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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを他の装置へ送信することが可能な画像処理装置において、
　画像データの送信宛先毎に、送信を許容するデータの容量を設定する許容容量設定値を
記憶する許容容量設定値記憶手段と、
　前記許容容量設定値記憶手段を参照して、前記画像データの容量が前記画像データの送
信宛先である前記他の装置が許容するデータの容量を越えているか否かを判定する判定手
段と、
　前記画像データを保存可能な保存手段と、
　該判定手段が前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容量を越えてい
ると判定した場合には、前記画像データを前記保存手段に保存し、前記画像データの保存
場所を示すメッセージを前記他の装置に対して送信し、前記判定手段が前記画像データの
容量が前記他の装置が許容するデータの容量を越えていないと判定した場合には前記画像
データを前記他の装置に送信する送信手段と
　を具え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、前記画像処理装置と前記他の装置とはＬＡＮ
にて接続されていることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像処理装置において、画像データの宛先毎に、宛先の装置
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についての能力を示す能力情報を予め記憶しておく能力情報記憶手段をさらに有し、
　前記判定手段は更に該能力情報記憶手段を参照して、前記画像データの送信宛先である
前記他の装置が前記画像データを処理可能であるか否かを判定し、
　前記送信手段は、前記判定手段が前記画像データを前記他の装置が処理可能でないと判
定した場合には、前記画像データを前記保存手段に保存し、前記画像データの保存場所を
示すメッセージを前記他の装置に対して送信し、前記判定手段が前記画像データの容量が
前記他の装置が許容するデータの容量を越えていないと判定し、かつ、前記画像データを
前記他の装置が処理可能であると判定した場合には前記画像データを前記他の装置へ送信
することを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像処理装置において、前記能力情報は画像処理可能な色情報である
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の画像処理装置において、前記他の装置は情報処理装置
であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の画像処理装置において、前記保存手段に保存されてい
る画像データを前記他の装置からの指示で消去する消去手段をさらに具えたことを特徴と
する画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の画像処理装置において、前記保存手段に保存されてい
る画像データを、前記他の装置からのアクセスが一定期間ない場合に消去する消去手段を
さらに具えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の画像処理装置において、該画像処理装置は複写機であ
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メッセージには送信不可
を意味する文字情報が含まれていることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メッセージには前記画像
データの一部が付加されることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メッセージは前記他の
装置が画像処理可能なデータ形式で送信されることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メッセージにはログイ
ン名およびパスワードが含まれていることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１３】
　画像データを他の装置へ送信することが可能な画像処理装置の通信方法において、
　画像データの送信宛先毎に、送信を許容するデータの容量を設定する許容容量設定値を
記憶する許容容量設定値記憶手段を参照して、 前記画像データの容量が前記画像データ
の送信宛先である前記他の装置が許容するデータの容量を越えているか否かを判定するス
テップと、
　前記判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容
量を越えていると判定した場合には、前記画像データを保存手段に保存するステップと、
　該判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容量
を越えていると判定した場合には、前記保存手段に保存した前記画像データの保存場所を
示すメッセージを前記他の装置に対して送信するステップと、
　前記判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容
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量を越えていないと判定した場合には前記画像データを前記他の装置に送信するステップ
と
　を具えたことを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の画像処理装置の通信方法において、前記画像処理装置と前記他の装
置とはＬＡＮにて接続されていることを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の画像処理装置の通信方法において、前記画像処理装置は
、画像データの宛先毎に、宛先の装置についての能力を示す能力情報を予め記憶しておく
能力情報記憶手段を有し、前記判定ステップでは更に前記能力情報記憶手段を参照して、
前記画像データの送信宛先である前記他の装置が前記画像データを処理可能であるか否か
を判定し、
　前記判定ステップにおいて前記画像データを前記他の装置が処理可能でないと判定した
場合には、前記画像データを前記保存手段に保存し、前記画像データの保存場所を示すメ
ッセージを前記他の装置に対して送信し、
　前記判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容
量を越えていないと判定し、かつ、前記画像データを前記他の装置が処理可能であると判
定した場合には前記画像データを前記他の装置へ送信することを特徴とする画像処理装置
の通信方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の画像処理装置の通信方法において、前記能力情報は画像処理可能な
色情報であることを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項１７】
　請求項１３～１６のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、前記他の装置
は情報処理装置であることを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項１８】
　請求項１３～１７のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、保存されてい
る画像データを前記他の装置からの指示で消去可能となしたことを特徴とする画像処理装
置の通信方法。
【請求項１９】
　請求項１３～１８のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、保存されてい
る画像データは、前記他の装置からのアクセスが一定期間ない場合に消去することを特徴
とする画像処理装置の通信方法。
【請求項２０】
　請求項１３～１９のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、該画像処理装
置は複写機であることを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項２１】
　請求項１３～２０のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、前記メッセー
ジには送信不可を意味する文字情報が含まれていることを特徴とする画像処理装置の通信
方法。
【請求項２２】
　請求項１３～２１のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、前記メッセー
ジには前記画像データの一部が付加されることを特徴とする画像処理装置の通信方法。
【請求項２３】
　請求項１３～２２のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、前記メッセー
ジには前記他の装置が画像処理可能なデータ形式で送信されることを特徴とする画像処理
装置の通信方法。
【請求項２４】
　請求項１３～２３のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法において、前記メッセー
ジにはログイン名およびパスワードが含まれていることを特徴とする画像処理装置の通信
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方法。
【請求項２５】
　外部装置に情報経路を介して接続可能であって、画像データを記憶領域に記憶可能な画
像処理装置において、
　前記画像データを前記外部装置に送信することを許可する第１のモードと、
　前記外部装置に対する前記画像データの送信を禁止すると共に、前記外部装置に前記画
像データの前記記憶装置における記憶場所に関する情報を通知するようなメッセージデー
タを前記外部装置に送信する第２のモードとを有し、
　送信すべき画像データのデータ量及び前記外部装置の情報経路の許容データ量とに基づ
いて、前記第１のモードまたは前記第２のモードの何れかのモードを実行することを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２６】
　前記記憶領域に記憶された画像データが、複数頁からなる画像データの場合、前記第２
のモードは、前記メッセージデータに前記複数頁からなる画像データの何れか１頁に対応
する画像データを少なくとも付加して送信することを特徴とする請求項２５に記載の画像
処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スキャナ・プリンタ・ネットワークインターフェース・ユーザインターフェー
スとファイルシステムとを持つ画像処理装置およびその通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、インターネットＦＡＸ（InternetＦＡＸ）など読みとった画像をネットワーク経由
で指定された宛先に送る技術が提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの方法は以下の問題を持っている。
【０００４】
・大量の原稿を読みとった場合、宛先のネットワーク状況に関知せず送りつけるため、宛
先（送り先）のネットワークに障害をきたす可能性がある。
【０００５】
・宛先の能力（例えばカラー画像が扱えるかなど）が送りたい画像より乏しい場合、宛先
の能力に合わせて画像を編集するか、送信を中止せざるを得ない。
【０００６】
そこで、本発明の目的は、上述の問題を解消し、宛先の能力を越える画像データについて
は、その旨のメッセージを送信することができる画像処理装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　このような目的を解決するために請求項１の発明は、画像データを他の装置へ送信する
ことが可能な画像処理装置において、画像データの送信宛先毎に、送信を許容するデータ
の容量を設定する許容容量設定値を記憶する許容容量設定値記憶手段と、前記許容容量設
定値記憶手段を参照して、前記画像データの容量が前記画像データの送信宛先である前記
他の装置が許容するデータの容量を越えているか否かを判定する判定手段と、前記画像デ
ータを保存可能な保存手段と、該判定手段が前記画像データの容量が前記他の装置が許容
するデータの容量を越えていると判定した場合には、前記画像データを前記保存手段に保
存し、前記画像データの保存場所を示すメッセージを前記他の装置に対して送信し、前記
判定手段が前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容量を越えていない
と判定した場合には前記画像データを前記他の装置に送信する送信手段とを具えたことを
特徴とする。
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【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記画像処理装置と前記
他の装置とはＬＡＮにて接続されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の画像処理装置において、画像データの宛
先毎に、宛先の装置についての能力を示す能力情報を予め記憶しておく能力情報記憶手段
をさらに有し、前記判定手段は更に該能力情報記憶手段を参照して、前記画像データの送
信宛先である前記他の装置が前記画像データを処理可能であるか否かを判定し、前記送信
手段は、前記判定手段が前記画像データを前記他の装置が処理可能でないと判定した場合
には、前記画像データを前記保存手段に保存し、前記画像データの保存場所を示すメッセ
ージを前記他の装置に対して送信し、前記判定手段が前記画像データの容量が前記他の装
置が許容するデータの容量を越えていないと判定し、かつ、前記画像データを前記他の装
置が処理可能であると判定した場合には前記画像データを前記他の装置へ送信することを
特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記能力情報は画像処理
可能な色情報であることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の画像処理装置において、前記他の
装置は情報処理装置であることを特徴とする。
【００１５】
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の画像処理装置において、前記保存
手段に保存されている画像データを前記他の装置からの指示で消去する消去手段をさらに
具えたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項７の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の画像処理装置において、前記保存
手段に保存されている画像データを、前記他の装置からのアクセスが一定期間ない場合に
消去する消去手段をさらに具えたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項８の発明は、請求項１～７のいずれかに記載の画像処理装置において、該画像処
理装置は複写機であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項９の発明は、請求項１～８のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メッ
セージには送信不可を意味する文字情報が含まれていることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１０の発明は、請求項１～９のいずれかに記載の画像処理装置において、前記メ
ッセージには前記画像データの一部が付加されることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１１の発明は、請求項１～１０のいずれかに記載の画像処理装置において、前記
メッセージは前記他の装置が画像処理可能なデータ形式で送信されることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１２の発明は、請求項１～１１のいずれかに記載の画像処理装置において、前記
メッセージにはログイン名およびパスワードが含まれていることを特徴とする。
【００２３】
　請求項１３の発明は、画像データを他の装置へ送信することが可能な画像処理装置の通
信方法において、画像データの送信宛先毎に、送信を許容するデータの容量を設定する許
容容量設定値を記憶する許容容量設定値記憶手段を参照して、 前記画像データの容量が
前記画像データの送信宛先である前記他の装置が許容するデータの容量を越えているか否
かを判定するステップと、前記判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装
置が許容するデータの容量を越えていると判定した場合には、前記画像データを保存手段
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に保存するステップと、該判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が
許容するデータの容量を越えていると判定した場合には、前記保存手段に保存した前記画
像データの保存場所を示すメッセージを前記他の装置に対して送信するステップと、前記
判定ステップにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容量を越
えていないと判定した場合には前記画像データを前記他の装置に送信するステップとを具
えたことを特徴とする。
【００２４】
　請求項１４の発明は、請求項１３に記載の画像処理装置の通信方法において、前記画像
処理装置と前記他の装置とはＬＡＮにて接続されていることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１５の発明は、請求項１３または１４に記載の画像処理装置の通信方法において
、前記画像処理装置は、画像データの宛先毎に、宛先の装置についての能力を示す能力情
報を予め記憶しておく能力情報記憶手段を有し、前記判定ステップでは更に前記能力情報
記憶手段を参照して、前記画像データの送信宛先である前記他の装置が前記画像データを
処理可能であるか否かを判定し、前記判定ステップにおいて前記画像データを前記他の装
置が処理可能でないと判定した場合には、前記画像データを前記保存手段に保存し、前記
画像データの保存場所を示すメッセージを前記他の装置に対して送信し、前記判定ステッ
プにおいて前記画像データの容量が前記他の装置が許容するデータの容量を越えていない
と判定し、かつ、前記画像データを前記他の装置が処理可能であると判定した場合には前
記画像データを前記他の装置へ送信することを特徴とする。
【００２８】
　請求項１６の発明は、請求項１５に記載の画像処理装置の通信方法において、前記能力
情報は画像処理可能な色情報であることを特徴とする。
【００２９】
　請求項１７の発明は、請求項１３～１６のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、前記他の装置は情報処理装置であることを特徴とする。
【００３１】
　請求項１８の発明は、請求項１３～１７のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、保存されている画像データを前記他の装置からの指示で消去可能となしたことを
特徴とする。
【００３２】
　請求項１９の発明は、請求項１３～１８のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、保存されている画像データは、前記他の装置からのアクセスが一定期間ない場合
に消去することを特徴とする。
【００３３】
　請求項２０の発明は、請求項１３～１９のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、該画像処理装置は複写機であることを特徴とする。
【００３４】
　請求項２１の発明は、請求項１３～２０のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、前記メッセージには送信不可を意味する文字情報が含まれていることを特徴とす
る。
【００３６】
　請求項２２の発明は、請求項１３～２１のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、前記メッセージには前記画像データの一部が付加されることを特徴とする。
【００３７】
　請求項２３の発明は、請求項１３～２２のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
おいて、前記メッセージには前記他の装置が画像処理可能なデータ形式で送信されること
を特徴とする。
【００３８】
　請求項２４の発明は、請求項１３～２３のいずれかに記載の画像処理装置の通信方法に
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おいて、前記メッセージにはログイン名およびパスワードが含まれていることを特徴とす
る。
【００３９】
　請求項２５の発明は、外部装置に情報経路を介して接続可能であって、画像データを記
憶領域に記憶可能な画像処理装置において、前記画像データを前記外部装置に送信するこ
とを許可する第１のモードと、前記外部装置に対する前記画像データの送信を禁止すると
共に、前記外部装置に前記画像データの前記記憶装置における記憶場所に関する情報を通
知するようなメッセージデータを前記外部装置に送信する第２のモードとを有し、送信す
べき画像データのデータ量及び前記外部装置の情報経路の許容データ量とに基づいて、前
記第１のモードまたは前記第２のモードの何れかのモードを実行することを特徴とする。
【００４２】
　請求項２６の発明は、前記記憶領域に記憶された画像データが、複数頁からなる画像デ
ータの場合、前記第２のモードは、前記メッセージデータに前記複数頁からなる画像デー
タの何れか１頁に対応する画像データを少なくとも付加して送信することを特徴とする。
【００４３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００４４】
（第１の実施形態）
Ａ．ハードウェア
Ａ－１）全体構成
第１の実施形態のシステム構成を図１を参照して説明する。図１において、コントローラ
ユニット２０００は画像入力デバイスであるスキャナ２０７０や画像出力デバイスである
プリンタ２０９５と接続し、一方ではＬＡＮ２０１１や公衆回線（ＷＡＮ）２０５１と接
続することで、画像情報やデバイス情報の入出力を行うためのコントローラである。ＣＰ
Ｕ２００１はシステム全体を制御するコントローラである。ＲＡＭ２００２はＣＰＵ２０
０２が動作するためのシステムワークメモリであり、画像データを一時記憶するための画
像メモリでもある。
【００４５】
ＲＯＭ２００３はブートＲＯＭであり、システムのブートプログラムが格納されている。
ＨＤＤ２００４はハードディスクドライブで、システムソフトウェア、画像データを格納
する。操作部Ｉ／Ｆ２００６は操作部（ＵＩ）２０１２に対するインターフェース部で、
操作部２０１２に表示する画像データを操作部２０１２に対して出力する。また、操作部
２０１２から本システム使用者が入力した情報を、ＣＰＵ２００１に伝える役割をする。
ＬＡＮカードのようなネットワークインターフェース２０１０はＬＡＮ２０１１に接続し
、情報の入出力を行う。
【００４６】
モデム２０５０は公衆回線２０５１に接続し、情報の入出力を行う。以上のデバイスがシ
ステムバス２００７上に配置される。イメージバスＩ／Ｆ２００５はシステムバス２００
７と画像データを高速で転送する画像バス２００８を接続し、データ構造を変換するバス
ブリッジである。画像バス２００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される
。画像バス２００８上には以下のデバイスが配置される。ラスターイメージプロセッサ（
ＲＩＰ）２０６０はＰＤＬコードをビットマップイメージに展開する。
【００４７】
デバイスＩ／Ｆ部２０２０は、画像入出力デバイスであるスキャナ２０７０やプリンタ２
０９５とコントローラ２０００を接続し、画像データの同期系／非同期系の変換を行う。
スキャナ画像処理部２０８０は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行う。プリン
タ画像処理部２０９０は、プリント出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変
換等を行う。画像回転部２０３０は画像データの回転を行う。画像圧縮部２０４０は、多
値画像データはＪＰＥＧ、２値画像データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨの圧縮伸張処理を行
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う。
【００４８】
Ａ－２）画像入出力部
画像入出力デバイスの構成を図２に示す。画像入力デバイスであるスキャナ部２０７０は
、原稿となる紙上の画像を説明し、ＣＣＤラインセンサ（図示せず）を走査することで、
図１のラスターイメージデータ２０７１として電気信号に変換する。原稿用紙は原稿フィ
ーダ２０７２のトレイ２０７３にセットし、装置使用者が図１の操作部２０１２から読み
取り起動指示することにより、コントローラＣＰＵ２００１がスキャナ２０７０に指示図
１の２０７１を与え、フィーダ２０７２は原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿画像の読み
取り動作を行う。
【００４９】
画像出力デバイスであるプリンタ２０９５は、ラスターイメージデバイス２０９６（図１
参照）を用紙上の画像に変換する。その方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子
写真方式、微少ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジ
ェット方式等があるが、どの方式でも構わない。プリント動作の起動は、図１のコントロ
ーラＣＰＵ２００１からの指示（符号２０９６）によって開始する。プリンタ部２０９５
には、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙段を持ち、
それに対応した用紙カセット２１０１，２１０２，２１０３，２１０４がある。また、排
紙トレイ２１１１は印字し終わった用紙を受けとる。
【００５０】
Ａ－３）操作部
操作部２０１２の構成を図３に示す。ＬＣＤ表示部２０１３は、ＬＣＤ上にタッチパネル
シートが貼られており、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押
されるとその位置情報をコントローラＣＰＵ２００１に伝える。スタートキー２０１４は
原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いる。スタートキー２０１４中央部には、
緑と赤の２色ＬＥＤ２０１８があり、その色によってスタートキー２０１４が使える状態
にあるかどうかを示す。ストップキー２０１５は稼働中の動作を止める働きをする。ＩＤ
キー２０１６は、使用者のユーザーＩＤを入力する時に用いる。リセットキー２０１７は
操作部からの設定を初期化する時に用いる。
【００５１】
Ａ－４）スキャナ画像処理部
スキャナ画像処理部２０８０の構成を図４に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０８１
は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセスシーケンスを制御し、スキャナ画像処
理部２０８０内の各デバイスの制御及びタイミングを発生させる。フィルタ処理部２０８
２は、空間フィルタでコンボリューション演算を行う。編集部２０８３は、例えば入力画
像データからマーカーペンで囲まれた閉領域を認識して、その閉領域内の画像データに対
して、影つけ、網掛け、ネガポジ反転等の画像加工処理を行う。
【００５２】
変倍処理部２０８４は、読み取り画像の解像度を変える場合にラスターイメージの主走査
方向について補間演算を行い拡大、縮小を行う。副走査方向の変倍については、画像読み
取りラインセンサ（図示せず）を走査する速度を変えることで行う。テーブル２０８５は
、読み取った輝度データである画像データを濃度データに変換するために使用する変換テ
ーブルである。２値化部２０８６は、多値のグレースケール画像データを、誤差拡散処理
やスクリーン処理によって２値化する。
【００５３】
処理が終了した画像データは、再び画像バスコントローラ２０８１を介して、画像バス２
００８上に転送される。
【００５４】
Ａ－５）プリンタ画像処理部
プリンタ画像処理部２０９０の構成を図５に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０９１
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は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセスシーケンスを制御する働きと、スキャ
ナ画像処理部２０９０内の各デバイスの制御及びタイミングを発生させる。解像度変換部
２０９２は、ＬＡＮ２０１１あるいは公衆回線２０５１から来た画像データを、プリンタ
２０９５の解像度に変換するための解像度変換を行う。スムージング処理部２０９３は、
解像度変換後の画像データのジャギー（斜め線等の白黒境界部に現れる画像のがさつき）
を滑らかにする処理を行う。
【００５５】
Ａ－６）画像圧縮部
画像圧縮部２０４０の構成を図６に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１は、画像
バス２００８と接続し、そのバスアクセスシーケンスを制御すると共に、入力バッファ２
０４２・出力バッファ２０４５とのデータのやりとりを行うためのタイミング制御及び、
画像圧縮部２０４３に対するモード設定などの制御を行う。以下に画像圧縮処理部２０４
０の処理内容を示す。
【００５６】
画像バス２００８を介して、ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に
対して画像圧縮制御のための設定を行う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２
０４１は画像圧縮部２０４３に対して画像圧縮に必要な設定（たとえばＭＭＲ圧縮・ＪＢ
ＩＧ伸長等の）を行う。必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／
Ｆコントローラ２０４１に対して画像データ転送の許可を行う。
【００５７】
この許可に従い、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１はＲＡＭ２００２もしくは画像バ
ス２００８上の各デバイスから画像データの転送を開始する。受け取った画像データは入
力バッファ２０４２に一時格納され、画像圧縮部２０４３の画像データ要求に応じて一定
のスピードで画像を転送する。この際、入力バッファは画像バスＩ／Ｆコントローラ２０
４１と、画像圧縮部２０４３両者の間で、画像データを転送できるかどうかを判断し、画
像バス２００８からの画像データの読み込み及び、画像圧縮部２０４３への画像の書き込
みが不可能である場合は、データの転送を行わないような制御を行う（以後このような制
御をハンドシェークと呼称する）。
【００５８】
画像圧縮部２０４３は受け取った画像データを、一旦、ＲＡＭ２０４４に格納する。これ
は画像圧縮を行う際には行う画像圧縮処理の種類によって、数ライン分のデータを要する
ためであり、最初の１ライン分の圧縮を行うためには数ライン分の画像データを用意して
からでないと画像圧縮が行えないためである。画像圧縮を施された画像データは直ちに出
力バッファ２０４５に送られる。
【００５９】
出力バッファ２０４５では、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１及び画像圧縮部２０４
３とのハンドシェークを行い、画像データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１に転送
する。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１では転送された圧縮（もしくは伸長）された
画像データをＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイスにデータを転送す
る。こうした一連の処理は、ＣＰＵ２００１からの処理要求が無くなるまで（必要なペー
ジ数の処理が終わったとき）、もしくはこの画像圧縮部から停止要求が出るまで（圧縮及
び伸長時のエラー発生時等）繰り返される。
【００６０】
Ａ－７）画像回転部
画像回転部２０３０の構成を図７に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１は、画像
バス２００８と接続し、そのバスシーケンスを制御すると共に、画像回転部２０３２にモ
ード等を設定する制御及び、画像回転部２０３２に画像データを転送するためのタイミン
グ制御を行う。以下に画像回転部の処理内容を示す。
【００６１】
画像バス２００８を介して、ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１に
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画像回転制御のための設定を行う。この設定により画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１
は画像回転部２０３２に対して画像回転に必要な設定（たとえば画像サイズや回転方向・
角度等）を行う。必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ２００１から画像バスＩ／Ｆコン
トローラ２０３１に対して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、画像バスＩ／
Ｆコントローラ２０３１はＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイスから
画像データの転送を開始する。尚、ここでは、３２ｂｉｔをそのサイズとし回転を行う画
像サイズを３２×３２（ｂｉｔ）とし、又、画像バス２００８上に画像データを転送させ
る際に３２ｂｉｔを単位とする画像転送を行うものとする（扱う画像は２値を想定する）
。
【００６２】
上述のように、３２×３２（ｂｉｔ）の画像を得るためには、上述の単位データ転送を３
２回行う必要があり、且つ不連続なアドレスから画像データを転送する必要がある（図８
）。不連続アドレッシングにより転送された画像データは、読み出し時に所望の角度に回
転されているように、ＲＡＭ２０３３に書き込まれる。例えば、９０度反時計方向回転で
あれば、最初に転送された３２ｂｉｔの画像データを、図９のようにＹ方向に書き込んで
いく。読み出し時にＸ方向に読み出すことで、画像が回転される。
【００６３】
３２×３２（ｂｉｔ）の画像回転（ＲＡＭ２０３３への書き込み）が完了した後、画像回
転部２０３２はＲＡＭ２０３３から上述した読み出し方法で画像データを読み出し、画像
バスＩ／Ｆコントローラ２０３１に画像を転送する。
【００６４】
回転処理された画像データを受け取った画像バスＩ／Ｆコントローラ２０３１は、連続ア
ドレッシングを以て、ＲＡＭ２００２もしくは画像バス２００８上の各デバイスにデータ
を転送する。こうした一連の処理は、ＣＰＵ２００１からの処理要求が無くなるまで（必
要なページ数の処理が終わったとき）繰り返される。
【００６５】
Ａ－８）デバイスＩ／Ｆ部
デバイスＩ／Ｆ部２０２０の構成を図１０に示す。画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１
は、画像バス２００８と接続し、そのバスアクセスシーケンスを制御すると共に、デバイ
スＩ／Ｆ部２０２０内の各デバイスの制御及びタイミングを発生させる。また、外部のス
キャナ２０７０及びプリンタ２０９５への制御信号を発生させる。スキャンバッファ２０
２２は、スキャナ２０７０から送られてくる画像データを一時保存し、画像バス２００８
に同期させて画像データを出力する。
【００６６】
シリアルパラレル・パラレルシリアル変換部２０２３は、スキャンバッファ２０２２に保
存された画像データを順番に並べて、あるいは分解して、画像バス２００８に転送できる
画像データのデータ幅に変換する。パラレルシリアル・シリアルパラレル変換部２０２４
は、画像バス２００８から転送された画像データを分解して、あるいは順番に並べて、プ
リントバッファ２０２５に保存できる画像データのデータ幅に変換する。プリントバッフ
ァ２０２５は、画像バス２００８から送られてくる画像データを一時保存し、プリンタ２
０９５に同期させて画像データを出力する。
【００６７】
画像スキャン時の処理手順を以下に示す。スキャナ２０７０から送られてくる画像データ
をスキャナ２０７０から送られてくるタイミング信号に同期させて、スキャンバッファ２
０２２に保存する。そして、画像バス２００８がＰＣＩバスの場合には、バッファ内に画
像データが３２ビット以上入ったときに、画像データを先入れ先出して３２ビット分、バ
ッファからシリアルパラレル・パラレルシリアル変換部２０２３に送り、３２ビットの画
像データに変換し、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１を通して画像バス２００８上に
転送する。また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４の規格の場合には、バッファ内の
画像データを先入れ先出しで、バッファからシリアルパラレル・パラレルシリアル変換部
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２０２３に送り、シリアル画像データに変換し、画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１を
通して画像バス２００８上に転送する。
【００６８】
画像プリント時の処理手順を以下に示す。画像バス２００８がＰＣＩバスの場合には、画
像バスから送られてくる３２ビットの画像データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１
で受け取り、パラレルシリアル・シリアルパラレル変換部２０２４に送り、プリンタ２０
９５の入力データビット数の画像データに分解し、プリントバッファ２０２５に保存する
。また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４の規格の場合には、画像バス２００８から
送られてくるシリアル画像データを画像バスＩ／Ｆコントローラ２０２１で受け取り、パ
ラレルシリアル・シリアルパラレル変換部２０２４に送り、プリンタ２０９５の入力デー
タビット数の画像データに変換し、プリントバッファ２０２５に保存する。そして、プリ
ンタ２０９５から送られてくるタイミング信号に同期させて、バッファ内の画像データを
先入れ先出しで、プリンタ２０９５に送る。
【００６９】
Ｂ．ソフトウェア
Ｂ－１）システム全体
本実施形態のネットワークシステム全体のシステム構成を図１１に示す。１００１は本発
明に関わる図１の画像処理装置で、上述したようにスキャナとプリンタを有し、スキャナ
から読み込んだ画像をローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１０１０に流したり、ＬＡ
Ｎから受信した画像をプリンタによりプリントアウトできる。また、スキャナから読んだ
画像を図示しないＦＡＸ送信手段により、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ（１０３０）に送信し
たり、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮから受信した画像をプリンタにプリントアウトできる。
【００７０】
１００２は、データベースサーバで、本発明の装置１００１により読み込んだ２値画像及
び多値画像をデータベースとして管理する。１００３は、データベースサーバ１００２の
データベーススクライアントで、データベース１００２に保存されている画像データを閲
覧／検索等できる。１００４は、電子メールサーバで、画像処理装置１００１により読み
取った画像を電子メールの添付ファイルとして受け取ることができる。
【００７１】
１００５は、電子メールのクライアントで、電子メールサーバ１００４の受け取ったメー
ルを受信し閲覧したり、電子メールを送信したり、可能である。１００６がＨＴＭＬ文書
をＬＡＮに提供するＷＷＷサーバで、画像処理装置１００１によりＷＷＷサーバで提供さ
れるＨＴＭＬ文書をプリントアウトできる。
【００７２】
１００７は、ルータであり、ＬＡＮ１０１０をインターネット／イントラネット１０１２
と連結する。インターネット／イントラネットに、前述したデータベースサーバ（１００
２）、ＷＷＷサーバ（１００６）、電子メールサーバ（１００４）、画像処理装置（１０
０１）と同様の装置が、それぞれ１０２０，１０２１，１０２２，１０２３として連結し
ている。一方、画像処理装置１００１は、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ（１０３０）を介して
、ＦＡＸ装置１０３１と送受信可能になっている。また、ＬＡＮ上にプリンタ１０４０も
連結されており、画像処理装置１００１により読み取った画像をプリントアウト可能なよ
うに構成されている。
【００７３】
Ｂ－２）ソフトウェアブロック全体構成
図１２を参照して図１の画像処理装置のソフトウェア構成を説明する。図１２において、
１５０１はＵＩ即ちユーザインターフェースを司るものであり、オペレータが本複合機の
各種操作・設定を行う際、機器との仲介を行うモジュールである。本モジュールは、オペ
レータの操作に従い、後述の各種モジュールに入力情報を転送し処理の依頼、或いはデー
タの設定等を行う。
【００７４】
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１５０２はアドレスブック即ちデータの送付先、通信先等を管理するデータベースモジュ
ールである。アドレスブック１５０２の内容は、ＵＩ１５０１からの操作によりデータの
追加、削除、取得が行われ、オペレータの操作により後述の各モジュールにデータの送付
・通信先情報を与えるものとして使用されるものである。
【００７５】
１５０３はウェブサーバモジュールであり、図外のウェブ（ｗｅｂ）クライアントからの
要求により、画像処理装置の管理情報を通知するために使用される。管理情報は、後述の
コントロールＡＰＩ１５１８を介して読み取られ、後述のＨＴＴＰ１５１２、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐ１５１６、ネットワークドライバ１５１７を介してウェブクライアントに通知される。
【００７６】
１５０４はユニバーサル・センド（Universal Send）即ち、データの配信を司るモジュー
ルであり、ＵＩ１５０１によりオペレータに指示されたデータを、同様に指示された通信
（出力）先に配布する。また、オペレータにより、画像処理装置のスキャナ機能を使用し
配布データの生成が指示された場合は、後述のコントロールＡＰＩ１５１８を介して機器
を動作させ、データの生成を行う。１５０５はユニバーサル・センド１５０４内で出力先
にプリンタが指定された際に実行されるモジュールである。１５０６はユニバーサル・セ
ンド１５０４内で通信先にＥ－mailアドレスが指定された際に実行されるモジュールであ
る。
【００７７】
１５０７はユニバーサル・センド１５０４内で出力先にデータベースが指定された際に実
行されるモジュールである。１５０８はユニバーサル・センド１５０４内で出力先として
同じ画像処理装置が指定された際に実行されるモジュールである。１５０９はリモート・
コピー・スキャンモジュールであり、画像処理装置のスキャナ機能を使用し、ネットワー
ク等で接続された他の複合機を出力先とし、画像処理装置単体で実現しているコピー機能
と同等の処理を行うモジュールである。
【００７８】
１５１０はリモート・コピー・スキャンモジュールであり、画像処理装置のプリンタ機能
を使用し、ネットワーク等で接続された他の画像処理装置を入力先とし、他の画像処理装
置単体で実現しているコピー機能と同等の処理を行うモジュールである。１５１１はウェ
ブ・プル・プリント即ちインターネットまたはイントラネット上の各種ホームページの情
報を読み出し、印刷するモジュールである。１５１２は画像処理装置がＨＴＴＰにより送
信する際に使用されるモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより
前述のウェブ・サーバ１５０３、ウェブ・プル・プリント１５１１モジュールに通信を提
供する。
【００７９】
１５１３は１ｐｒモジュールてあり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述
のユニバーサル・センド１５０４内のプリンタモジュール１５０５に通信を提供する。１
５１４はＳＭＴＰモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述
のユニバーサル・センド１５０４内のＥ－mailモジュール１５０６に通信を提供するもの
である。１５１５はＳＬＭ即ちSalutation・マネージャーモジュールであり、後述のＴＣ
Ｐ／ＩＰ１５１６モジュールにより前述のユニバーサル・センド１５０４内のデータベー
スモジュール１５１７、ＤＰモジュール１５１８、及びリモート・コピースキャン１５０
９モジュール、リモート・コピー・プリント１５１０モジュールに通信を提供する。
【００８０】
１５１６はＴＣＰ／ＩＰ通信モジュールであり、前述の各種モジュールに対して後述のネ
ットワークドライバによりネットワーク通信を提供する。１５１７はネットワークドライ
バであり、ネットワークに物理的に接続される部分を制御する。１５１８はコントロール
ＡＰＩであり、ユニバーサル・センド１５０４等の上流モジュールに対し、後述のジョブ
・マネージャ１５１９等の下流モジュールとのインターフェースを提供するものであり、
上流、及び下流のモジュール間の依存関係を軽減しそれぞれの流用性を高める。
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【００８１】
１５１９はジョブ・マネージャであり、前述の各種モジュールよりコントロールＡＰＩ１
５１８を介して指示される処理を解釈し、後述の各モジュールに指示を与えるものである
。また、本モジュールは、画像処理装置内で実行されるハード的な処理を一元管理する。
１５２０はＣＯＤＥＣマネージャーであり、ジョブ・マネージャ１５１９が指示する処理
の中でデータの各種圧縮・伸長を管理・制御する。１５２１はＦＢＥエンコーダであり、
ジョブ・マネージャ１５１９、スキャナ・マネージャー１５２４により実行されるスキャ
ン処理により読み込まれたデータをＦＢＥフォーマットにより圧縮する。
【００８２】
１５２２はＪＰＥＧ－ＣＯＤＥＣであり、ジョブ・マネージャ１５１９、スキャナ・マネ
ージャ１５２４により実行されるスキャン処理、及びプリンタ・マネージャ１５２６によ
り実行される印刷処理において、読み込まれたデータのＪＰＥＧ圧縮及び印刷データのＪ
ＰＥＧ展開処理を行う。１５２３はＭＭＲ－ＣＯＤＥＣであり、ジョブ・マネージャ１５
１９、スキャナ・マネージャ１５２４により実行されるスキャン処理、及びプリンタ・マ
ネージャ１５２６により実行される印刷処理において、読み込まれたデータのＭＭＲ圧縮
及び印刷データのＭＭＲ伸長処理を行う。１５２４はスキャナ・マネージャであり、ジョ
ブ・マネージャ１５１９が指示するスキャン処理を管理・制御する。
【００８３】
１５２５はＳＣＳＩドライバであり、スキャナ・マネージャと画像処理装置が内部的に接
続しているスキャナ部との通信を行う。１５２６はプリンタ・マネージャであり、ジョブ
・マネージャ１５１９が指示する印刷処理を管理・制御する。１５２７はエンジンＩ／Ｆ
ドライバであり、プリンタ・マネージャ１５２６と印刷部とのインターフェース（Ｉ／Ｆ
）を提供する。１５２８はパラレルポートドライバであり、ウェブ・プル・プリント１５
１１がパラレルポートを介して図外の出力機器にデータを出力する際のＩ／Ｆを提供する
。
【００８４】
Ｂ－３）アプリケーション
以下、画像処理装置の組み込みアプリケーションの内容について図１３を参照して説明す
る。図１３において、４０５０は上述の操作部用アプリケーションを示す処理ブロックで
ある。４１００はリモートコピーアプリケーションの送信側を示す処理ブロックである。
４１５０は同報配信の送信側を示す。
【００８５】
４２００はウェブ・プル・プリントモジュールを示す処理ブロックである。４２５０はウ
ェブ・サーバ・モジュールを示す処理ブロックである。４３００はリモートコピーの受信
側（プリント側）を示す処理ブロックである。４３５０は同報配信で送信されてきたイメ
ージを汎用のプリンタで受信・プリントする処理ブロックである。４４００はリモートプ
リントの受信側（プリント側）を示す処理ブロックである。
【００８６】
４４５０は同報配信で送信されてきたイメージを公知のNotes Serverで受信・格納する処
理ブロックである。４５００は同報配信で送信されてきたイメージを２値のイメージを受
信・格納する処理ブロックである。４５５０は同報配信で送信されてきたイメージを公知
のメールServerで受信・格納する処理ブロックである。
【００８７】
４６００は同報配信で送信されてきたイメージを多値のイメージを受信・格納する処理ブ
ロックである。４６５０は情報コンテンツを含んだ、公知のウェブ・サーバを示す。４７
００は上記ウェブ・サーバなどにアクセスする公知のウェブ・ブラウザーを示す。
【００８８】
以下、上述のそれぞれのブロックに照らし合わせながら、アプリケーション群の説明を詳
細に行う。
【００８９】
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（ａ）User Interfaceアプリケーション
ブロック４０５０に示したユーザ・インターフェース（以下、ＵＩ）の詳細は上述したと
おりであるが、ここでは、アドレスブック４０５０について説明する。このアドレスブッ
クは、画像形成装置の不揮発性の記憶装置（不揮発性メモリやハードディスクなど）に保
存されており、この中には、ネットワークに接続された機器の特徴を示す情報が記載され
ている。例えば、以下に列挙するようなものが含まれている。
【００９０】
（１）機器の正式名やエイリアス名
（２）機器のネットワークアドレス
（３）機器の処理可能なネットワークプロトコル
（４）機器の処理可能なドキュメントフォーマット
（５）機器の処理可能な圧縮タイプ
（６）機器の処理可能なイメージ解像度
（７）プリンター機器の場合の給紙可能な紙サイズ、給紙段情報
（８）サーバー（コンピューター）機器の場合のドキュメントを格納可能なフォルダ名
以下に説明する各アプリケーションは、アドレスブック４０５１に記載された情報により
配信先の特徴を判別することが可能となる。また、このアドレスブックは、編集可能であ
ると共に、ネットワーク内のサーバーコンピュータなどに保存されているものをダウンロ
ードして使用する。または、直接参照することも可能である。
【００９１】
（ｂ）リモートコピーアプリケーション
リモートコピーアプリケーションは、配信先に指定された機器の処理可能な解像度情報を
アドレスブック４０５１より判別し、それに従い、スキャナにより読みとった画像２値画
像を公知のＭＭＲ圧縮を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Tagged Image File Form
at）化し、ＳＬＭ４１０３に通して、ネットワーク上のプリンター機器に送信する。ＳＬ
Ｍ４１０３とは、詳細には説明しないが、公知のSalutationマネージャ（または、Smart 
Linkマネージャ）と呼ばれる機器制御情報などを含んだネットワークプロトコルの一種で
ある。
【００９２】
（ｃ）同報配信アプリケーション
同報配信アプリケーションは、前記リモートコピーアプリケーションと違い、一度の画像
走査で複数の配信宛先に画像を送信する事が可能である。また、配信先もプリンター機器
にとどまらず、いわゆるサーバーコンピューターにも直接配信可能である。
【００９３】
以下、配信先に従って順に説明する。配信先の機器が公知のネットワークプリンタプロト
コルであるＬＰＤ（Line Printer Daemon ）、プリンタ制御コマンドとして公知のＬＩＰ
Ｓを処理可能だとアドレスブック４０５１に基き判別した場合、同様にアドレスブック４
０５１に基き判別した画像解像度に従って画像読み取りを行い、画像自体は、本実施例で
は、公知のＦＢＥ(First Binari Encoding) を用いて圧縮し、さらにＬＩＰＳコード化し
て、公知のネットワークプリンタプロトコルであるＬＰＲで相手機器に送信する。
【００９４】
配信先の機器が前記ＳＬＭで通信可能で、サーバー機器の場合、アドレスブック４０５１
より、サーバーアドレス、サーバー内のフォルダの指定を判別し、リモートコピーアプリ
ケーションと同様に、スキャナにより読みとった画像２値画像を公知のＭＭＲ圧縮を用い
て圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）化し、ＳＬＭを通して、
ネットワーク上のサーバー機器の特定フォルダに格納する事が可能である。
【００９５】
また、画像処理装置では、相手機器であるサーバーが公知のＪＰＥＧ圧縮された多値画像
を処理可能だと判別した場合、前記の２値画像と同様に多値読み取りした画像を公知のＪ
ＰＥＧ圧縮を用いて、やはり公知のＪＦＩＦ化し、ＳＬＭを通して、ネットワーク上のサ
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ーバー機器の特定のフォルダに格納する事が可能である。
【００９６】
配信先の機器が公知のＥメールサーバーである場合、アドレスブック４０５１に記載され
たメールアドレスを判別し、スキャナにより読みとった画像２値画像を公知のＭＭＲ圧縮
を用いて圧縮し、それを公知のＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）化し、公知のＳＭ
ＴＰ（Simple Mail Transfer Protcol）４１５３を使用して、Ｅメールサーバーに送信す
る。その後の配信は、メールクライアント４５５０に従って実行される。
【００９７】
（ｄ）Web Pull Printアプリケーション
Web Pull Printアプリケーションは、本発明と直接関係しないので、説明は省略する。
【００９８】
（ｅ）Web Serverアプリケーション
Web Serverアプリケーションは、本発明と直接関係しないので、説明は省略する。
【００９９】
Ｃ）操作部概要
操作部の配置構成を図１４に示す。ＬＣＤ表示部（３００１）は、ＬＣＤ上にタッチパネ
ルシートが貼られており、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが
押されるとその位置情報をコントローラＣＰＵに伝える。スタートキー（３００２）は原
稿画像の読取り動作を開始する時などに用いる。スタートキー中央部には、緑と赤の２色
ＬＥＤがあり、その色によってスタートキーが使える状態にあるかどうかを示す。ストッ
プキー（３００３）は稼働中の動作の停止を指示する。ＩＤキー（３００４）は使用者の
ユーザーＩＤに入力するときに用いる。リセットキー（３００５）は操作部からの設定を
初期化するときに用いる。
【０１００】
以下で操作部の各画面について詳細に説明する。
【０１０１】
Ｃ－１）操作画面
画像処理装置が提供する機能は、図１５に示すようにコピー／センド／レドリーブ／タス
タ／マネージメント（ＭＧＭＴ）／コンフィグレーションの６つの大きなカテゴリーに分
かれており、これらは操作画面（３０１０）上の上部に表示される６つのメインタブ（コ
ピー／センド／レトリーブ／タスク／ＭＧＭＴ／コンフィグ（３０１１～３０１６）に対
応している。これらのメインタブを押すことにより、各カテゴリーの画面への切り替えが
行われる。他カテゴリーへの切り換えが許可されない場合は、メインタブの表示色が変わ
り、メインタブを押しても反応しない。
【０１０２】
コピーは自機が有するスキャナとプリンタを使用して通常のドキュメント複写を行う機能
と、自機が有するスキャナとネットワークで接続されたプリンタを使用してドキュメント
の複写を行う機能（リモートコピー）を含む。センドは自機が有するスキャナに置かれた
ドキュメントを、電子メール、リモートプリンタ、ファックス、ファイル転送（ＦＴＰ）
およびデータベースに転送する機能であり、宛先を複数指定することが可能である。
【０１０３】
レトリーブは外部にあるドキュメントを取得し、自機が有するプリンタで印刷する機能で
ある。ドキュメントの取得手段として、ＷＷＷ、電子メール、ファイル転送およびファッ
クスの使用が可能である。タスクはファックスやインターネットプリントなどの外部から
送られるドキュメントを自動処理し、定期的にレトリーブを行うためのタスクの生成、管
理を行う。マネージメントはジョブ・アドレス帳・プックマーク・ドキュメント・アカウ
ント情報などの管理を行う。コンフィグレーションでは自機に関しての設定（ネットワー
ク、時計など）を行う。
【０１０４】
以下、これらの機能設定を行う方法をＬＣＤ画面表示の例を使用して説明する。
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【０１０５】
Ｃ－２）ＩＤ入力画面
電源投入直後およびＩＤキー押下時にＩＤ入力画面（３０２０）が表示される。ＩＤ入力
画面でユーザＩＤおよびパスワードを正しく入力し、ＯＫボタンを押すと、前述の図１５
操作画面が表示され、操作が可能になる。ＩＤをまちがえると図１７のエラー画面が表示
される。エラーメッセージ３０３１が表示される。ＯＫボタン３０３２の操作で図１６の
画面に復帰する。ＩＤ入力領域（３０２１）とパスワード入力領域（３０２２）の切り換
えは、入力領域を直接押すことで切替えることができる。
【０１０６】
Ｃ－３）コピー画面
図１８に示すコピー画面表示時にスタートボタンを押すと、スキャナが動作し、選択され
ているプリンタから画面上に表示されている各設定パラメータに応じた複写物が出力され
る。
【０１０７】
コピーメイン画面（３１００）はプリンタ選択ボタン（３１０３）およびプリント表示領
域（３１０２）、画質選択ボタン（３１０５）および画質表示領域（３１０４）、従来の
複写機と同様のコピーパラメータ表示（３１０１）、拡大縮小設定ボタン（３１０６，３
１０７）、用紙選択ボタン（３１０８）、ソータ設定ボタン（３１１０）、両面コピー設
定ボタン（３１１２）、濃度インジケータおよび濃度設定ボタン（３１０９）、テンキー
（３１１４）から構成される。
【０１０８】
プリンタ選択ボタン（３１０３）を押すと、使用可能なプリンタ（自機が有するプリンタ
およびネットワークで接続されたプリンタ）の一覧（３１２０，図１９を参照）がプルダ
ウン表示される。一覧の中から所望のプリンタを選択すると、一覧が消え、プリンタ表示
領域（３１０２）に選択したプリンタ名が表示される。
【０１０９】
画質設定ボタン（３１０５）を押すと、画質一覧（３１２５，図２０参照）が表示され、
その中から所望の画質を選択することができる。
【０１１０】
前述のコピーパラメータ設定ボタンを押すと、それぞれに対応した設定を行うためのサブ
画面（拡大縮小設定（図２１参照）：３１３０、用紙選択（図２２参照）：３１４０、ソ
ータ設定（図２３参照）：３１５０、両面コピー設定（図２４参照）：３１６０）が表示
され、従来の複写機での設定と同様にパラメータを設定することができる。また濃度設定
も従来の複写機と同様に操作することができる。
【０１１１】
Ｃ－４）センド画面
図２５のセンドメイン画面表示時にスタートボタンが押されると、スキャナが動作し、読
取った画像データを設定された宛先に指定された送信方法で送信する処理が開始される。
センドメイン画面（３２００）は、宛先表示領域３２０２、詳細宛先数表示領域（３２０
３）、宛先スクロールボタン（３２０４）、アドレスブックボタン（３２０８）、Ｎｅｗ
ボタン（３２０９）、エディッドボタン（３２１０）、デリートボタン（３２１１）、サ
ブジェクト入力領域（３２０５）、メッセージ入力領域（３２０６）、ファイル名入力領
域（３２０７）、カバーページチェックボタン（３２１２）、ＨＤ保存チェックボタン（
３２１３）、印刷Ｏｕｔチェックボタン（３２１４）、スキャン設定ボタン（３２１５）
から構成される。リセットを含む初期化時には図２６の３２０１に示すように、宛先表示
領域には１つの宛先も表示されず、操作説明画面が表示される。
【０１１２】
宛先表示領域（３２０２）には入力された宛先の一覧が表示される。入力は順次末尾に追
加される。詳細宛先数表示領域（３２０３）には現在設定されている宛先数が表示される
。宛先表示領域からある宛先を選択した後、デリートボタン（３２１１）を押すと、選択
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されていた宛先が削除される。
【０１１３】
サブジェクト入力領域（３２０５）、メッセージ入力領域（３２０６）、ファイル名入力
領域（３２０７）を押すと、フルキーボードが表示され、それぞれの入力が可能になる。
【０１１４】
Ｃ－５）アドレスブックサブ画面
図２５のアドレスブックボタン（３２０８）を押すと、図２７のアドレスブックサブ画面
（３２２０）が表示される。アドレス帳表示領域（３２２１）で選択マーク（３２３２）
を付けられた宛先は、ＯＫボタン（３２３１）を押すことにより、図２５のセンドメイン
画面の宛先表示領域（３２０２）に追加される。アドレス帳の表示はソート項目設定ボタ
ン（３２２４～３２２６）を押すことによりクラス別、名前昇順、名前降順にソートされ
る。項目選択件数表示領域（３２２７）には選択マークの付けられた項目数を表示する。
【０１１５】
ＯＫボタン（３２３１）またはキャンセルボタン（３２３０）が押されると、アドレスブ
ックサブ画面はクローズされ、センドメイン画面が表示される。アドレス帳の中の１つの
項目を選択した状態で詳細ボタン（３２２９）を押すと、図２８の詳細サブ画面（３２３
５）が表示される。詳細サブ画面には選択された項目の情報としてアドレス帳が得られる
すべての情報が表示される。
【０１１６】
Ｃ－６）サーチサブ画面
図２７のアドレスブックサブ画面内のサーチボタン（３２２８）を押すとローカルアドレ
ス帳または外部にあるアドレスサーバから宛先を検索するためのサーチサブ画面（３２４
０）が図２９のように表示される。サーチサブ画面上部は検索条件設定部分である。検索
対象クラス表示領域（３２４５）、検索対象属性表示領域（３２４７）、検索対象条件表
示領域（３２４９）、検索対象アドレスブック表示領域（３２５２）には現在選択されて
いるものが表示される。
【０１１７】
検索対象クラス設定ボタン（３２４６）を押すと、図３０の検索対象クラス一覧が表示さ
れる（３２６０）。この一覧から選択されたものが検索対象クラス表示領域に表示される
。検索対象属性設定ボタン（３２４８）を押すことによって図３１の検索対象属性一覧が
表示される（３２６１）。この一覧に表示される属性は選択されている検索対象クラスに
よって次のように変化する。共通名・アドレス・国（クラス：パーソン）、共通名・Coun
try(クラス：Person）、CommonName・オーナー・ロケーション・モデル・タイプ・レゾル
ーション・カラー・フィッシャー（クラス：プリンタ）、共通名・メンバー（クラス・グ
ループ）、すべての属性（クラス・全て）。
【０１１８】
検索対象条件設定ボタン（３２５０）を押すと、図３２の検索対象条件一覧が表示され（
３２６２）、その一覧の中から条件を選択する。図２９の検索対象アドレスブック設定ボ
タン（３２５３）を押すと、図３３の検索対象アドレスブックの一覧が表示され（３２６
３）、その中から選択することが可能になる。図２９の検索対象属性値入力領域（３２５
１）を押すと、フルキーボード（３０４０）が表示され、値を入力することが可能になる
。
【０１１９】
図２９の検索実行ボタン（３２５４）を押すと、設定された検索条件に従って検索が行わ
れる。検索結果は検索結果表示領域（３２４１）に表示され、検索結果件数表示領域（３
２４４）に件数が表示される。検索結果表示領域の項目のうち１つを選択した状態で詳細
ボタン（３２５５）を押すと、その項目に対する図２８の詳細情報（３２３５）が表示さ
れる。
【０１２０】
図３４の検索結果表示領域内の項目で宛先に追加するものには選択マークを付加する（３
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２６５）。ＯＫボタン（３２５７）を押すと、サーチサブ画面がクローズされ、センドメ
イン画面に戻り、選択マークが付加されていた項目が宛先に追加される。キャンセルボタ
ン（３２５６）を押した場合はサーチサブ画面がクローズされ、センドメイン画面に戻る
が、宛先に変化はない。
【０１２１】
Ｃ－７）詳細宛先サブ画面
図２５のセンドメイン画面のＮｅｗボタン（３２０９）を押すと、図３５のパーソンクラ
ス詳細サブ画面（３２７０）が表示され、新しい宛先の設定が可能になる。宛先の入力は
送信方法（電子メール、ファックス、プリンタ、ＦＴＰ）に対応した送信方法選択ボタン
（３２７１～３２７４）を押すか、詳細宛先入力領域（３２７５～３２７８）を押すと、
ファックスの場合はテンキーボード（３０５）、その他はフルキーボード（３０４０）が
表示され、入力可能になる。３２７９～３２８２はそれぞれの送信方法の送信オプション
を行うためのボタンであるが、ここでは詳細な説明は省略する。
【０１２２】
図２５のセンドメイン画面でパーソンクラスの宛先が選択されている状態でエディットボ
タン（３２１０）が押された場合も図３６のパーソンクラス詳細サブ画面（３２９０）が
表示される。詳細宛先入力領域（３２７５～３２７８）の該当する領域に、選択された宛
先の詳細が表示され、前述した方法でキーボードを表示すると、宛先の編集が可能になる
。
【０１２３】
上記センドメイン画面でデータベースクラスの宛先が選択されている状態でエディットボ
タン（３２１０）が押された場合、図３７のデータベースクラスの詳細サブ画面（３３１
０）が表示される。データベースクラス詳細サブ画面にはデータベース名（３２１１）、
フォルダリスト（３３１２）が表示される。
【０１２４】
図２５のセンドメイン画面でグループクラスの宛先が選択されている状態でエディットボ
タン（３２１０）が押された場合図３８のグループクラス詳細サブ画面（３３２０）が表
示される。グループクラス詳細サブ画面にはグループメンバー表示（３３２１）がされる
。
【０１２５】
Ｃ－８）ＨＤセッティングサブ画面
図２５の「ＨＤに保存」チェックボタン（３２１３）を押すと、ハードディスクに送信す
るための設定を行う図３９のＨＤセッティングサブ画面（３３３０）が表示される。詳細
説明は省略する。
【０１２６】
Ｃ－９）印刷サブ画面
図２５の印刷チェックボタン（３２１４）を押すと、図４０のプリントアウトサブ画面（
３３４０）が表示される。プリントアウトサブ画面ではプリント枚数、紙サイズ、拡大縮
小率、両面印刷、ソート、解像度などを設定する。紙サイズ選択ボタン（３３４５）を押
すと、図４１の紙サイズの一覧（３３６０）が表示され、そこから選択する。ソータ選択
ボタン（３３５０）を押すと、図４２の「選択可能なソータ一覧」（３３６５）が表示さ
れる。
【０１２７】
Ｃ－１０）スキャンセッティングサブ画面
図２５のスキャン設定ボタン（３２１５）を押すと、図４３のスキャン設定サブ画面（３
３７０）が表示される。スキャン設定サブ画面内のプリセットモード選択領域（３３７１
）からスキャン設定を１つ選択すると、それに対応する予め設定された解像度、スキャン
モード、濃度がそれぞれの表示領域（３３７７，３３７９，３３８１）に表示される。こ
れらの値は手動で変えることが可能である。図４４の３３９０は用紙サイズ選択一覧をプ
ルダウン表示した状態の画面で、この一覧から使用する用紙のサイズ、向きを選択する。
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図４５の３３９１，図４６の３３９２は、それぞれ、解像度、スキャンモード一覧をプル
ダウン表示した状態を示している。
【０１２８】
Ｃ－１１）レトリーブ画面
図４７のレトリーブメイン画面（３４００）にはＷＷＷ（３４０１）、Ｅ－メール（３４
０２）、Ｆａｘ（３４０３）、ＦＴＰ（３４０４）のサブタブおよび各サブカテゴリーで
共通に使用される「ＨＤに保存」チェックボタン（３４０５）、印刷セッティングボタン
（３４０６）が表示される。サブタブを押すことによって対応するＷＷＷ、Ｅ－メール、
Ｆａｘ、ＦＴＰの各サブ画面が表示される。リセットを含む初期化時にはＷＷＷサブ画面
が表示される。
【０１２９】
Ｃ－１２）ＷＷＷサブ画面
ＷＷＷサブ画面表示時にスタートボタンを押すと、画面上に表示されている各設定に従っ
てホームページが印刷される。ただし、ＵＲＬ入力領域に何も表示されていない時にスタ
ートボタンが押されても何も機能しない。図４７のＷＷＷサブ画面（３４００）上のＵＲ
Ｌ入力領域（３４１１）を押すと、図４８のフルキーボード（３０４０）が表示され、Ｕ
ＲＬの直接入力が可能になる。リンクの深さ（３４１２）および最大ページ（３４１４）
入力領域を押すと、図４９のテンキーボード（３０５０）が表示され、数値を直接入力す
ることが可能になる。
【０１３０】
Ｃ－１３）ブックマークサブ画面
図４７のブックマークボタン（３４１９）を押すと、図５０のブックマークサブ画面（３
４６０）が表示される。ブックマークサブ画面中のブックマーク表示領域（３４６１）に
は設定されているブックマークの一覧が表示され、どれか１つの行を押すことによって選
択表示状態となる。ＯＫボタン（３４６６）を押すとブックマークサブ画面がクローズさ
れ、選択状態にあった項目に該当するＵＲＬがＷＷＷサブ画面のＵＲＬ入力領域に表示さ
れる。ブックマークサブ画面中のその他のボタンの機能の説明は省略する。
【０１３１】
Ｃ－１４）Ｅメールサブ画面
図５１のＥメールサブ画面（３４３０）ではＥメールを受け取るための設定を行う。各入
力領域を押すと図４８のフルキーボード（３０４０）が表示され、入力可能になる。
【０１３２】
Ｃ－１５）Ｆａｘサブ画面
図５２のＦａｘサブ画面（３４４０）ではファックス番号の入力を行う。入力領域（３４
４１）を押すと、図４９のテンキーボード（３０５０）が表示され、ファックス番号入力
が可能になる。
【０１３３】
Ｃ－１６）ＦＴＰ Server サブ画面
図５３のＦＴＰ Server サブ画面（３４５０）ではサーバからデータを受け取るための設
定を行う。各入力領域（３４５１～３４５３）を押すと図４８のフルキーボード（３０４
０）が表示され、入力可能になる。
【０１３４】
Ｃ－１７）ＨＤ Settingサブ画面
各カテゴリーに共通の「ＨＤに保存」チェックボタン（３４０６）を押すと、図３９のＨ
Ｄセッティングサブ画面（３３３０）が表示される。機能はセンドのＨＤセッティングサ
ブ画面と同様である。
【０１３５】
Ｃ－１８）印刷セッティングサブ画面
各カテゴリーに共通の印刷セッティング（設定）ボタン（３４０６）を押すと、図５４の
印刷セッティングサブ画面（３４７０）が表示される。機能はセンドの印刷サブ画面と同
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様である。
【０１３６】
Ｃ－１９）タスク画面
タスク画面が表示されている状態でスタートキーが押されると、タスク画面上で設定され
たパラメータに従って、自動的なレトリーブ動作が実行される。図５５のタスクメイン画
面（３５００）にはＷＷＷ、Ｅメール、印刷レシーブ，ＦＡＸレシーブ、ＦＡＸポーリン
グのサブタブ（３５０１～３５０５）が表示される。リセットを含む初期化時にはＷＷＷ
サブ画面（３５００）が表示される。
【０１３７】
Ｃ－２０）ＷＷＷサブ画面
図５５のＷＷＷタスク一覧表示領域（３５１１）には機器内に保持されているタスクが入
力された順番で表示されている。実際に実行する必要のあるタスクには選択マークを付加
する。選択マークが表示されていないタスクはタスクとして機器内に保持されているが、
実際には実行されない。
【０１３８】
新規ボタン（３５１３）を押すと、図５６のＷＷＷタスク詳細サブ画面（３５２０）が表
示され、新規にタスクの入力が可能となる。ＷＷＷタスク詳細サブ画面については後述す
る。ＷＷＷタスク一覧から１つタスクを選択した状態でエディットボタン（３５１４）を
押すと、選択されているタスク情報が含まれる図５６のＷＷＷタスク詳細サブ画面（３５
２０）が表示され、設定を編集することが可能になる。ＷＷＷタスク一覧から１つタスク
を選択した状態でデリートボタン（３５１５）を押すと、選択されたタスクは削除される
。
【０１３９】
Ｃ－２１）ＷＷＷタスク詳細サブ画面
図５６のＷＷＷタスク詳細サブ画面（３５２０）にはレトリーブメイン画面とレトリーブ
のＷＷＷサブ画面に共通の機能を持つコンポーネント（３５２１～３５３３）、チェック
タイム表示領域（３５３４）、チェックタイム設定ボタン（３５３５）、変更時印刷チェ
ックボタン（３５３６）、転送チェックボタン（３５３７）、ＯＫボタン（３５３９）、
キャセルボタン（３５３８）が表示される。レトリーブと共通の部分の説明は省略する。
【０１４０】
チェックタイム表示領域（３５３４）は、ＷＷＷタスク設定サブ画面が新規ボタンによっ
て表示された場合は空白、エディットボタンによって表示された場合は設定されていたタ
スク実行時刻が表示されている。また、後述するチェックタイムサブ画面で設定が行われ
た直後は設定されたタスク実行時刻が表示される。チェックタイム設定ボタン（３５３５
）が押されると後述するチェックタイムサブ画面が表示され、タスクを実行するタイミン
グを設定することが可能になる。
【０１４１】
Ｃ－２２）チェックタイムサブ画面
図５７のチェックタイムサブ画面（３５５０）にはスケジュール設定ボタン（３５５１～
３５５３）、時刻入力領域（３５５４）、ＯＫボタン（３５５８）、キャンセルボタン（
３５５７）が表示される。その他にスケジュールモード設定ボタンのうち、Onceボタン（
３５５１）が選択されている場合は月入力領域（３５５５）、日付入力領域（３５５６）
が表示される。Weeklyボタン（３５５２）選択時は曜日設定チェックボタン（３５６１、
図５８参照）が表示される。Monthly ボタン（３５５３）選択時は日付入力領域（３５７
１、図５９参照）が表示される。それぞれの入力領域を押すと、テンキーボード（３０５
０）が表示され、数値の入力が可能になる。曜日設定チェックボタンは複数の曜日の選択
が可能である。
【０１４２】
Ｃ－２３）ＭＧＭＴ画面
図６０の３６００はマネージメント画面である。詳細な説明は省略する。
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【０１４３】
Ｃ－２４）ＣＯＮＦＩＧ画面
図６１の３７００はコンフィグレーション画面である。詳細な説明は省略する。
【０１４４】
Ｃ－２５）フルキーボード
図４８のフルキーボード（３０４０）は文字の入力領域が押されたときに表示される。ｗ
ｗｗボタン（３０４１）、ｃｏｍボタン（３０４２）を押すと、それぞれ“ｗｗｗ．”“
ｃｏｍ”の文字が入力される。その他のキーは従来通りの機能であるため、説明は省略す
る。
【０１４５】
Ｃ－２６）テンキーボード
図４９のテンキーボード（３０５０）は数値入力領域または月入力領域が押されたときに
表示される。各キーについての説明は省略する。
【０１４６】
Ｃ－２７）エラー画面
図１７のエラー画面（３０３０）は何らかのエラーがあった場合に表示される。
【０１４７】
エラー画面にはエラーメッセージをテキストで表示するメッセージ表示領域（３０３１）
、エラー画面をクローズするためのＯＫボタン（３０３２）が含まれる。
【０１４８】
Ｄ．ＤＩＳ（Device Information Service）
コントローラ内でジョブに対する設定値、デバイス（スキャナ、プリンタなど）の機能、
ステータス、課金情報等をコントロール（Contro1)ＡＰＩに準拠したデータ形態で保持す
るデータベースと、そのデータベースとのＩ／Ｆをデバイス・インフォーメーション・サ
ービス（以下、ＤＩＳと呼称する）として定義している。図６２にＤＩＳ７１０２とジョ
ブマネージャ７１０１、及びスキャン、プリントの各ドキュメントマネージャ７１０３，
７１０４とのやり取りを示す。
【０１４９】
基本的に、ジョブの開始命令など動的な情報はジョブマネージヤ７１０１から各ドキュメ
ントマネージャに直接指示され、デバイスの機能やジョブの内容など静的な情報はＤＩＳ
７１０２を参照する。各ドキュメントマネージャからの静的、動的情報、イベントはＤＩ
Ｓ７１０２を介してジョブマネージヤ７１０１に伝えられる。
【０１５０】
各ドキュメントマネージャからＤＩＳのデータベースにデータの設定、取得を行う場合、
ＤＩＳの内部データ形式がコントロールＡＰＩ準拠であることから、コントロールＡＰＩ
に準拠したデータ形式と各ドキュメントマネージャが理解できるデータ形式との相互の変
換処理を行う。例えば、各ドキュメントからステータスデータの設定を行う場合、デバイ
ス固有のデータを解釈し、コントロールＡＰＩで定義される対応するデータに変換し、Ｄ
ＩＳのデータベースへ書き込みを行う。ジョブからＤＩＳのデータベースにデータの設定
、取得を行う場合には、ジョブマネージャとＤＩＳの間でデータの変換は生じない。また
ＤＩＳには、ドキュメントマネージャから通知される各種イベント情報に基づき、イベン
トデータの更新が行われる。
【０１５１】
図６３にＤＩＳ内部に保持される各種データベース（以下、ＤＢと呼称する）を示し、そ
れぞれのＤＢについて説明する。図６３中の丸角長方形は個々のＤＢを表している。７２
０１はスーパーバイザＤＢであり、機器全体についてのステータスやユーザ情報を保持し
ているデータベースである。スーパバイザＤＢ７２０上のユーザＩＤやパスワード等、バ
ックアップが必要な情報はＨＤ装置、あるいはバックアップメモリなどの不揮発性の記憶
装置に保持される。
【０１５２】
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７２０２はスキャンコンポーネントＤＢ、７２０３はプリントコンポーネントＤＢであり
、これらコンポーネントＤＢは存在するコンポーネント毎に対応して保持される。例えば
、プリンタのみからなる機器の場合はプリントコンポーネントＤＢのみが存在し、また例
えば、ＦＡＸを備えた機器の場合はＦＡＸコンポーネントＤＢが保持される。各コンポー
ネントＤＢには初期化時に、それぞれ対応するドキュメントマネージャがコンポーネント
の機能やステータスを設定する。
【０１５３】
７２０４はスキャンジョブサービスＤＢ、７２０５はプリントサービスＤＢであり、これ
らのジョブサービスＤＢもコンポーネントＤＢ同様、初期化時にそれぞれ対応するドキュ
メントマネージャが機器で使用できる機能や、それらのサポート状況を設定する。
【０１５４】
次にジョブＤＢ、ドキュメントＤＢについて説明する。７２０６はスキャンジョブＤＢの
各ジョブＤＢ、７２０８はスキャナドキュメントＤＢ、７２０９はプリントドキュメント
ＤＢである。
【０１５５】
ジョブＤＢ、ドキュメントＤＢはジョブとそれに付随するドキュメントが生成される度に
ジョブマネージャにより動的に確保、初期化が行われ、必要な項目の設定が行われる。各
ドキュメントマネージャはジョブの処理開始前にジョブＤＢ、およびドキュメントＤＢか
ら処理に必要な項目を読み出し、ジョブを開始する。その後、ジョブが終了するとこれら
のジョブ、及びそれに付随していたドキュメントのデータベース（ＤＢ）は解放される。
ジョブは１つ以上のドキュメントを持つので、あるジョブに対して複数のドキュメントＤ
Ｂが確保される場合がある。
【０１５６】
７２１０は各ドキュメントマネージャから通知されるイベント情報を保持するデータベー
ス、７２１１は装置のスキャン回数、印刷回数を記録するためのカウンタテーブルである
。ドキュメントマネージャから通知されるイベントには、スキャンドキュメントマネージ
ャからのコンポーネントの状態遷移、スキャン処理動作完了や各種のエラー、またはプリ
ントドキュメントマネージャからのコンポーネントの状態遷移、プリント処理動作完了、
紙詰まり、給紙カセットオープンなどがあり、それぞれのイベントを識別するためのイベ
ントＩＤが予め定められている。
【０１５７】
ドキュメントマネージャからイベントが発行された場合、ＤＩＳはイベントデータベース
７２１０に発行されたイベントＩＤと必要なら該イベントに付随する詳細データを登録す
る。また、ドキュメントマネージャからイベントの解除が通知された場合、解除指定され
たイベントデータをイベントデータベース７２１０から削除する。
【０１５８】
ジョブマネージャよりイベントのボーリングが行われた場合、ＤＩＳはイベントデータベ
ース７２１０を参照し、現在発生しているイベントＩＤと必要ならイベントに付随する詳
細データをジョブマネージャへ返信し、現在イベントが発生していなければその旨を返信
する。
【０１５９】
また、スキャン処理動作完了、プリント処理動作完了のイベントが通知された場合はスキ
ャン、プリントを行ったユーザのカウンタ値を更新する。このソフトウエアによるカウン
タは不慮の電源遮断などでその値が失われないように、バックアップされたメモリ装置や
ＨＤ装置の不揮発性記憶装置にその値が更新されるたびに書き戻す。
【０１６０】
Ｅ．スキャン動作
以下にスキャン動作の詳細について説明する。図６４はスキャン動作に関するシステムブ
ロックの概念図である。ＰＣＩパス８１０５にＣＰＵ８１０１とメモリ８１０２、画像の
圧縮・伸長ボード８１０４、及びスキャナ８１０７と、このシステムを接続するためのＩ
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／Ｆを提供するＳＣＳＩコントローラ（Ｉ／Ｆ回路）８１０３が接続されている。ＳＣＳ
Ｉコントローラ８１０３とスキャナ（または複合機能を有する複写機のスキャナ機能ユニ
ット）８１０７はＳＣＳＩインターフェースケーブル８１０６で接続されている。またＰ
ＣＩパス８１０５にはＩＤＥコントローラ８１０８が接続されており、ＩＤＥケーブル８
１０９を介してＩＤＥハードディスク８１１０と接続されている。
【０１６１】
図６５はスキャン動作に関するソフトウェア構造を示したものである。ジョブマネージャ
８２０１はアプリケーションレベルの要求を分類、保存する機能を持つ。ＤＩＳ８２０２
はアプリケーションレベルからのスキャン動作に必要な保存パラメータを保存する。アプ
リケーションからの要求はメモリ８１０２に保存される。スキャン動作管理部８２０３は
ジョブマネージャ８２０１とＤＩＳ８２０２からスキャンを行うのに必要な情報を取得す
る。スキャン動作管理部８２０３はジョブマネージャ８２０１から図６６のジョブ番号、
ドキュメント番号のテーブルデータ８３０１を受け取り、ジョブ番号、ドキュメント番号
のテーブルデータ８３０１を元に、ＤＩＳ８２０２よりスキャンパラメータ８３０２をう
けとる。これによりアプリケーションから要求されているスキャン条件を元にスキャンを
行う。
【０１６２】
スキャン動作管理部８２０３はＤＩＳ８２０２から取得したスキャンパラメータ８３０２
をドキュメント番号順にスキャンシーケンス制御部８２０４に渡す。スキャンパラメータ
８３０２を受け取ったスキャンシーケンス制御部８２０４はスキャン画像属性８３０８の
内容に従ってＳＣＳＩ制御部８２０７をコントロールする。これにより図６４のＰＣＩバ
ス８１０５に接続されたＳＣＳＩコントローラ８１０３を動作させることにより、ＳＣＳ
Ｉケーブル８１０６を介してスキャナ８１０７にＳＣＳＩ制御コマンドを送ることにより
スキャンが実行される。スキャンした画像はＳＣＳＩケーブル８１０６を介してＳＣＳＩ
コントローラ８１０３にわたり、さらにＰＣＩ８１０５を介してメモリ８１０２に格納さ
れる。
【０１６３】
スキャンシーケンス制御部８２０４はスキャンが終了し、ＰＣＩ８１０５を介してメモリ
８１０２に画像が格納された時点で、スキャンパラメータ８３０２のスキャン画像圧縮形
式８３０９の内容にしたがって、メモリ８１０２に格納されているスキャン画像を圧縮す
るために、圧縮・伸長制御部８２０５に対して要求を出す。要求を受け取った圧縮・伸長
制御部８２０５はＰＣＩバス８１０５に接続されている圧縮・伸長ボード（ＣＯＤＥＣ）
８１０４を用いて、スキャンシーケンス制御部８２０４からのスキャン画像圧縮形式８３
０９の指定で圧縮を行う。圧縮・伸長制御部８２０５は圧縮された画像をＰＣＩバス８１
０５を介してメモリ８１０２に格納する。
【０１６４】
スキャンシーケンス制御部８２０４は圧縮・伸長制御部８２０５がスキャン画像圧縮形式
８３０９で指定された形式にスキャン画像を圧縮し、メモリ８１０２に格納した時点で、
スキャンパラメータ８３０２の画像ファイルタイプ８３０７にしたがってメモリ８１０２
に格納されている圧縮されたスキャン画像をファイル化する。スキャンシーケンス制御部
８２０４はファイルシステム８２０６に対して、スキャンパラメータ８３０２の画像ファ
イルタイプ８３０７で指定されたファイル形式でファイル化することを要求する。
【０１６５】
ファイルシステム８２０６はスキャンシーケンス制御部８２０４からの画像ファイルタイ
プ８３０７にしたがって、メモリ８１０２に格納されている圧縮された画像をファイル化
し、ＰＣＩ８１０５を介してＩＤＥコントローラ８１０８に転送し、ＩＤＥCable ８１０
９を介してＩＤＥハードディスク８１１０に転送することによりスキャンされた圧縮画像
をファイル化する。スキャンシーケンス制御部８２０４はファイルシステム８２０６がＩ
ＤＥハードディスク８１１０にファイル化された画像を格納した時点で、Scanner ８１０
７上の一枚の現行の処理が終了したとして、スキャン動作管理部８２０３にスキャン終了
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通知を送り返す。
【０１６６】
この時点でScanner ８１０７上にまだスキャンが行われていない原稿が存在し、ジョブマ
ネージャ８２０１からスキャン要求が存在する場合には再度、ＤＩＳ８２０２に格納され
ているスキャンパラメータ８３０２を用いてスキャンシーケンス制御部にスキャン動作を
要求する。Scanner ８１０７上にスキャンされていない原稿が存在しない場合、またジョ
ブマネージャ８２０１からのスキャン要求が存在しない場合には、スキャン動作が終了し
たものとしてジョブマネージャ８２０１に対してスキャン終了通知を発行する。
【０１６７】
Ｆ．プリント動作
以下でプリント動作について詳細に説明する。
【０１６８】
図６７はプリント動作に関するシステムブロックの概念図である。ＰＣＩパス９００５に
ＣＰＵ９００１とメモリ９００２、画像の圧縮・伸張ボード９００４、及びプリンタ９０
０７と、このシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供するエンジンＩ／Ｆボード９００３
が接続されている。エンジンＩ／Ｆボード９００３とプリンタ（または複合機能を有する
複写機のプリンタ機能ユニット）９００７はエンジンインターフェース（Ｉ／Ｆ）ケーブ
ル９００６で接続されている。
【０１６９】
エンジンＩ／Ｆボードは内部にＤＰＲＡＭを持ち、このＤＰＲＡＭを介してプリンタへの
パラメータ設定及びプリンタの状態読み出しと、プリントの制御コマンドのやりとりを行
う。またこのボードはビデオ（Video)コントローラを持ち、プリンタからエンジンインタ
ーフェースケーブル経由で与えられるＶＣＬＫ（ビデオクロック）とＨＳＹＮＣ（水平周
期ブロック）に合わせて、ＰＣＩバス９００５上に展開されているイメージデータをエン
ジンインターフェースケーブル９００６を介してプリンタに送信する。この送信のタイミ
ングを図で表すと、図６８のようになる。ＶＣＬＫは常に出続け、ＨＳＹＮＣがプリンタ
の１ラインの開始に同期して与えられる。ビデオコントローラは設定された画像幅（ＷＩ
ＤＴＨ）分のデータを、設定されたＰＣＩ上のメモリ（ＳＯＵＲＣＥ）から読み出して、
Video 信号としてエンジンインターフェースケーブルに出力する。これを指定ライン分（
ＬＩＮＥＳ）繰り返した後、ＩＭＡＧＥ　ＥＮＤ割り込みを発生する。
【０１７０】
先に説明したとおり、ＣＰＵ上のアプリケーションプログラムからコントロールＡＰＩに
プリントジョブの指示が渡されると、コントロールＡＰＩはこれをコントローラレベルの
ジョブマネージャにジョブとして渡す。さらにこのジョブマネージャはジョブの設定をＤ
ＩＳに格納し、プリントマネージャにジョブの開始を指示する。プリントマネージャはジ
ョブを受け付けると、ＤＩＳからジョブ実行に必要な情報を読み出し、エンジンＩ／Ｆボ
ード及び、ＤＰＲＡＭを介してプリンタに設定する。
【０１７１】
エンジンＩ／Ｆボードの設定項目を図６９に、プリンタのＤＰＲＡＭを介した設定項目及
び制御コマンド、状態コマンドを図７０に示す。簡単のためにこのジョブを非圧縮、レタ
ー（１１''ｘ８．５''）サイズ２値画像の、２ページ１部プリント、プリンタが６００ｄ
ｐｉの性能を持つものとして、具体的に動作を説明する。まず、このジョブを受けるとプ
リントマネージャはこの画像の幅（この場合８．５''の側とする）の画像バイト数を算出
する
【０１７２】
【数１】
ＷＩＤＴＨ＝８．５×６００÷８≒６３０（バイト）
次にライン数を演算する
【０１７３】
【数２】
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ＬＩＮＥＳ＝１１×６００＝６６００（ライン）
これらの算出した値と、与えられた１ページ目の画像が格納されているソースアドレスと
を図６９に示したＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥに設定する。この時点でエンジ
ンＩ／Ｆボードは画像出力の用意が完了しているが、プリンタからのＨＳＹＮＣ信号が来
ていないため（ＶＣＬＫは来ている）画像データを出力していない。
【０１７４】
次にプリントマネージャは図７０に示したＤＰＲＡＭの所定のアドレス（BookNO）に出力
部数である１を書き込む。その後、１ページ目に対する出力用紙の給紙要求（ＦＥＥＤ　
ＲＥＱ）を出し、プリントからのＩＭＡＧＥ　ＲＥＱを待つ。プリンタからＩＭＡＧＥ　
ＲＥＱが来たら、ＩＭＡＧＥ　ＳＴＡＲＴを出す。これを受けてプリンタはＨＳＹＮＣを
出し始め、ＨＳＹＮＣ待ちであったエンジンＩ／Ｆボードは画像を出力する。プリンタは
出力用紙の後端を検出すると、ＩＭＡＧＥ　ＥＮＤを出力し、出力用紙が排出されるとＳ
ＨＥＥＴ　ＯＵＴを出力する。
【０１７５】
プリントマネージャは１ページ目のＩＭＡＧＥ　ＥＮＤを受けて、２ページ目のＷＩＤＴ
Ｈ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥをエンジンＩ／Ｆボードに設定し、ＦＥＥＤ　ＲＥＱを出
して、ＩＭＡＧＥ　ＲＥＱを待つ。２ページ目のＩＭＡＧＥＲＥＱが来てからの動作は、
１ページ目と同様である。
【０１７６】
上述の構成を有する画像処理装置の画像データ送信処理を次に説明する。
【０１７７】
図７３に示した研究棟３Ｆのパソコン（ＰＣ）にデータを送信する場合を例にとって、送
信条件判断を詳細に説明する。
【０１７８】
画像データ送信時に画像処理装置のＣＰＵ９００１により図７１に示す送信条件判断プロ
グラムが起動される。送信条件判断プログラムは、まず送信すべき画像データの総容量を
読む。いま、仮にこれが２．６Ｍバイトだったとする。次に宛先として指定されている研
究棟３ＦのＰＣ「研究棟３ＦＰＣ」までの情報経路を、図７３に示す宛先情報テーブルか
ら読み取る。この場合、本発明による画像処理装置（装置名ＡＭＡＮＤＡ）から研究棟３
ＦのＰＣまでの情報経路はＬＡＮであり１０Base（ベース）だということが分かる。
【０１７９】
これは画像データの送信元から研究棟３ＦのＰＣまでの間の、最も遅い速度で表されてい
る。これは情報経路のほとんどが１００Baseであったとしても、１カ所でも１０Baseで接
続されている箇所があれば、全体としてはこの１０Baseがボルトネックとなるためである
。
【０１８０】
次に、図７２に表した情報経路許容容量テーブルから１０BaseＬＡＮの許容容量（即ち、
許容データ量）を読み取る。これは１Ｍバイトである。よって、図７１に示した送信条件
判断プログラムは画像データの容量（２．６Ｍバイト）が、情報経路の許容容量（１Ｍバ
イト）を超えたと判断し（Ｓ１０）、第２のモードとして、画像データの転送を行わず、
画像データをテンポラリファイル“９７１２１４　００５”として格納する（Ｓ１１）。
【０１８１】
尚、図７２、図７３に示す各種テーブルは、画像処理装置が有するメモリ内にそれぞれ構
成されており、図７２に示すテーブルに記憶されている各情報経路毎に対応する許容デー
タ量は、予めユーザ（例えば、管理者）により設定される。
【０１８２】
ユーザは、許容データ量を設定する際、相手先のネットワーク環境に影響を及ぼさないで
、且つ、相手先においてデータの収集に要する時間が必要以上に長くならないよう送受信
されるデータの許容量（即ち、許容データ量）を各情報経路毎に夫々設定する。
【０１８３】
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テンポラリファイルは、この画像に対する読み出しアクセスが完了した時刻から所定時間
経過したことに応じて削除される。テンポラリファイルと他のファイルの区別は、その格
納されているディレクトリが／temp imageであればテンポラリファイルであり、それ以外
であればテンポラリファイルではない。
【０１８４】
次に、記憶領域に格納されたファイルへのアクセス方法を表したメッセージデータを作成
する（Ｓ１２）。このメッセージデータは例えば図７４の様な構成をしている。タイトル
には画像サイズが大きすぎたため画像の転送を止めたこと、その画像を格納したことが書
かれており、格納元アクセス方法には格納場所に対するアクセス方法と、もし必要ならロ
グイン名やパスワードも書かれる。このメッセージデータはＣＰＵ９００１によってメモ
リ９００２に展開される。次にこのメッセージデータを送信すべき画像データに関する情
報として指定されている宛先に送信する（Ｓ１３）。
【０１８５】
宛先のユーザがこのメッセージデータを読み、例えばウェブプラウザを使い格納場所であ
るＡＭＡＮＤＡにftp でアクセスした場合、ftp が完了した時点で、ＣＰＵ９００１は／
temp image／９７１２１４　００５を削除する。
【０１８６】
一方、画像データの総容量が宛先までの許容容量を越えていない場合（Ｓ１０）、次に画
像再現に要求される能力は宛先の能力を越えていないかを図７３の宛先情報テーブルに基
づき判定する（Ｓ２０）。
【０１８７】
宛先の能力を画像データが越えていない場合は、第１のモードとして画像データはそのま
ま送信される（Ｓ３０）。
【０１８８】
一方、宛先の能力を越えている場合、上述と同様第２のモードとしてＳ１１～Ｓ１３の処
理によりメッセージデータが送信の宛先に送られる。
【０１８９】
５）画像処理装置において、宛先の装置が画像データを処理可能か判断するための能力情
報としては上述の通信経路の許容データ量の他に、宛先の情報処理装置（パーソナルコン
ピュータやワークステーション等）等の受け入れ可能なデータ容量、たとえば、ハードデ
ィスクの容量や、メモリの容量を含めることができる。さらには、情報処理装置が取り扱
い可能な色情報（たとえば、１６色、２５６色などの取り扱い可能な色数、解像度）を含
めることができる。
【０１９０】
６）上述の実施形態では画像形成装置にテンポラリーに保存したデータは相手先の指示で
デリート（消去）しているが、画像処理装置の操作パネルからの指示で消去してもよい。
さらには、宛先からのアクセスの時間をＣＰＵ９００１により計時し、一定期間を経過し
てもアクセスがない場合にはＣＰＵ９００１により自動的に画像データを消去することも
できる。
【０１９１】
７）宛先では画像処理できない画像データについては、自己の画像処理装置から記録媒体
に記憶可能とするとよい。この場合には、フロッピーディスク、光磁気ディスクドライブ
を内蔵し、これらの記録媒体に対して、操作パネルからの指示で、ＣＰＵ９００１の制御
に基づき、上記ドライブにより保存の画像データを書き込む。
【０１９２】
８）宛先に送信するメッセージは、宛先が処理可能なデータの形式とするとよい。たとえ
ば、色数、解像度に制約がある場合には、この制約に合致させるメッセージデータを作成
する。
【０１９３】
９）メッセージはビットマップのイメージとしてもよいし、Ｅメールのように文字コード
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としてもよい。Ｅメールを使用し、画像データの一部を送信したい場合には、ＭＩＭＥの
ような添付ファイルの形式で画像データの一部を送信するとよい。
【０１９４】
以上の説明から明らかなように上述の実施形態では、原稿を読み取りイメージデータを作
成するスキャナと、イメージデータを出力用紙に印字するプリンタと、イメージデータを
格納するファイルシステムと、イメージデータを送受信するネットワークインターフェー
スと、上記４つの手段を制御するコントローラと、ユーザにコントローラへの動作指示を
可能にするユーザインターフェースとを持ち、読み取ったイメージデータをユーザインタ
ーフェースで指示された宛先へ送信する動作モードとを持つ画像処理装置であって、読み
取ったイメージデータの属性（該イメージデータの総容量や色情報等）と宛先の属性、該
宛先の（情報経路の許容データ量や、扱える色情報）とを比較し、その結果に基づいてイ
メージデータの送信を制御することで、簡単に仕組みでより快適な環境をユーザに提供す
ることが可能となる。
【０１９５】
尚、第２のモードの処理によって、画像データの送信が行われずに、所望する画像データ
がテンポラリファイルとして所定の記憶領域に記憶されている場合において、該ファイル
に対する読み出しアクセスが行われた場合、上述したように、ユーザからのアクセスが完
了した時点から所定時間経過した時点で該ファイルを削除（即ち、該ファイルに対する消
去処理）するとしたが、これに限らず、アクセスが完了した後に行われた最初のオートク
リア処理のタイミングに同期させて削除しても良い。
【０１９６】
また、メッセージデータとして、図７４に示したような文字情報（画像データの格納場所
、格納場所に対するアクセス方法、ログイン名、パスワード等）の他に、図７５を参照し
て、代表頁となる例えば、１頁目（先頭頁）の画像データ（即ち、イメージ情報）をメッ
セージデータに付加して良い。この場合、ＣＰＵ９００１により、図７１のステップＳ１
２の処理で説明したようなメッセージデータの作成を行い、更に、１頁目の画像データが
メッセージデータの余白に収まるよう編集処理（例えば、画像データに対する変倍処理）
を行い、編集処理が行われた該画像データをメッセージデータに付加する。尚、付加する
画像データは、送信先の装置で扱える色で表現したイメージ情報でも良い。
【０１９７】
また、図７６を参照して、メッセージデータに複数頁（図では、４頁）の画像データ（イ
メージ情報）を付加しても良い。この場合も、図７１のステップＳ１２の処理で説明した
ようなメッセージデータの作成を行い、更に、複数頁の画像データがメッセージデータの
余白に収まるような編集処理（変倍処理、レイアウト処理等）を行い、編集処理が行われ
た複数頁の画像データをメッセージデータに付加する。
【０１９８】
【発明の効果】
　本発明によれば、ＬＡＮなどで接続された他の装置と画像処理装置（たとえば複写機）
との間で、画像処理装置の読み取り画像を転送する場合に、他の装置が処理できない画像
は画像処理装置から送信されず、メッセージだけが送信される。これにより、他の装置側
では処理できない画像データを受信してトラブルを起こすこともない。また、読み取り画
像が処理付加であることもメッセージにより知ることができる。
　加えて、本発明によれば、送信する画像データの容量（あるいはデータ量）と、画像デ
ータの送信宛先である外部装置が許容するデータ容量（あるいは許容データ量）とに基づ
いて画像データ自体か、あるいは画像データ自体でなく画像データを保存した保存場所を
示すメッセージのいずれかを選択的に送信する。これにより、送信先の許容するデータの
容量に適した送信方法を選択することが可能になる。よって、送信側のユーザが大量の原
稿を読み取って宛先へ送信した場合に宛先のネットワークにし支障をきたしてしまうよう
なことを未然に防ぐことが出来る。また、画像データを送信指示するユーザはこれから送
信する画像データの容量や送信先が許容するデータの容量を事前に把握することなく画像
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データの送信を指示することが出来る。
【０１９９】
　本発明によれば、他の情報処理装置の処理能力を、通信経路において処理可能なデータ
容量、画像データ容量、色情報とすることで、各種の情報処理装置に対応することができ
る。
【０２００】
　本発明では、他の装置をワープロソフト、作画ソフト等、画像データを処理する情報処
理装置に本発明を適用することができる。
【０２０２】
　本発明によれば、保存されている画像データを自動的に消去することで、ユーザの消去
の指示操作を不要とすることができる。
【０２０３】
　本発明によれば、従来の複写機に新規な付加価値を持たせることができる。
【０２０４】
　本発明によれば、送信不可のメッセージや画像データの保存場所、ログインとパスワー
ド等を示すメッセージを送信メッセージの中に含めることで、画像処理装置での送信不可
の画像データの発生をユーザが知ることができるとともに、画像データを取り出すために
必要な情報をも知ることができる。
【０２０５】
　本発明によれば、画像データの属性および外部装置の属性情報、たとえば送信すべき画
像データの総データ量などに基づいて、第１のモードと第２のモードを選択的に実行する
ことができる。
【０２０６】
　本発明によれば複数枚の画像データの一部がメッセージに付加されるので、外部装置の
ユーザが送信できない画像を特定することができる。
【０２０７】
　請求項２６の発明によれば複数枚の画像データの一部がメッセージに付加されるので、
外部装置のユーザが送信できない画像を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図２】画像入出力デバイスの構成を示す側面図である。
【図３】操作部の配置構成の模式的に示す平面図である。
【図４】スキャナ画像処理部の回路構成を示すブロック図である。
【図５】プリンタ画像処理部の回路構成を示すブロック図である。
【図６】画像圧縮部の回路構成を示すブロック図である。
【図７】画像回転部の回路構成を示すブロック図である。
【図８】画像データの転送処理を説明するための説明図である。
【図９】画像データの転送処理を説明するための説明図である。
【図１０】デバイスＩ／Ｆ部の回路構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明実施形態のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明実施形態のアプリケーションを示すブロック図である。
【図１４】操作パネルの外観を示す平面図である。
【図１５】操作パネルの配管を示す平面図である。
【図１６】ＩＤ入力画面を示す説明図である。
【図１７】エラー画面を示す説明図である。
【図１８】コピーメイン画面を示す説明図である。
【図１９】プリンタ一覧表示画面を示す説明図である。
【図２０】画質一覧表示画面を示す説明図である。
【図２１】拡大縮小設定サブ画面を示す説明図である。
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【図２２】用紙選択サブ画面を示す説明図である。
【図２３】ソータ設定サブ画面を示す説明図である。
【図２４】両面コピー設定サブ画面を示す説明図である。
【図２５】センドメイン画面を示す説明図である。
【図２６】センド初期画面を示す説明図である。
【図２７】アドレスブック画面を示す説明図である。
【図２８】詳細情報画面を示す説明図である。
【図２９】検索対象一覧表示画面を示す説明図である。
【図３０】アドレス検索画面を示す説明図である。
【図３１】検索対象属性一覧表示画面を示す説明図である。
【図３２】検索対象条件一覧表示画面を示す説明図である。
【図３３】検索対象アドレスブック一覧表示画面を示す説明図である。
【図３４】検索結果の表示画面を示す説明図である。
【図３５】詳細宛先の表示画面を示す説明図である。
【図３６】詳細宛先の表示画面を示す説明図である。
【図３７】詳細宛先の表示画面を示す説明図である。
【図３８】詳細宛先の表示画面を示す説明図である。
【図３９】ハードディスク設定画面を示す説明図である。
【図４０】プリント設定画面を示す説明図である。
【図４１】用紙サイズ一覧表示画面を示す説明図である。
【図４２】ソータ一覧表示画面を示す説明図である。
【図４３】スキャン設定画面を示す説明図である。
【図４４】用紙サイズ一覧表示画面を示す説明図である。
【図４５】解像度一覧表示画面を示す説明図である。
【図４６】スキャンモード一覧表示画面を示す説明図である。
【図４７】レトリーブメイン画面を示す説明図である。
【図４８】フルキーボード画面を示す説明図である。
【図４９】テンキーボード画面を示す説明図である。
【図５０】ブックマーク画面を示す説明図である。
【図５１】Ｅメール画面を示す説明図である。
【図５２】ＦＡＸ画面を示す説明図である。
【図５３】ＥＴＰ画面を示す説明図である。
【図５４】レトリーブプリント設定画面を示す説明図である。
【図５５】タスクメイン画面を示す説明図である。
【図５６】ＷＷＷ詳細設定画面を示す説明図である。
【図５７】チェックタイムサブ画面を示す説明図である。
【図５８】チェックタイム画面を示す説明図である。
【図５９】チェックタイム画面を示す説明図である。
【図６０】マネージメントサブ画面を示す説明図である。
【図６１】コンフィグレーションサブ画面を示す説明図である。
【図６２】本発明実施形態のＤＩＳに関するソフトウェアの構成を示すブロック図である
。
【図６３】ＤＩＳ内部のデータベースの内容を示すブロック図である。
【図６４】画像処理装置のスキャン関連部の回路構成を示すブロック図である。
【図６５】スキャン動作に関わるソフトウェア構成を示す概念図である。
【図６６】スキャンの実行に使用される情報内容を示す説明図である。
【図６７】プリント動作に関する回路構成を示すブロック図である。
【図６８】画像データの送信タイミングを示すタイミングチャートである。
【図６９】エンジンＩ／Ｆボードの設定項目を示す説明図である。
【図７０】ＤＰＲＡＭのアドレス構成を示す説明図である。
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【図７１】送信条件判断プログラムの処理内容を示すフローチャートである。
【図７２】情報経路許容容量テーブルの内容を示す説明図である。
【図７３】宛先情報テーブルの内容を示す説明図である。
【図７４】送信メッセージの一例を示す説明図である。
【図７５】送信メッセージの他の例を示す説明図である。
【図７６】送信メッセージの他の例を示す説明図である。
【符号の説明】
１００１，２０００　画像処理装置
１００２　データベース（サーバ）
１００３　データベースクライアント
１００４　電子メールサーバ

【図１】 【図２】

【図３】
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