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(57)【要約】
【課題】アップロード機能を有するブラウザによってウ
ェブサーバにファイルをアップロードする場合のユーザ
の利便性を向上させる。
【解決手段】ファイルをウェブサーバ２にアップロード
する機能を有するブラウザ２１ａによって、ウェブサー
バから取得されたアップロードコントロール画面１３ａ
の送信ボタン１３ｆが操作されたことを検知した場合に
、ファイル名表示欄１３ｇが空白であると、読取スター
トボタン１６による原稿画像の読み取りの開始が指示さ
れることによって、スキャナ１２による原稿画像の読み
取りを指示する。その後に、スキャナ１２から出力され
る画像データをデータ電子化ブロック１５ｆによって電
子化して、電子化されたデータをウェブサーバ２へアッ
プロードする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファイルデータを記憶する記憶部と、
　所定形式の電子化データをウェブサーバにアップロードする機能を有するブラウザと、
　原稿画像を読み取ることによって画像データを生成する画像読取手段と、
　前記ブラウザによって前記ウェブサーバから取得されるアップロードコントロール画面
が表示される表示部と、
　前記記憶部内のファイルデータまたは前記画像読取手段によって生成された画像データ
を前記所定形式の電子化データに変換するデータ電子化手段を有する制御部と、を備え、
　前記アップロードコントロール画面には、アップロードするファイルを選択する際に操
作される参照受付部と、選択されたファイル名が表示されるファイル名表示欄と、アップ
ロードを指示する際に操作される送信受付部とが表示され、
　前記制御部は、前記送信受付部の操作を契機に、前記データ電子化手段による前記画像
データまたは前記ファイルデータの所定形式の電子化データへの変換と、変換後の電子化
データの前記ブラウザに対するアップロード指示とを実行することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータを、前記送信受付
部が操作された後に取得し、前記変換を行うことを特徴とする請求項１に記載の画像処理
装置。
【請求項３】
　前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータの取得を指示する際に操作される
取得指示手段をさらに備え、
　前記制御部は、前記送信受付部が操作された後に、前記取得指示手段が操作されること
によって、前記画像読取手段に対する原稿画像の読取りの指示、または、前記記憶部内の
ファイルのデータの読み込みを行って、前記画像データまたは前記ファイルデータを取得
することを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記送信受付部が操作されたときに、前記ファイル名表示欄が空白であ
る場合に、前記画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記記憶部内のフ
ァイルデータの設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面によって前記読
取り条件または前記ファイルデータが設定されると、設定された内容に従って、前記読取
りの指示、または、前記読み込みを行うことを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置
。
【請求項５】
　前記制御部は、前記送信受付部が操作されることによって、前記画像読取手段に対する
原稿画像の読取りの指示、または、前記記憶部内のファイルデータの読み込みを行うこと
を特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記送信受付部が操作される前に前記参照受付部が操作されると、前記
画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記記憶部内のファイルデータの
設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面によって前記読取り条件または
前記ファイルデータが設定されることにより、前記読取りの指示、または、前記読み込み
を行うことを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータを、前記送信受付
部が操作される前に取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータの取得を指示する際に操作される
取得指示手段をさらに備え、
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　前記制御部は、前記送信受付部が操作される前に前記取得指示手段が操作されると、前
記画像読取手段に対する原稿画像の読取りの指示、または、前記記憶部内のファイルのデ
ータの読み込みを行って、前記画像データまたは前記ファイルデータを取得することを特
徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記取得指示手段が操作される前に前記参照受付部が操作されると、前
記画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記記憶部内のファイルデータ
の設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面によって前記読取り条件また
は前記ファイルデータが設定されることにより、前記読取りの指示、または、前記読み込
みを行うことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記ブラウザに対するアップロードの指示が、予め設定された所定のタ
イミングになるように自動処理する自動タイミング処理手段をさらに有することを特徴と
する請求項１～９のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記自動タイミング処理手段による所定のタイミングが、前記データ電子化手段によっ
てデータが変換された直後、前記データ電子化手段によってデータが変換された後の指定
時間になった直後、当該画像処理装置がユーザによって指示された画像処理が完了してロ
グアウト状態になった直後のいずれかであることを特徴とする請求項１０に記載の画像処
理装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、当該画像処理装置のオートリセット時または前記ウェブサーバのタイム
アウト時に、該制御部内に前記データ電子化手段によって電子化されたデータが残ってい
る場合に、該電子化されたデータに対して予め設定された所定の処理を行う電子化データ
処理手段をさらに有することを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の画像処
理装置。
【請求項１３】
　前記電子化データ処理手段には、前記アップロードの指示を破棄する処理、予め設定さ
れた認証ユーザに対してメール通知を行ってそのメール通知に対する返信にて指示された
処理、前記電子化されたデータを予め設定された認証ユーザへ転送する処理のいずれかが
予め設定されていることを特徴とする請求項１２に記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイルをサーバにアップロードする機能を有するブラウザが搭載されたＭ
ＦＰ（Multi Function Peripheral）等の画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、プリンタ等として機能するＭＦＰでは、ＬＡＮ、インターネット等のネットワ
ークを介してサーバに接続して、サーバにファイルをアップロードして保管することが行
われている。
　特許文献１（特開２００６－２５４０５７号公報）には、画像読取装置によって読み取
られた画像データのファイルをウェブサーバにアップロードする際に、ウェブページとし
て表示される操作画面の記述情報からファイルのアップロードに要するアップロード指示
を抽出して記憶装置に記憶させて、アップロード時には記憶装置に記憶されたアップロー
ド指示に基づいて記述情報を再構築する構成が開示されている。また、この特許文献１で
は、スキャン処理の実行によって生成されたファイルと記述情報とに基づいて送信ファイ
ルを生成して、生成された送信ファイルを送信部によってサーバに自動的にアップロード
する構成も開示されている。しかし、特許文献１の構成では、ウェブページとして表示さ
れる操作画面に対してユーザが送信先等のアップロード指示を入力して記憶装置に記憶さ
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せる必要があり、ユーザにとっては、その入力操作が煩わしいという問題がある。
【０００３】
　特許文献２（特開２００６－１６６２９２号公報）には、ＭＦＰに搭載されたブラウザ
を用いてユーザインターフェースを表示し、表示されたユーザインターフェースによって
スキャナ装置に関する情報をストレージサーバに登録して、スキャナ装置によってスキャ
ンされた文章原稿の文章をストレージサーバに送信する構成が開示されている。しかし、
この特許文献２の構成でも、ブラウザを用いてアップロードに必要な情報をユーザが設定
して登録するようになっているために、ユーザにとって登録のための設定操作が煩わしい
という問題がある。
【０００４】
　これら特許文献１および２に記載された構成とは異なり、ＰＣ（パーソナルコンピュー
タ）では、ファイルをウェブサーバにアップロードする際のユーザ操作を簡略化するため
にアップロード機能を有するブラウザが用いられている。このようなＰＣでは、ＰＣに設
けられたブラウザが、ファイルをアップロードするためのアップロードコントロール画面
をウェブサーバから取得して表示パネルに表示するようになっている。アップロードコン
トロール画面には、アップロードするファイルを選択する際に操作される参照ボタンと、
選択されたファイル名が入力されるファイル名表示欄と、ファイルのアップロードを指示
する際に操作される送信ボタンとが表示される。
【０００５】
　このようなアップロードコントロール画面の参照ボタンをユーザが操作（クリック）す
ると、ファイルのダイアログ・ボックスが開き、アップロードするファイルを選択するこ
とができる。そして、ユーザがダイアログ・ボックスから所望のファイルを選択すると、
選択されたファイルのデータが所定の形式の電子データに変換されることによって、選択
されたファイルがファイル名表示欄に表示される。その後、ユーザが送信ボタンを操作す
ることによって、ファイル名表示欄に入力されたＰＣ内のファイルがサーバにアップロー
ドされる。このように、アップロード機能を有するブラウザによれば、ユーザがアップロ
ードコントロール画面の参照ボタンを操作してファイルを指定した後に送信ボタンを操作
するだけでＰＣ内に記憶されたファイルデータが所定形式の電子データに変換されてウェ
ブサーバにアップロードすることができる。従って、アップロード先等を指定するための
ユーザ操作が不要になる。
【０００６】
　このようなアップロード機能を有するブラウザは、ＭＦＰに搭載することによって、Ｍ
ＦＰに記憶されたファイルをサーバにアップロードすることができる。また、ＭＦＰには
、画像読取装置が設けられていることから、画像読取装置によって読み取られた画像デー
タも、上記ブラウザによってサーバにアップロードすることができる。
【特許文献１】特開２００６－２５４０５７号公報
【特許文献２】特開２００６－１６６２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　画像読取装置にて読み取られた画像データを上記ブラウザによってサーバにアップロー
ドする場合には、ユーザは、まず、アップロードコントロール画面における参照ボタンを
操作する。次いで、ユーザは、画像読取装置に原稿をセットし、画像読取装置による読み
取り条件を設定した後に、画像読取装置による読み取りの開始をスタートボタンの操作に
よって指示する。これにより、画像読取装置は原稿画像の読み取りを実行して原稿画像の
画像データを生成する。生成された画像データは、サーバにアップロードできるように、
所定の形式（例えばＰＤＦ形式）の電子化データに変換される。電子化データへの変換が
完了すると、変換された電子化データのファイルをサーバにアップロードできる状態にな
ったことがブラウザに通知されて、アップロードコントロール画面に表示される。このよ
うな状態で、ユーザがコントロール画面における送信ボタンを操作することによって、変
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換後の電子化データのファイルがブラウザによってサーバにアップロードされる。
【０００８】
　このように、画像読取装置による原稿画像のデータをブラウザによってサーバにアップ
ロードする場合には、ユーザは、参照ボタンの操作と、画像読取装置による原稿画像の読
み取りの指示とを行った後に、画像データが所定の形式の電子化データに変換されるまで
待機して、変換が完了した後に送信ボタンを操作する必要がある。従って、ユーザは、送
信ボタンを操作するために、画像データの変換が完了するまでＭＦＰから離れることがで
きないという問題がある。ＭＦＰでは、画像読取装置による原稿画像の読み取りから画像
データの電子化データへの変換まで比較的長い時間を要する場合があり、その場合には、
ユーザは、長時間にわたってＭＦＰから離れることができなくなる。
【０００９】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、アップロード機能を
有するブラウザによってウェブサーバにファイルをアップロードする場合のユーザの利便
性を向上させることができる画像処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は、ファイルデータを記憶する記
憶部と、所定形式の電子化データをウェブサーバにアップロードする機能を有するブラウ
ザと、原稿画像を読み取ることによって画像データを生成する画像読取手段と、前記ブラ
ウザによって前記ウェブサーバから取得されるアップロードコントロール画面が表示され
る表示部と、前記記憶部内のファイルデータまたは前記画像読取手段によって生成された
画像データを前記所定形式の電子化データに変換するデータ電子化手段を有する制御部と
、を備え、前記アップロードコントロール画面には、アップロードするファイルを選択す
る際に操作される参照受付部と、選択されたファイル名が表示されるファイル名表示欄と
、アップロードを指示する際に操作される送信受付部とが表示され、前記制御部は、前記
送信受付部の操作を契機に、前記データ電子化手段による前記画像データまたは前記ファ
イルデータの所定形式の電子化データへの変換と、変換後の電子化データの前記ブラウザ
に対するアップロード指示とを実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の画像処理装置では、ファイルデータのアップロード機能を有するブラウザによ
って取得されたアップロードコントロール画面の送信受付部が操作されることによって、
画像読取手段による画像の読み取りと、画像読取手段によって生成された画像データまた
は記憶部に記憶されたファイルデータの電子化と、電子化されたデータのウェブサーバへ
のアップロードとが自動的に実行されるために、ユーザは、画像データの電子化が完了す
るまで画像処理装置の近傍にて待機する必要がなく、ユーザの利便性が著しく向上する。
【００１２】
　好ましくは、前記制御部は、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータを、
前記送信受付部が操作された後に取得し、前記変換を行うことを特徴とする。
　好ましくは、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータの取得を指示する際
に操作される取得指示手段をさらに備え、前記制御部は、前記送信受付部が操作された後
に、前記取得指示手段が操作されることによって、前記画像読取手段に対する原稿画像の
読取りの指示、または、前記記憶部内のファイルのデータの読み込みを行って、前記画像
データまたは前記ファイルデータを取得することを特徴とする。
【００１３】
　好ましくは、前記制御部は、前記送信受付部が操作されたときに、前記ファイル名表示
欄が空白である場合に、前記画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記
記憶部内のファイルデータの設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面に
よって前記読取り条件または前記ファイルデータが設定されると、設定された内容に従っ
て、前記読取りの指示、または、前記読み込みを行うことを特徴とする。
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【００１４】
　好ましくは、前記制御部は、前記送信受付部が操作されることによって、前記画像読取
手段に対する原稿画像の読取りの指示、または、前記記憶部内のファイルデータの読み込
みを行うことを特徴とする。
　前記制御部は、前記送信受付部が操作される前に前記参照受付部が操作されると、前記
画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記記憶部内のファイルデータの
設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面によって前記読取り条件または
前記ファイルデータが設定されることにより、前記読取りの指示、または、前記読み込み
を行うことを特徴とする。
【００１５】
　好ましくは、前記制御部は、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータを、
前記送信受付部が操作される前に取得することを特徴とする。
　好ましくは、前記画像データまたは前記記憶部内のファイルデータの取得を指示する際
に操作される取得指示手段をさらに備え、前記制御部は、前記送信受付部が操作される前
に前記スタート指示手段が操作されると、前記画像読取手段に対する原稿画像の読取りの
指示、または、前記記憶部内のファイルのデータの読み込みを行って、前記画像データま
たは前記ファイルデータを取得することを特徴とする。
【００１６】
　好ましくは、前記制御部は、前記取得指示手段が操作される前に前記参照受付部が操作
されると、前記画像読取手段による原稿画像の読取り条件の設定または前記記憶部内のフ
ァイルデータの設定のための設定画面を前記表示部に表示し、該設定画面によって前記読
取り条件または前記ファイルデータが設定されることにより、前記読取りの指示、または
、前記読み込みを行うことを特徴とする。
【００１７】
　好ましくは、前記制御部は、前記ブラウザに対する前記アップロードの指示が予め設定
された所定のタイミングになるように自動処理する自動タイミング処理手段をさらに有す
ることを特徴とする。これにより、ユーザは、所望する時間においてファイルデータをサ
ーバにアップロードすることができ、ユーザにとっての利便性がさらに向上する。
　好ましくは、前記自動タイミング処理手段による所定のタイミングが、前記データ電子
化手段によってデータが変換された直後、前記データ電子化手段によってデータが変換さ
れた後に指定された時間になった直後、当該画像処理装置がユーザによって指示された画
像処理が完了してログアウト状態になった直後のいずれかであることを特徴とする。
【００１８】
　好ましくは、前記制御部は、当該画像処理装置のオートリセット時または前記ウェブサ
ーバのタイムアウト時に、該制御部内に前記データ電子化手段によって電子化されたデー
タが残っている場合に、該電子化されたデータに対して予め設定された所定の処理を行う
電子化データ処理手段をさらに有することを特徴とする。これにより、制御部内に残る電
子化されたデータが適切に処理され、制御部内の記憶容量が低減されることが防止される
とともにセキュリティ性を向上させることができる。
【００１９】
　好ましくは、前記電子化データ処理手段には、前記アップロードの指示を破棄する処理
、予め設定された認証ユーザに対してメール通知を行ってそのメール通知に対する返信に
て指示された処理、前記電子化されたデータを予め設定された認証ユーザへ転送する処理
のいずれかが予め設定されていることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る画像処理装置の実施形態を図面に基づいて説明する。
　＜画像処理装置の構成＞
　図１は、本発明に係る画像処理装置の一例であるＭＦＰが用いられた通信システムの概
略構成図である。ＭＦＰ１は、ネットワーク３を介してウェブ（Ｗｅｂ）サーバ２と接続
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されている。ＭＦＰ１には、ウェブサーバ２にファイルをアップロードする機能を有する
ブラウザが搭載されている。
【００２１】
　図２は、ＭＦＰ１の構成を示すブロック図である。ＭＦＰ１は、画像形成処理を実行す
るプリンタ１１と、原稿の画像を読み取るスキャナ１２と、表示パネル１３と、各種デー
タの入出力のためにネットワーク３等に接続されるＩ／Ｏ（入出力）インターフェース１
４と、これらを制御する制御部１５とを有している。
　スキャナ１２は、例えば自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）によって搬送される原稿の画像、
あるいは原稿台上に載置された原稿の画像を読み取って、読み取られた画像に対応した画
像データを生成する。プリンタ１１は、スキャナ１２にて読み取られた原稿の画像データ
に基づいて、あるいは、入出力インターフェース１４から入力される画像データに基づい
て、周知の電子写真方式により画像を形成する。入出力インターフェース１４には、ネッ
トワーク３を介して、ウェブサーバ２、ウェブサーバ２とは別のサーバ４、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）５等が接続されている。表示パネル１３は、例えば、タッチ入力式の
ＬＣＤ表示パネルによって構成されており、各種情報が表示されるとともに、情報が表示
された表示面の所定位置にユーザがタッチ操作することによって制御部１５に対して所定
の指示を与えることができる。
【００２２】
　制御部１５には、各種データを格納するためのボックス（ＢＯＸ）１５ｄが記憶部とし
て設けられている。ボックス１５ｄは、例えばＨＤＤによって構成されている。ボックス
１５ｄには、スキャナ１２によって読み込まれた画像データ等の各種データがファイル毎
に格納されている。ボックス１５ｄに格納された各ファイルにはファイル名がそれぞれ付
けられている。
【００２３】
　また、制御部１５には、制御層ＡＰＩ（Application Program Interface）１５ｅを介
して入力される各種アプリケーション（ＡＰＰ）を制御するためのオペレーティングシス
テム（Operating System：ＯＳ）１５ｃが設けられている。各種アプリケーションは、例
えば図示しないＲＯＭに格納されている。各種アプリケーション（ＡＰＰ）としては、表
示パネル１３の制御のための表示パネルＡＰＰ（Application）２１、プリンタ１１の制
御のためのプリンタＡＰＰ２２、スキャナ１２の制御のためのスキャナＡＰＰ２３、ボッ
クス１５ｄに対するデータの入出力制御のためのボックスＡＰＰ２４、プリンタ１１およ
びスキャナ１２の状態管理のための管理情報ＡＰＰ２５、電子メール送信時における宛先
の確認のための宛先確認ＡＰＰ２６である。
【００２４】
　表示パネルＡＰＰ２１には、ウェブサーバ２に対してファイルをアップロードする機能
を有するブラウザ２１ａが設けられており、このブラウザ２１ａによって、ウェブサーバ
２のアップロードコントロール画面が取得されて表示パネル１３に表示され、そのアップ
ロードコントロール画面をユーザが操作することによって、スキャナ１２によって読み取
られた原稿の画像データまたはボックス１５ｄに格納されたファイルデータが、ウェブサ
ーバ２にアップロードされる。
【００２５】
　制御部１５には、Ｉ／Ｏ（入出力）インターフェース１４からの入出力データを制御す
るためのＩ／Ｏ（入出力）制御ブロック１５ａと、プリンタＡＰＰ２２およびスキャナＡ
ＰＰ２３による制御に基づいてプリンタ１１およびスキャナ１２を動作させるエンジン制
御ブロック１５ｂとが設けられている。
　さらに、制御部１５には、ブラウザ２１ａによるファイルのアップロードに際して、ス
キャナ１２にて読み込まれた画像データまたはボックス１５ｄに格納されたファイルデー
タをブラウザ２１ａによってウェブサーバ２にアップロードされるように所定の形式（例
えばＰＤＦ）の電子化データに変換するデータ電子化ブロック１５ｆと、ウェブサーバ２
へデータをアップロードすることをブラウザ２１ａに指示するタイミングを、予め設定さ
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れた所定のタイミングに自動的に調整する自動タイミング処理ブロック１５ｇと、データ
電子化ブロック１５ｆによって電子化されたデータがウェブサーバ２にアップロードされ
ることなく制御部１５内に残っている場合に電子化されたデータに対して予め設定された
所定の処理を実行する電子化データ処理ブロック１５ｈとが設けられている。
【００２６】
　なお、表示パネル１３には、ブラウザ２１ａによってウェブサーバ２から取得されるア
ップロードコントロール画面１３ａと、スキャナ１２による原稿画像の読み取りまたはボ
ックス１５ｄ内のファイルデータの読み込みを設定するための読込み設定画面１３ｂとが
表示される。表示パネル１３にて表示されるアップロードコントロール画面１３ａには、
ボックス１５ｄ内のファイルデータをウェブサーバ２にアップロードする場合などにおい
てユーザによって操作される参照ボタン１３ｅと、ウェブサーバ２へのファイルのアップ
ロードを指示する際にユーザによって操作される送信ボタン１３ｆと、ウェブサーバ２に
アップロードされるために選択されたファイル名が表示されるファイル名表示欄１３ｇと
が表示される。また、表示パネル１３にて表示される読込み設定画面１３ｂには、スキャ
ナ１２による原稿画像の読取り条件を設定する際にユーザによって操作される読取条件設
定入力画面１３ｃと、ボックス１５ｄ内のファイルデータの読込みを設定するためのボッ
クスデータ読込み設定入力画面１３ｄとが表示される。
【００２７】
　なお、制御部１５には、プリンタ１１による画像形成動作の開始、スキャナ１２による
原稿画像の読み取り開始、またはボックス１５ｄ内のファイルデータの読み込みの開始等
を指示する場合にユーザによって操作されて、画像データまたはファイルデータの取得を
指示する取得指示手段としてのスタートボタン１６の出力が与えられている。
　図３は、表示パネル１３に表示されるアップロードコントロール画面１３ａの一例を示
している。アップロードコントロール画面１３ａの上部には、アップロードジョブが指示
されていることを明示するために「ファイルをサーバにアップロードします。」の文章が
表示され、その下部には、ファイル名表示欄１３ｇと、参照ボタン（参照受付部）１３ｅ
と、送信ボタン（送信受付部）１３ｆとが、左右方向に沿って表示されている。
【００２８】
　図４は、表示パネル１３に表示される読取条件設定入力画面１３ｃの一例を示している
。この読取条件設定入力画面１３ｃには、解像度、原稿の片面または両面、原稿画質、読
込サイズ等を設定入力するための画面が表示され、設定が完了した場合に操作される「Ｏ
Ｋボタン」も表示される。図５は、表示パネル１３に表示されるボックスデータ読込み設
定入力画面１３ｄの一例を示している。ボックスデータ読込み設定入力画面１３ｄには、
ボックス１５ｄ内のファイルのダイアログ・ボックスが開いて、ボックス１５ｄ内のデー
タファイルの一覧が表示され、また、設定が完了した場合に操作される「ＯＫボタン」も
表示される。この一覧表示から、アップロードすべきファイルを選択して設定することが
できる。
【００２９】
　＜アップロードジョブの実施形態１＞
　このような構成のＭＦＰ１において、スキャナ１２にて読み取られた原稿の画像データ
またはボックス１５ｄ内に格納されたファイルのデータをウェブサーバ２にアップロード
するアップロードジョブの実施形態１について、図６のフローチャートに基づいて説明す
る。
【００３０】
　本実施形態では、アップロードジョブを実行する場合に、制御部１５は、ブラウザ２１
ａによってウェブサーバ２から取得された図３に示すアップロードコントロール画面１３
ａを表示パネル１３に表示する。この場合、ＰＣに搭載された通常のブラウザと同様に、
アップロードコントロール画面１３ａにおける参照ボタン１３ｅが操作されることによっ
て、ボックス１５ｄ内のファイルのダイアログ・ボックスが表示され、アップロードする
ファイルを選択することができる。ユーザによってファイルが選択されると、選択された
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ファイルがボックス１５ｄから読み出されて、データ電子化ブロック１５ｆによって電子
化された後に、電子化されたデータのファイル名がファイル名表示欄１３ｇに表示される
。このような状態になると、ユーザによって送信ボタン１３ｆが操作されることにより、
ファイル名表示欄１３ｇに表示されたファイルの電子化データがウェブサーバ２にアップ
ロードされる。
【００３１】
　これに対して、参照ボタン１３ｅが操作されることなく、送信ボタン１３ｆがユーザに
よって操作されたことが検知されると（図６のステップＳ１参照、以下同様）、制御部１
５は、アップロードコントロール画面１３ａにおけるファイル名表示欄１３ｇが空白にな
っているかを判断する（ステップＳ２）。
　ステップＳ２においてファイル名表示欄１３ｇにファイル名が表示されている場合（ス
テップＳ２において「ＮＯ」）には、すでにＰＤＦ等の所定のアップロードの形式に電子
化されたデータが存在しているために、制御部１５は、ステップＳ１０に進み、ファイル
をウェブサーバ２に対してアップロードすることをブラウザ２１ａに指示する。これによ
り、ブラウザ２１ａは、ファイル名表示欄１３ｇに表示されている電子化されたデータを
ウェブサーバ２に対してアップロードする。
【００３２】
　ステップＳ２において、アップロードコントロール画面１３ａにおけるファイル名表示
欄１３ｇが空白になっている場合（ステップＳ２において「ＹＥＳ」）には、表示パネル
１３に読込み設定画面１３ｂを表示する（ステップＳ３）。読込み設定画面１３ｂには、
前述のように、読取条件設定入力画面１３ｃとボックスデータ読込み設定入力画面１３ｄ
とが設けられている。そして、読取条件設定入力画面１３ｃによってスキャナ１２による
原稿画像の読取条件が設定されるまで（ステップＳ４）、または、ボックスデータ読込み
設定入力画面１３ｄによってボックス１５ｄ内の所望のデータファイルが選択されるまで
（ステップＳ５）、待機状態になる。
【００３３】
　読取条件設定入力画面１３ｃによってスキャナ１２による原稿画像の読取条件が設定さ
れて「ＯＫボタン」が操作された場合（ステップＳ４において「ＹＥＳ」）には、ステッ
プＳ６に進み、スタートボタン１６がユーザによって操作されるまで待機状態になる。ま
た、読取条件設定入力画面１３ｃによって読取条件が設定されることなく（ステップＳ４
において「ＮＯ」）、ボックスデータ読込み設定入力画面１３ｄによって所望のデータフ
ァイルが選択されて「ＯＫボタン」が操作された場合（ステップＳ５において「ＹＥＳ」
）にも、ステップＳ６に進み、スタートボタン１６がユーザによって操作されるまで待機
状態になる。
【００３４】
　その後、スタートボタン１６がユーザによって操作されると（ステップＳ６において「
ＹＥＳ」）、ステップＳ７に進み、制御部１５は、スキャナ１２による原稿画像の読取り
条件が設定されている場合には、スキャナ１２に対して原稿画像の読取りの実行を指示す
る。これにより、スキャナ１２は、原稿画像の読取り動作を実行し、原稿画像に対応した
画像データが生成されると制御部１５に生成された画像データを出力する。これにより、
制御部１５は画像データを取得する。これに対して、スキャナ１２による原稿画像の読取
り条件が設定されることなく、ボックス１５ｄ内におけるファイルが設定されている場合
には、ステップＳ７において、設定されたファイルデータをボックス１５ｄから読み込む
。これにより、制御部１５はファイルデータを取得する。
【００３５】
　制御部１５は、スキャナ１２によって読み取られた画像データ、または、ボックス１５
ｄ内から読込まれたファイルデータを、ブラウザ２１ａによってウェブサーバ２にアップ
ロードされるように、データ電子化ブロック１５ｆによって、所定の形式（例えばＰＤＦ
形式）の電子データに変換する（ステップＳ８）。このようにして所定形式の電子化デー
タのファイルが得られると、制御部１５は、自動タイミング処理ブロック１５ｇによって
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予め設定された所定のタイミングで電子化されたデータがウェブサーバ２にアップロード
されるように、ブラウザ２１ａに対するデータのアップロード指示のタイミングを自動調
整する（ステップＳ９）。そして、自動タイミング処理ブロック１５ｇによって自動調整
された所定のタイミングになると、電子化されたデータをウェブサーバ２に対してアップ
ロードすることをブラウザ２１ａに対して指示する（ステップＳ１０）。これにより、ブ
ラウザ２１ａは、電子化されたデータをウェブサーバ２に対してアップロードする。
【００３６】
　このように、図６に示すアップロードジョブでは、ユーザが、アップロードコントロー
ル画面１３ａにおける送信ボタン１３ｆの操作と、スキャナ１２による原稿画像の読取り
条件の設定、または、ボックス１５ｄ内のデータファイルの選択と、その後のスタートボ
タン１６の操作とを実行することによって、スキャナ１２による原稿画像の読取りの実行
により生成された画像データ、または、ボックス１５ｄから読み出されたファイルデータ
が、自動的に電子化されてブラウザ２１ａによってウェブサーバ２にアップロードされる
。従って、ユーザは、アップロード先等のアップロード条件を設定する必要がなく、しか
も、スキャナ１２による原稿画像の読取りから画像データの電子化が終了するまでの間、
または、ボックス１５ｄ内のファイルデータの読み出しからファイルデータの電子化が終
了するまでの間、ＭＦＰ１の近傍において待機する必要がなく、従来のように、電子化が
終了するのを待って電子化終了後に送信ボタンを操作して初めてＭＦＰから離れる構成に
比べて待ち時間を低減することができ、ユーザの利便性が著しく向上する。
【００３７】
　図７は、ステップＳ９における自動タイミング処理を示すフローチャートである。制御
部１５に設けられた自動タイミング処理ブロック１５ｇは、電子化された電子データをウ
ェブサーバ２にアップロードすることをブラウザ２１ａに指示するタイミングを、ユーザ
等により予め設定された所定のタイミングとなるように自動調整処理する。この場合のア
ップロードのタイミングとしては、データ電子化ブロック１５ｆによるデータの電子化（
図６に示すフローチャートのステップＳ８）の直後、データ電子化ブロック１５ｆによる
データの電子化後における指定時間になった直後、ＭＦＰ１においてユーザによって指示
された画像読取動作、プリント動作等の画像処理動作の全てが終了することによってＭＦ
Ｐ１がログアウト状態になった直後のいずれかが設定される。
【００３８】
　自動タイミング処理では、まず、電子化データのファイルをウェブサーバ２に対してア
ップロードすることをブラウザ２１ａに指示するタイミングが、データ電子化ブロック１
５ｆによるデータの電子化直後に設定されているかを判断し（図７のステップＳ１１参照
、以下同様）、データの電子化直後に設定されている場合（ステップＳ１１において「Ｙ
ＥＳ」）には、直ちに自動タイミング処理を終了して、図６のフローチャートにおけるス
テップＳ１０に進み、ウェブサーバ２に対してファイルをアップロードすることをブラウ
ザ２１ａに指示する。これにより、ブラウザ２１ａは、データ電子化ブロック１５ｆによ
ってデータが電子化された直後にファイルをウェブサーバ２にアップロードする。
【００３９】
　これに対して、ステップＳ１１において、ファイルをアップロードするタイミングが、
データ電子化ブロック１５ｆによるデータの電子化直後に設定されていない場合（ステッ
プＳ１１において「ＮＯ」）には、ファイルをアップロードするタイミングが、データの
電子化後における指定時間の直後に設定されているかを判断する（ステップＳ１２）。そ
して、指定時間の直後に設定されている場合（ステップＳ１２において「ＹＥＳ」）には
、指定時間になるまで待機して（ステップＳ１３）、指定時間になると（ステップＳ１３
において「ＹＥＳ」）、自動タイミング処理を終了し、図６のフローチャートにおけるス
テップＳ１０に進み、ブラウザ２１ａに対してウェブサーバ２へのファイルのアップロー
ドを指示する。これにより、データの電子化後における指定時間になった直後に電子化さ
れたファイルデータがウェブサーバ２にアップロードされる。
【００４０】
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　ステップＳ１２において、電子化データをアップロードするタイミングとして、指定時
間直後に設定されていない場合（ステップＳ１２において「ＮＯ」）には、ファイルをア
ップロードするタイミングとして、ＭＦＰ１がログアウト状態になった直後に設定されて
いるものとして、ＭＦＰ１がログアウト状態になるまで待機する（ステップＳ１４）。そ
して、ＭＦＰ１がログアウト状態になった時点（ステップＳ１４において「ＹＥＳ」）で
自動タイミング処理を終了して、図６のフローチャートにおけるステップＳ１０に進み、
ブラウザ２１ａに対してウェブサーバ２へのファイルデータのアップロードを指示する。
これにより、ＭＦＰ１がログアウト状態になった直後に電子化されたファイルデータがウ
ェブサーバ２にアップロードされる。
【００４１】
　このように、ブラウザ２１ａに対するアップロード指示を、ユーザが予め設定した所定
のタイミングで自動的に実行するようになっていることから、アップロードジョブにおけ
るユーザの利便性は、より一層、向上する。
　＜アップロードジョブの実施形態２＞
　スキャナ１２によって得られた画像データをウェブサーバ２にアップロードするアップ
ロードジョブの実施形態２について、図８のフローチャートに基づいて説明する。この実
施形態２では、アップロードジョブを実行する場合に、制御部１５は、ブラウザ２１ａに
よってウェブサーバ２から取得されたアップロードコントロール画面１３ａを表示パネル
１３に表示する。このような状態で、ユーザが参照ボタン１３ｅを操作すると（図８にお
けるステップＳ３１参照、以下同様）、実施形態１とは異なり、表示パネル１３に読込み
設定画面１３ｂを表示する（ステップＳ３２）。読込み設定画面１３ｂにおける読取条件
設定入力画面１３ｃによってスキャナ１２による原稿画像の読取条件が設定された場合（
ステップＳ３３において「ＹＥＳ」）、または、ボックスデータ読込み設定入力画面１３
ｄによってボックス１５ｄ内の所望のデータファイルが選択された場合（ステップＳ３４
において「ＹＥＳ」）には、表示パネル１３にアップロードコントロール画面１３ａを表
示する（ステップＳ３５）。この時点ではまだ電子化処理は実行されていない。
【００４２】
　その後、送信ボタン１３ｆがユーザによって操作されると（ステップＳ３６において「
ＹＥＳ」）、制御部１５は、スキャナ１２による原稿画像の読取条件が設定されている場
合には、スキャナ１２に対して原稿画像の読み取りの実行を指示し、ボックス１５ｄ内の
ファイルデータが設定されている場合には、ボックス１５ｄ内から選択されたファイルデ
ータを読み出す（ステップＳ３７）。
【００４３】
　その後は、実施形態１と同様に、スキャナ１２の読み取り動作によって得られた画像デ
ータ、または、ボックス１５内から読み出されたファイルデータをデータ電子化ブロック
１５ｆによって所定の形式の電子データに電子化し（ステップＳ３８）、自動タイミング
処理ブロック１５ｇによってアップロードのタイミングを自動調整処理した後に（ステッ
プＳ３９）、ブラウザ２１ａに対してウェブサーバ２へのデータのアップロードを指示す
る（ステップＳ４０）。
【００４４】
　このように、本実施形態２のファイルアップロード処理では、最初に、アップロードコ
ントロール画面１３ａにおける参照ボタン１３ｅがユーザによって操作されると、読込み
設定画面１３ｂが表示されて、ユーザが、原稿画像の読取条件の設定、または、ボックス
１５ｄ内のデータファイルの設定と、その後の送信ボタン１３ｆの操作とを実行すること
によって、これを契機にスキャナ１２から取得された画像データ、または、ボックス１５
ｄから読み出されたファイルデータが自動的に電子化されてブラウザ２１ａによってウェ
ブサーバ２にアップロードされる。従って、ユーザは、アップロード先等のアップロード
条件を設定する必要がなく、しかも、参照ボタン１３ｅによりアップロード対象のデータ
を選択でき、また、ファイルを選択しても送信ボタン１３ｆを操作するまでは電子化され
ないので、従来のように、参照ボタン１３ｅによるファイルの選択によって電子化が開始
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しその電子化が終了するまでの間、または、スキャナ１２による原稿画像の読み取りから
画像データの電子化が終了するまでの間、ＭＦＰ１の近傍において待機する必要がなく、
ユーザの利便性が著しく向上する。
【００４５】
　＜アップロードジョブの実施形態３＞
　ＭＦＰ１において、スキャナ１２によって得られた画像データをウェブサーバ２にアッ
プロードするアップロードジョブの実施形態３について、図９のフローチャートに基づい
て説明する。
　アップロードジョブにおいて、アップロードコントロール画面１３ａが表示パネル１３
に表示されて、参照ボタン１３ｅがユーザによって操作されると（図９のステップＳ４１
参照、以下同様）、実施形態２の場合と同様に、表示パネル１３に読込み設定画面１３ｂ
を表示する（ステップＳ４２）。その後、読込み設定画面１３ｂにおける読取条件設定入
力画面１３ｃによってスキャナ１２による原稿画像の読取条件が設定された場合（ステッ
プＳ４３において「ＹＥＳ」）、または、読込み設定画面１３ｂにおけるボックスデータ
読込み設定入力画面１３ｄに表示されたボックス１５ｄ内のデータファイル一覧から所望
のデータファイルが選択された場合（ステップＳ４４において「ＹＥＳ」）には、ユーザ
がスタートボタン１６を操作するまで待機状態になる（ステップＳ４５）。ユーザは、ス
タートボタン１６を操作するまでの待機状態にある間に、読取条件または選択ファイルの
変更を行うことができる。スタートボタン１６の操作は、読取条件等のユーザによる確定
を意味する。
【００４６】
　その後、ユーザがスタートボタン１６を操作すると（ステップＳ４５において「ＹＥＳ
」）、制御部１５は、スキャナ１２による原稿画像の読取条件が設定されている場合には
、スキャナ１２に対して原稿画像の読み取りの実行を指示し、ボックス１５ｄ内のファイ
ルデータが選択されている場合には、ボックス１５ｄ内から選択されたファイルデータを
読み込む（ステップＳ４６）。
【００４７】
　次いで、制御部１５は、表示パネル１３にアップロードコントロール画面１３ａを表示
し（ステップＳ４７）、ファイル名表示欄１３ｇに、スキャナ１２にて読み取られた画像
データのファイル名、または、ボックス１５ｄ内から選択されたファイル名が表示される
。この時点では、それぞれのデータは電子化されていない。その後、送信ボタン１３ｆが
ユーザによって操作されるまで待機状態になる（ステップＳ４８）。
【００４８】
　このような状態で、ユーザが送信ボタン１３ｆを操作すると（ステップＳ４８において
「ＹＥＳ」）、その後は、実施形態２と同様に、スキャナ１２の読み取り動作によって得
られた画像データ、または、ボックス１５ｄ内から読み出されたファイルデータをデータ
電子化ブロック１５ｆによって所定の形式の電子データに電子化し（ステップＳ４９）、
自動タイミング処理ブロック１５ｇによってアップロードのタイミングを自動調整処理し
た後に（ステップＳ５０）、ブラウザ２１ａに対するウェブサーバ２へのデータのアップ
ロードを指示する（ステップＳ５１）。
【００４９】
　このように、本実施形態３のファイルアップロード処理では、最初に、アップロードコ
ントロール画面１３ａにおける参照ボタン１３ｅがユーザによって操作されると、原稿画
像の読取条件の設定、または、ボックス１５ｄ内のデータファイルの選択と、スタートボ
タン１６の操作とがユーザによって行われる。これにより、スキャナ１２によって生成さ
れた画像データが取得されるか、ボックス１５ｄからファイルデータが読み出され、この
時点で、アップロードコントロール画面１３ａのファイル名表示欄１３ｇに、得られた画
像データまたはファイルデータのファイル名が表示されることによって、ユーザは、アッ
プロードすべきデータについて確認することができる。そして、ユーザが、アップロード
すべきデータについて確認して送信ボタン１３ｆを操作することにより、スキャナ１２に
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よって生成された画像データ、または、ボックス１５ｄから読み出されたファイルデータ
が、自動的に電子化されてブラウザ２１ａによってウェブサーバ２にアップロードされる
ことになる。
【００５０】
　従って、本実施形態３では、ウェブサーバ２に対してアップロードされるデータが電子
化されるまでの間、ＭＦＰ１の近傍において待機する必要がなく、また、所望のデータを
間違えることなく確実にウェブサーバ２にアップロードすることができる。
　＜電子化データの処理＞
　次に、ファイルのアップロードジョブにおいて、制御部１５のデータ電子化ブロック１
５ｆによって電子化されたデータが、ウェブサーバ２にアップロードされることなく制御
部１５内に残っている場合の処理について説明する。
【００５１】
　ＭＦＰ1では、ユーザによる所定のジョブの指示が所定時間内に完結しない場合には、
当該ジョブに関してすでに実行された操作、指示等を破棄して初期化するオートリセット
機能が働く。このために、実施形態１～３において、スキャナ１２によって読み込まれた
原稿の画像データを電子化した後に、ユーザがスタートボタン１６、送信ボタン１３ｆ等
を操作することなく放置すると、ＭＦＰ1では、所定時間が経過することによるオートリ
セット機能が働き、電子化データが、ウェブサーバ２に送信されることなく制御部１５内
に残ることになる。
【００５２】
　また、ウェブサーバ２では、アップロードジョブの実行に際して、ＭＦＰ１の認証処理
が行われ、ＭＦＰ１が認証された後に、ＭＦＰ１から電子化されたデータがアップロード
されるようになっているが、予め決められた所定時間内にアップロードが終了しない場合
には、サーバは、時間切れ（タイムアウト）になったものと判断して、アップロードジョ
ブの実行が打ち切られる。ＭＦＰ１において、スキャナ１２による原稿の読み取り、デー
タの電子化等に長時間を要すると、所定の時間内に電子化されたデータのウェブサーバ２
へのアップロードが完了せず、タイムアウトになる場合がある。この場合には、電子化さ
れたデータが、ウェブサーバ２にアップロードされることなく、制御部１５内に残ること
になる。いずれの場合にも、制御部１５のボックス１５ｄ内にアップロードされなかった
電子化データが残り、ボックス１５ｄの記憶容量が低減する。また、残った電子化データ
が読み出されて悪用されるおそれもある。
【００５３】
　このために、ＭＦＰ１では、ＭＦＰ１のオートリセット機能が働いた場合、あるいは、
ウェブサーバ２のタイムアウト機能が働いた場合に、電子化されたデータが制御部１５内
に残っていると、ユーザが予め設定した方法によって電子化データを処理するようになっ
ている。電子化データの処理方法については、ユーザによって初期設定される。ユーザが
電子化データの処理方法について初期設定する場合には、図１０に示す電子化データ処理
初期設定画面１３ｋが表示パネル１３に表示される。電子化データ処理初期設定画面１３
ｋには、ＭＦＰ１のオートリセット時に制御部１５内に残った電子化データの処理方法を
選択するためのオートリセット時選択部１３ｍと、ウェブサーバ２のタイムアウトによっ
て電子化データがアップロードされることなく制御部１５内に残っている場合の処理方法
を選択するためのアップロード失敗時選択部１３ｎとが表示される。オートリセット時選
択部１３ｍおよびアップロード失敗時選択部１３ｎのいずれにも、ジョブ破棄ボタンと、
メール通知ボタンと、ファイル転送ボタンとがそれぞれ表示されており、いずれかのボタ
ンがユーザによって操作されることにより、ジョブ破棄処理、メール通知処理、ファイル
転送処理のいずれかの方法が、制御部１５における電子化データ処理ブロック１５ｈに初
期設定される。
【００５４】
　なお、オートリセット時選択画面１３ｍおよびアップロード失敗時選択画面１３ｎにお
けるメール通知処理ボタンの操作によってメール通知処理が選択されると、予め認証され
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たＰＣ（パーソナルコンピュータ）５が送信先として設定され、電子化データが残ってい
ることを示す所定の送信メールがＰＣ５に送信される。
　また、オートリセット時選択部１３ｍおよびアップロード失敗時選択部１３ｎにおける
ファイル転送ボタンの操作によってファイル転送処理が選択されると、表示パネル１３に
は、図１１に示すファイル転送設定画面１３ｐが表示され、電子化データのファイルの転
送先が設定される。この場合のファイルの転送先としては、ウェブサーバ２とは別のサー
バ３、ＰＣや他のＭＦＰのユーザボックス等である。このファイル転送設定画面１３ｐに
は、ファイルの送信種別（上位層）入力欄および送信種別（下位層）入力欄と、ユーザの
認証のためのアカウント入力欄およびパスワード入力欄とが表示される。そして、ユーザ
は、それぞれの入力欄に対して転送先に対応した適切な送信種別等を入力することができ
る。この入力によって転送先が初期設定され、設定された転送先にファイル転送が可能な
状態になる。
【００５５】
　図１２および図１３は、制御部１５にて実施される電子化データの処理を示すフローチ
ャートである。制御部１５は、アップロードジョブにおいてブラウザ２１ａに対して電子
化データのウェブサーバ２へのアップロードを指示すると（図１２のステップＳ６１参照
、以下同様）、ＭＦＰ１のオートリセットまたはウェブサーバ２のタイムアウトが機能し
た時点で（ステップＳ６２において「ＹＥＳ」）、データ電子化ブロック１５ｆによって
電子化されたデータがウェブサーバ２にアップロードされることなく制御部１５に残って
いる場合には（ステップＳ６３において「ＹＥＳ」）、初期設定されたジョブ破棄処理（
図１４参照）、メール通知処理またはファイル転送処理（図１５参照）のいずれかが実行
される。
【００５６】
　電子化データ処理ブロック１５ｈにジョブ破棄処理が初期設定されている場合（図１３
のステップＳ６４において「ＹＥＳ」）には、スキャナ１２にて得られた画像データをウ
ェブサーバ２にアップロードするアップロードジョブを破棄し、ＭＦＰ１におけるジョブ
履歴に破棄原因（オートリセットまたはタイムアウト）を記載して残す（ステップＳ６５
、図１４参照）。これにより、制御部１５内に残った電子化データが削除される。
【００５７】
　電子化データ処理ブロック１５ｈにメール通知処理が初期設定されている場合（ステッ
プＳ６６において「ＹＥＳ」）には、制御部１５は、ＭＦＰ１のログアウト処理を行って
、電子化データをボックス１５ｄに格納する（ステップＳ６７）。そして、認証ユーザで
あるＰＣ５に対して上記の所定のメールを送信する（ステップＳ６８）。この場合、認証
ユーザのＰＣ５からのメールの返信があると（ステップＳ６９において「ＹＥＳ」）、返
信されたメールの指示に従って電子化データを処理する（図１５参照）。
【００５８】
　すなわち、返信メールにおいて、電子化データの削除が指示されている場合（ステップ
Ｓ７０において「ＹＥＳ」）には、ボックス１５ｄに格納された電子化データを削除する
（ステップＳ７１）。返信メールにおいて、電子化データを、再度、ウェブサーバ２にア
ップロードすることが指示されている場合（ステップＳ７２において「ＹＥＳ」）には、
ボックス１５ｄに格納された電子化データを、ブラウザ２１ａによって、再度、ウェブサ
ーバ２にアップロードする（ステップＳ７３）。さらに、返信メールにおいて、電子化デ
ータを指定された転送先に転送することが指示されている場合（ステップＳ７４において
「ＹＥＳ」）には、ボックス１５ｄに格納された電子化データを、指定された転送先に転
送する（ステップＳ７５）。これにより、電子化データはＭＦＰ１のボックス１５ｄから
削除される。この場合の転送先としては、前述したように、認証されたＰＣのボックス、
認証された他のＭＦＰのボックス等である。また、所定時間が経過しても、メール返信が
ない場合（ステップＳ６９において「ＮＯ」）には、メール通知のみを行う。
【００５９】
　電子化データの処理としてメール通知が電子化データ処理ブロック１５ｈに初期設定さ
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れていない場合（ステップＳ６６において「ＮＯ」）であって、ファイル転送処理が設定
されている場合（ステップＳ７６において「ＹＥＳ」）には、設定された所定の転送先に
電子化データを転送する（ステップＳ７７）。この場合の転送先としては、ウェブサーバ
以外のサーバ、認証ユーザのＰＣ、他のＭＦＰのユーザボックス等である（図１５参照）
。
【００６０】
　なお、電子化データの処理として、ジョブの廃棄、メール通知、ファイル転送のいずれ
の処理も初期設定されていない場合（ステップＳ７６において「ＮＯ」）には、ジョブの
廃棄が初期設定され（ステップＳ７８）、ステップＳ６５に進んで、スキャナ１２にて得
られた画像データをウェブサーバ２にアップロードするアップロードジョブを破棄し、Ｍ
ＦＰ１におけるジョブ履歴に破棄原因（オートリセットまたはタイムアウト）を記載して
残す（ステップＳ６５、図１４参照）。これにより、制御部１５内に残った電子化データ
が削除される。
【００６１】
　以上のように、ＭＦＰ１のオートリセットまたはウェブサーバ２のタイムアウトによっ
て、データ電子化ブロック１５ｆにて電子化されたデータがサーバ２に対してアップロー
ドされることなく制御部１５内に残っている場合には、予め設定された削除等の処理が実
行される。これにより、制御部１５内において電子化されたデータが残されていることに
よる記憶容量の減少を抑制することができ、また、削除されることによって、残った電子
データが悪用されることも防止できる。
【００６２】
　なお、上記の実施の形態では、画像読取装置が設けられた画像形成装置としてＭＦＰに
ついて説明したが、これに限定されるものではなく、複写機、ファクシミリ等の画像形成
装置にも本発明は適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、画像読取手段を有する画像処理装置に関するものであり、画像読取手段によ
って読み取られた画像データを、搭載されたブラウザによってウェブサーバにアップロー
ドする際のユーザの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置であるＭＦＰを用いた通信システムを示
す概略図である。
【図２】そのＭＦＰの構成を示すブロック図である。
【図３】そのＭＦＰに設けられたブラウザによって表示されるアップロードコントロール
画面の表示例である。
【図４】そのＭＦＰの表示パネルに表示される読取条件設定入力画面の表示例である。
【図５】そのＭＦＰの表示パネルに表示されるボックスデータ読込み設定入力画面の表示
例である。
【図６】そのＭＦＰによる実施形態１のアップロード処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図７】そのＭＦＰによるアップロード処理における自動タイミング処理のサブルーチン
を示すフローチャートである。
【図８】そのＭＦＰによる実施形態２におけるアップロード処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図９】そのＭＦＰによる実施形態３におけるアップロード処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図１０】そのＭＦＰによるアップロード処理において電子化データがアップロードされ
ない場合における電子化データの処理を初期設定するための表示画面である。
【図１１】その電子化データの処理を初期設定するためのファイル転送設定するための表
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【図１２】その電子化データの処理の手順を示すフローチャートである。
【図１３】その電子化データの処理の手順を示すフローチャートである。
【図１４】その電子化データの処理の一例を模式的に示す概念図である。
【図１５】その電子化データの処理の他の例を模式的に示す概念図である。
【符号の説明】
【００６５】
　　　１　　　　ＭＦＰ
　　　２　　　　ウェブサーバ
　　　３　　　　ネットワーク
　　１２　　　　スキャナ
　　１３　　　　表示パネル
　　１３ａ　　　アップロードコントロール画面
　　１３ｂ　　　読込み設定画面
　　１３ｃ　　　読取条件設定入力画面
　　１３ｄ　　　ボックスデータ読込み設定入力画面
　　１３ｅ　　　参照ボタン
　　１３ｆ　　　送信ボタン
　　１３ｇ　　　ファイル名表示欄
　　１５　　　　制御部
　　１５ｄ　　　ボックス
　　１５ｆ　　　データ電子化手段
　　１５ｇ　　　自動タイミング処理手段
　　１５ｈ　　　電子化データ処理手段
　　１６　　　　読取スタートボタン
　　２１　　　　表示パネルＡＰＰ
　　２１ａ　　　ブラウザ
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【図１２】 【図１３】
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