画像処理装置（サーバ）にて自動で切り替える場合において、クライアント
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端末３がタッチパネルであると判定された場合、タッチパネル用スタイルシート３４を適
用しＷｅｂページを生成することにより（作用）、タッチパネルでの操作性が向上する（
効果）。また各クライアント端末３に対し共通のＨＴＭＬファイルを使用できる為（作用
）、開発コスト（人件費等）と製品コスト（メモリ使用量等）を削減することができる（
効果） 。
【００３７】
　請求項２、６、１２
　タッチパネルに表示されるＷｅｂページにおいて、データ設定を目的とするラジオボタ
ン５３、チェックボックス５４、テキストボックス５５、サブミットボタン５６を含むフ
ォーム部品を適切なサイズに変更することで（作用）指での操作が容易になる（効果）。
【００３８】
　請求項３、７
　タッチパネルに表示されるＷｅｂページにおいて、操作上、特に重要ではない情報（例
えば、ヘッダー/フッター）を非表示にすることで（作用）画面領域が狭い場合でも、重
要な情報の表示領域を確保することができる（効果）。
【００３９】
　請求項４、８
　タッチパネルに表示されるＷｅｂページにおいて、パネル上にすべての情報を表示でき
ないことにより、スクロールが必要となる場合でも、画面遷移が発生するサブミットボタ
ン５６はスクロール対象外とし、常に表示させることで（作用）無駄なスクロール操作を
省略させ、ユーザは画面遷移を容易に行うことができる（効果）。
【００４０】
　請求項５、１０
　タッチパネルに表示されるＷｅｂページにおいて、パネル上にすべての情報を表示でき
ないことにより、スクロールが必要となる場合でも、画面タイトルはスクロール対象外と
し常に表示させることで（作用）、ユーザが何の操作をしているのか混乱するのを防ぐこ
とができる（効果）。
【００４１】
＜プログラム及び記憶媒体＞
　以上で説明した本発明の画像処理装置は、コンピュータで画像処理を実行させる制御プ
ログラムによって実現されている。コンピュータとしては、例えばパーソナルコンピュー
タやワークステーションなどの汎用的なものが挙げられるが、本発明はこれに限定される
ものではなく、マイクロコンピュータにも適用できる。
【００４２】
　これにより、制御プログラムが実行可能なコンピュータ環境さえあれば、どこにおいて
も本発明の画像処理装置を実現することができる。
　このような制御プログラムは、コンピュータに読み取り可能な記憶媒体に記憶されてい
てもよい。
【００４３】
　ここで、記憶媒体としては、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory
）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ（CD Recordable）、ＤＶＤ（Digital Ver
satile Disk）などのコンピュータで読み取り可能な記憶媒体、ＨＤＤ（Hard Disc Drive
r）、フラッシュメモリ、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory
）、ＦｅＲＡＭ（強誘電体メモリ）等の半導体メモリが挙げられる。
【００４４】
　なお、上述した実施の形態は、本発明の好適な実施の形態の一例を示すものであり、本
発明はそれに限定されることなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、種々変形実施
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
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【図１】組み込み機器としてプリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナ等の各装置の機
能を一つの筐体内に収納した複合機あるいは融合機と呼ばれる画像処理装置１を用いて構
成した、本発明の一実施形態にかかる画像処理システムの構成例を示す図である。
【図２】図１に示す画像処理装置１のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかるＷｅｂアプリケーションの構成を示したものである
。
【図４】ＷｅｂアプリケーションがＨＴＴＰリクエストを受信し、ＨＴＴＰレスポンスを
返すまでのシーケンス図である。
【図５】クライアント端末３の判定に関するフローチャートの一例である。
【図６】クライアント端末３の判定の際に使用されるタッチパネル用スタイルシート３４
を適用するか否かを判定するためのテーブル３１の一例である。
【図７】タッチパネルとＰＣで共通に利用されるＨＴＭＬファイルの一例である。
【図８】ＰＣ用スタイルシート３３の記述例である。
【図９】共通ＨＴＭＬに対しＰＣ用スタイルシートを適用した際の表示例である。
【図１０】タッチパネル用スタイルシート３４の記述例である。
【図１１】タッチパネル用スタイルシート３４を適用した際のＷｅｂページ表示例である
。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　画像処理装置
　２　　ネットワーク
　３　　クライアント端末
　１００　　コントローラ
　１０１　　ＳＢ
　１０２　　ＮＩＣ
　１０３　　ＵＳＢ
　１０４　　ＩＥＥＥ１３９４
　１０５　　セントロニクス（登録商標）
　１０６　　ＣＰＵ
　１０７　　ＮＢ
　１０８　　ＡＳＩＣ
　１０９　　ＭＥＭ－Ｐ
　１１０　　ＭＥＭ－Ｃ
　１１１　　ＨＤＤ
　１１２　　ファクスコントロールユニット
　１１３　　プロッタ
　１１４　　スキャナ
　１１５　　その他ハードウェアリソース
　１１６　　操作部
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