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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の画像処理機能を有する画像処理装置において、
　前記画像処理機能による動作の種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値を記憶する不揮発性
記憶手段と、
　前記画像処理機能の動作に応じて、該動作の種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値をカウ
ントアップし、前記不揮発性記憶手段に保持させる第１の制御手段と、
　前記不揮発性記憶手段からカウンタ値を取得し、該取得したカウンタ値を出力させると
ともに、該出力させた前記不揮発性記憶手段に保持されているカウンタ値をリセットさせ
る第２の制御手段と、
　前記不揮発性記憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行する第１モード
と前記不揮発性記憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行しない第２モー
ドとを選択的に設定可能にする設定手段と、を有し、
　前記第２の制御手段は、
　前記第１モードが設定された場合に、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させる
と共に該カウンタ値のリセットを実行させ、前記第２モードが設定された場合に、前記不
揮発性記憶手段のカウンタ値の出力は実行させるが該カウンタ値のリセットは実行させず
、
　且つ、前記第２の制御手段は、
　前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させる場合に、前記第１モードと前記第２モ
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ードのどちらのモードが設定されているかをユーザにより特定可能にする前記設定手段に
よる設定結果も出力させる、ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記１つ以上の画像処理機能は、画像データをメディア上に画像形成するプリント出力
機能を含み、
　前記第２の制御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値と前記設定結果
をプリント出力させることを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第２の制御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値を所定の通信媒
体を介して通信可能な外部装置に送信出力させることを特徴とする請求項１記載の画像処
理装置。
【請求項４】
　前記第２の制御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値を前記外部装置
に送信出力させるとともに、該送信出力したカウンタ値を正常受信した旨の返信を前記外
部装置より受信した場合のみ、前記不揮発性記憶手段に保持されているカウンタ値をリセ
ットすることを特徴とする請求項３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、前記第１モードと前記第２モードのうちの前記画像処理機能を指示可
能な操作部から指示されたモードを設定することを特徴とする請求項１乃至４の何れかに
記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、前記第１モードと前記第２モードのうちの所定の通信媒体を介して通
信可能な外部装置から指示されたモードを設定することを特徴とする請求項１乃至５の何
れかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記１つ以上の画像処理機能は、画像を読み込み電子化した画像データとして格納可能
な読み込み機能，画像データを公衆回線を介して送受信する通信機能を含むことを特徴と
する請求項１乃至６の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　１つ以上の画像処理機能と、前記画像処理機能による動作の種別毎にそれぞれ設けたカ
ウンタ値を記憶する不揮発性記憶手段とを有する画像処理装置のカウンタ管理方法におい
て、
　前記画像処理機能の動作に応じて、該動作の種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値をカウ
ントアップし、前記不揮発性記憶手段に保持させるカウントアップ工程と、
　前記不揮発性記憶手段からカウンタ値を取得し、該取得したカウンタ値を出力させると
ともに、該出力させた前記不揮発性記憶手段に保持されているカウンタ値をリセットさせ
るカウンタ確認工程と、
　前記不揮発性記憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行する第１モード
と前記不揮発性記憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行しない第２モー
ドとを選択的に設定可能にする設定工程と、を有し、
　前記カウンタ確認工程は、
　前記第１モードが設定された場合に、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させる
と共に該カウンタ値のリセットを実行させ、前記第２モードが設定された場合に、前記不
揮発性記憶手段のカウンタ値の出力は実行させるが該カウンタ値のリセットは実行させず
、
　且つ、前記カウンタ確認工程は、
　前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させる場合に、前記第１モードと前記第２モ
ードのどちらのモードが設定されているかをユーザにより特定可能にする前記設定工程に
よる設定結果も出力させる、ことを特徴とする画像処理装置のカウンタ管理方法。
【請求項９】
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　前記１つ以上の画像処理機能は、画像データをメディア上に画像形成するプリント出力
機能を含み、
　前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値と前記設定結
果をプリント出力させることを特徴とする請求項８記載の画像処理装置のカウンタ管理方
法。
【請求項１０】
　前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値を所定の通信
媒体を介して通信可能な外部装置に送信出力させることを特徴とする請求項８記載の画像
処理装置のカウンタ管理方法。
【請求項１１】
　前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値を前記外部装
置に送信出力させるとともに、該送信出力したカウンタ値を正常受信した旨の返信を前記
外部装置より受信した場合のみ、前記不揮発性記憶手段に保持されているカウンタ値をリ
セットすることを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置のカウンタ管理方法。
【請求項１２】
　前記設定工程は、前記第１モードと前記第２モードのうちの前記画像処理機能を指示可
能な操作部から指示されたモードを設定することを特徴とする請求項８乃至１１の何れか
に記載の画像処理装置のカウンタ管理方法。
【請求項１３】
　前記設定工程は、前記第１モードと前記第２モードのうちの所定の通信媒体を介して通
信可能な外部装置から指示されたモードを設定することを特徴とする請求項８乃至１２の
何れかに記載の画像処理装置のカウンタ管理方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上の画像処理機能は、画像を読み込み電子化した画像データとして格納可能
な読み込み機能，画像データを公衆回線を介して送受信する通信機能を含むことを特徴と
する請求項８乃至１３の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　請求項８乃至１４の何れかに記載された画像処理装置のカウンタ管理方法をコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　請求項８乃至１４の何れかに記載された画像処理装置のカウンタ管理方法をコンピュー
タに実行させるためのプログラムをコンピュータが読み取り可能に記憶した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像読み込み機能，画像形成機能等の画像処理機能を有する画像処理装置およ
び画像処理装置のカウンタ管理方法およびプログラムおよび記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、複写機やプリンタ等の画像処理装置においては、機器のスキャナ，プリンタの
動作回数をカウントし、機器動作回数を確認する目的で、トータルカウンタ，部門カウン
タ，部品カウンタ，機能別カウンタ等の各種のカウンタが設けられている。
【０００３】
上記トータルカウンタとは、機器の出荷後の累積動作回数を保持する目的のカウンタであ
り、用紙の搬送部分で機械的に枚数をカウントするメカカウンタ、あるいはソフト的にプ
リント枚数あるいは画像形成した面数をカウントして不揮発性記憶装置にカウンタデータ
を保持するソフトカウンタとして実施されている。
【０００４】
このトータルカウンタは、機器のプリンタエンジンのハード的な寿命に対する指標となる
とともに、コピー一枚に対して単価を設定し、カウント枚数に応じてユーザにメンテナン
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ス料金を請求するための課金カウンタとしても利用されている。
【０００５】
部門管理機能では、部門別カウンタが用意されている。オフィスなど多数のユーザが機器
を共有する環境では、ユーザ先の機器管理者が個人単位のユーザ、あるいは部署単位で機
器の利用状況の管理、あるいは利用回数の制限ができると有用であり、そのために部門管
理機能を具備することがある。
【０００６】
この部門管理機能においては、機器に登録されたユーザ、あるいは部門別にプリント枚数
のカウンタを保持しており、機器の動作に先だってユーザが入力した部門番号に基づき、
該当するカウンタを特定し動作回数を部門別にカウントしていた。
【０００７】
さらに、部門別にプリント枚数の上限値を設定可能とし、管理者がこの上限値を設定する
ことで、部門別に機器利用の制限をかけることを可能としている場合もある。
【０００８】
また、部門管理機能を備えた機器では、部門管理をより柔軟に行えるように、部門別のプ
リント枚数カウンタ値をゼロクリアし、リセットする機能を持つものもある。
【０００９】
部品カウンタは、機器の動作にともない消耗、あるいは劣化する部品についてそれぞれの
動作回数をカウントしておき、部品交換、あるいはメンテナンスの指標とするために用い
られる。部品カウンタは通常一般ユーザには公開せず、サービスマンが機器メンテナンス
を行う場合に参照、あるいは部品交換時にリセットされる。
【００１０】
機能別カウンタは、特にスキャン、プリント、コピー、ファクシミリ（ＦＡＸ）など複数
の機能を備えたデジタル複写機において、各機能が使用された回数、さらに動作時のカラ
ー、モノクロ、画質設定、画像レイアウト、出力部数、あるいは用紙の給紙カセット番号
別にカウンタを設け、機器の利用状況を把握するために用いられる。機能別カウンタも通
常一般ユーザには公開せず、サービスマン、あるいは機器製造会社が参照する情報として
扱われる。
【００１１】
さらに、主にサービスマンが機器のメンテナンス情報として利用するためのスキャン、プ
リント、機能別カウンタを備える機器もあるが、サービスマンのみが参照できるように一
般ユーザに対しては公開していない。
【００１２】
このように、特にデジタル複合機においては、さまざまな目的に応じて各種の機器動作回
数をカウントするカウンタが実施されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、複写機やプリンタが導入、利用される環境や稼動形態も多様化しており、
既存のカウンタでは、機能的に不充分であるケースが生じている。
【００１４】
例えば、不特定多数のお客が利用可能なように機器を設置され、お客が投入した金額に応
じて機器動作可能とするコイン装置を接続した複写機、即ち書店やコンビニエンスストア
などに設置され稼動している場合である。
【００１５】
このような場合、日、週、月など設置された店舗の都合による任意の期間中における機器
動作状況を、サービスマンではなく、設置先の店員等が確認できると一日締め、週締め、
などの集計、あるいはコイン装置から集金した実際の売上金額とのチェック等が可能とな
り、機器設置店舗にとって非常に有用で、店舗における機器運用の利便性が向上する。そ
のため、任意期間における機器動作を、設置先の店員等の操作により、カウント，集計さ
せたいという要望があった。
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【００１６】
しかし、従来の画像処理装置では、トータルカウンタが機器の動作の累計値であるため、
任意期間中の動作回数を知るには、前回確認時のトータル値を記録しておき、確認時のト
ータルカウンタ値との差分を計算するという手間がかかるうえに、手作業でカウンタ値を
記録する必要があるため間違いがおきやすく、正確さという点でも問題であった。
【００１７】
また、部門カウンタ、部品カウンタ等のカウンタも、上記のような用途で使用するにはカ
ウンタの目的が異なり、また設置先店舗の店員を含むユーザには公開していないカウンタ
も多く、機器設置先の店舗で一日締め、週締め、のような任意期間中における機器動作状
況集計を、サービスマンではなく店員が行うことができないという問題点があった。
【００１８】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、設置先の
機器管理者等が、簡単な操作により、所望する任意の期間におけるプリント，スキャン等
のカウンタ情報を集計させることができる仕組を提供することである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る第１の発明は、１つ以上の画像処理機能（図１に示すスキャナ２０７０，
プリンタ２０９５，モデム２０５０）を有する画像処理装置において、前記画像処理機能
による動作の種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値（図７０～図７２）を記憶する不揮発性
記憶手段（図１に示すＨＤＤ２００４）と、前記画像処理機能の動作に応じて、該動作の
種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値をカウントアップし、前記不揮発性記憶手段に保持さ
せる第１の制御手段（図１に示すＣＰＵ２００１により実行される図１２に示すカウンタ
モジュール１５３０，図７７のステップＳ９０２）と、前記不揮発性記憶手段からカウン
タ値を取得し、該取得したカウンタ値を出力させるとともに、該出力させた前記不揮発性
記憶手段に保持されているカウンタ値をリセットさせる第２の制御手段（図１に示すＣＰ
Ｕ２００１により実行される図７７のステップＳ９０３～Ｓ９０５）と、前記不揮発性記
憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行する第１モードと前記不揮発性記
憶手段から出力対象となるカウンタ値のリセットを実行しない第２モードとを選択的に設
定可能にする設定手段と、を有し、前記第２の制御手段は、前記第１モードが設定された
場合に、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させると共に該カウンタ値のリセット
を実行させ、前記第２モードが設定された場合に、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値の
出力は実行させるが該カウンタ値のリセットは実行させず、且つ、前記第２の制御手段は
、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値を出力させる場合に、前記第１モードと前記第２モ
ードのどちらのモードが設定されているかをユーザにより特定可能にする前記設定手段に
よる設定結果も出力させる、ことを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る第２の発明は、前記１つ以上の画像処理機能は、画像データをメディア上
に画像形成するプリント出力機能（図１に示すプリンタ２０９５）を含み、前記第２の制
御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得したカウンタ値と前記設定結果をプリント出力
させることを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る第３の発明は、前記第２の制御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得し
たカウンタ値を所定の通信媒体を介して通信可能な外部装置に送信出力させることを特徴
とする。
【００２２】
　本発明に係る第４の発明は、前記第２の制御手段は、前記不揮発性記憶手段から取得し
たカウンタ値を前記外部装置に送信出力させるとともに、該送信出力したカウンタ値を正
常受信した旨の返信を前記外部装置より受信した場合のみ、前記不揮発性記憶手段に保持
されているカウンタ値をリセットすることを特徴とする。
【００２５】
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　本発明に係る第５の発明は、前記設定手段は、前記第１モードと前記第２モードのうち
の前記画像処理機能を指示可能な操作部（図３に示す操作部２０１２）から指示されたモ
ードを設定することを特徴とする。
【００２６】
　本発明に係る第６の発明は、前記設定手段は、前記第１モードと前記第２モードのうち
の所定の通信媒体を介して通信可能な外部装置（図７５に示す機器情報管理サーバ１０２
１，１００２）から指示されたモードを設定することを特徴とする。
【００２７】
　本発明に係る第７の発明は、前記１つ以上の画像処理機能は、画像を読み込み電子化し
た画像データとして格納可能な読み込み機能（図１に示すスキャナ２０７０），画像デー
タを公衆回線を介して送受信する通信機能（図１に示すモデム２０５０）を含むことを特
徴とする。
【００２８】
　本発明に係る第８の発明は、１つ以上の画像処理機能と、前記画像処理機能による動作
の種別毎にそれぞれ設けたカウンタ値を記憶する不揮発性記憶手段とを有する画像処理装
置のカウンタ管理方法において、前記画像処理機能の動作に応じて、該動作の種別毎にそ
れぞれ設けたカウンタ値をカウントアップし、前記不揮発性記憶手段に保持させるカウン
トアップ工程（図７７のステップＳ９０２）と、前記不揮発性記憶手段からカウンタ値を
取得し、該取得したカウンタ値を出力させるとともに、該出力させた前記不揮発性記憶手
段に保持されているカウンタ値をリセットさせるカウンタ確認処理を実行するカウンタ確
認工程（図７７のステップＳ９０３～Ｓ９０５）と、前記不揮発性記憶手段から出力対象
となるカウンタ値のリセットを実行する第１モードと前記不揮発性記憶手段から出力対象
となるカウンタ値のリセットを実行しない第２モードとを選択的に設定可能にする設定工
程と、を有し、前記カウンタ確認工程は、前記第１モードが設定された場合に、前記不揮
発性記憶手段のカウンタ値を出力させると共に該カウンタ値のリセットを実行させ、前記
第２モードが設定された場合に、前記不揮発性記憶手段のカウンタ値の出力は実行させる
が該カウンタ値のリセットは実行させず、且つ、前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性
記憶手段のカウンタ値を出力させる場合に、前記第１モードと前記第２モードのどちらの
モードが設定されているかをユーザにより特定可能にする前記設定工程による設定結果も
出力させる、ことを特徴とする。
【００２９】
　本発明に係る第９の発明は、前記１つ以上の画像処理機能は、画像データをメディア上
に画像形成するプリント出力機能を含み、前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手
段から取得したカウンタ値と前記設定結果をプリント出力させることを特徴とする。
【００３０】
　本発明に係る第１０の発明は、前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手段から取
得したカウンタ値を所定の通信媒体を介して通信可能な外部装置に送信出力させることを
特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る第１１の発明は、前記カウンタ確認工程は、前記不揮発性記憶手段から取
得したカウンタ値を前記外部装置に送信出力させるとともに、該送信出力したカウンタ値
を正常受信した旨の返信を前記外部装置より受信した場合のみ、前記不揮発性記憶手段に
保持されているカウンタ値をリセットすることを特徴とする。
【００３４】
　本発明に係る第１２の発明は、前記設定工程は、前記第１モードと前記第２モードのう
ちの前記画像処理機能を指示可能な操作部から指示されたモードを設定することを特徴と
する。
【００３５】
　本発明に係る第１３の発明は、前記設定工程は、前記第１モードと前記第２モードのう
ちの所定の通信媒体を介して通信可能な外部装置から指示されたモードを設定することを
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特徴とする。
【００３６】
　本発明に係る第１４の発明は、前記１つ以上の画像処理機能は、画像を読み込み電子化
した画像データとして格納可能な読み込み機能，画像データを公衆回線を介して送受信す
る通信機能を含むことを特徴とする。
【００３７】
　本発明に係る第１５の発明は、第８乃至１４の発明のいずれかに記載された画像処理装
置のカウンタ管理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであることを特徴と
する。
【００３８】
　本発明に係る第１６の発明は、第８乃至１４の発明のいずれかに記載された画像処理装
置のカウンタ管理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶媒体にコンピ
ュータが読み取り可能に記憶させたことを特徴とする。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下で、本発明の機器の詳細な実施形態について、機器全般のハードウエア，ソフトウエ
アの全体構成と、本発明のポイントとなるカウンタ動作の実施形態について説明する。
【００４０】
＜機器全般の説明＞
〔ハードウェア〕
（全体構成）
図１は、本発明の画像処理装置の全体構成を示すブロック図である。
【００４１】
図において、２０００はコントローラユニット（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ）で、
画像入力デバイスであるスキャナ（Ｓｃａｎｎｅｒ）２０７０や画像出力デバイスである
プリンタ（Ｐｒｉｎｔｅｒ）２０９５と接続し、一方ではＬＡＮ２０１１や公衆回線（Ｗ
ＡＮ）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為のコントロ
ーラである。
【００４２】
２００１はＣＰＵで、システム全体を制御するコントローラである。２００２はＲＡＭで
、ＣＰＵ２００１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。２００３はＲＯＭで、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。２００４はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で、
システムソフトウェア，画像データを格納する。
【００４３】
２００６は操作部Ｉ／Ｆで、操作部（ＵＩ）２０１２とのインターフェース部であり、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Ｉ
／Ｆ２００６は、操作部２０１２から本システム使用者が入力した情報を、ＣＰＵ２００
１に伝える役割をする。
【００４４】
２０１０はネットワーク部（Ｎｅｔｗｏｒｋ）で、ＬＡＮ２０１１に接続し、情報の入出
力を行う。２０５０はモデム（ＭＯＤＥＭ）で、公衆回線２０５１に接続し、情報の入出
力を行うものであり、ファクシミリ送受信，電子メール送受信，ＦＴＰ等のデータ送受信
等が可能である。
【００４５】
以上のデバイスが、システムバス２００７上に配置される。
【００４６】
２００５はイメージバスインタフェース（Ｉｍａｇｅ　Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ）で、システムバ
ス２００７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。



(8) JP 4136546 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

【００４７】
画像バス２００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス２００
８上には以下のデバイスが配置される。
【００４８】
２０６０はラスターイメージプロセッサ（ＲＩＰ）で、ＰＤＬコードをビットマップイメ
ージに展開する。２０２０はデバイスＩ／Ｆ部で、画像入出力デバイスであるスキャナ２
０７０やプリンタ２０９５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。
【００４９】
２０８０はスキャナ画像処理部で、入力画像データに対し補正、加工、編集を行う。２０
９０はプリンタ画像処理部で、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。２０３０は画像回転処理部で、画像データの回転処理を行う。２０４０
は画像圧縮処理部で、多値画像データはＪＰＥＧ、２値画像画像データはＪＢＩＧ、ＭＭ
Ｒ、ＭＨの圧縮伸長処理を行う。
【００５０】
（画像入出力部）
図２は、画像入出力デバイスとして図１に示したスキャナ２０７０及びプリンタ２０９５
を説明する概観図である。
【００５１】
画像入力デバイスであるスキャナ２０７０は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤラ
インセンサ（図示せず）を走査することで、ラスタイメージデータ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、装置使用者が操作
部２０１２から読み取り起動指示することにより、ＣＰＵ２００１がスキャナ２０７０に
指示を与え、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。
【００５２】
画像出力デバイスであるプリンタ２０９５は、ラスタイメージデータを用紙上の画像に変
換する部分であり、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。
【００５３】
また、プリント動作の起動は、図１に示したＣＰＵ２００１からの指示によって開始する
。プリンタ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２１０１，２１０２，２１０３，２１０
４がある。また、排紙トレイ２１１１は印字し終わった用紙を受けるものである。
【００５４】
（操作部）
図３は、図１に示した操作部２０１２の構成を示す平面図である。
【００５５】
図において、２０１３はＬＣＤ表示部で、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ＣＰＵ２００１に伝える。
【００５６】
２０１４はスタートキーで、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いる。このス
タートキー２０１４の中央部には、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。
【００５７】
２０１５はストップキーで、稼働中の動作を止める働きをする。２０１６はＩＤキーで、
使用者のユーザＩＤを入力する時に用いる。２０１７はリセットキーで、操作部２０１２
からの設定を初期化する時に用いる。
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【００５８】
（スキャナ画像処理部）
図４は、図１に示したスキャナ画像処理部２０８０の構成を示すブロック図である。
【００５９】
図において、２０８１は画像バスＩ／Ｆコントローラで、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２０８０内の各デバイ
スの制御及びタイミングを発生させる。
【００６０】
２０８２はフィルタ部で、空間フィルタでコンボリューション演算を行う。２０８３は編
集部で、例えば入力画像データからマーカ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。
【００６１】
２０８４は変倍部で、読み取り画像の解像度を変える場合にラスタ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。２０８５はテーブルで、
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、行うテーブル変
換である。２０８６は２値化部で、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。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、画像バス上に転送される。
【００６２】
（プリンタ画像処理部）
図５は、図１に示したプリンタ画像処理部２０９０の構成を示すブロック図である。
【００６３】
図において、２０９１は画像バスＩ／Ｆコントローラで、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、プリンタ画像処理部２０９０内の各デバイ
スの制御及びタイミングを発生させる。２０９２は解像度変換部で、ネットワーク部（Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）２０１１あるいは公衆回線２０５１から来た画像データを、プリンタ２０
９５の解像度に変換するための解像度変換を行う。２０９３はスムージング部で、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。
【００６４】
（画像圧縮処理部）
図６は、図１に示した画像圧縮処理部２０４０の構成を示すブロック図である。
【００６５】
図において、２０４１は画像バスＩ／Ｆコントローラで、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、入力バッファ２０４２，出力バッファ２０４
５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２０４０の処理手順を示す。
【００６６】
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
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２０４１
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・ＪＢＩＧ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。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。
【００６７】
この際、入力バッファ２０４２は画像バスＩ／Ｆコントローラ２０４１と、画像圧縮部２
０４３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
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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）。
【００６８】
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。
【００６９】
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。
【００７０】
（画像回転処理部）
図７は、図１に示した画像回転処理部２０３０の構成を示すブロック図である。
【００７１】
図において、２０３１は画像バスＩ／Ｆコントローラで、画像バス２００８と接続し、そ
のバスシーケンスを制御する働き、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
処理部２０３０の処理手順を示す。
【００７２】
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
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２０３１
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。
【００７３】
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２
０３１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３２×３
２（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）。
【００７４】
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
参照）。
【００７５】
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に示すように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。
【００７６】
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。
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【００７７】
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。
【００７８】
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。
【００７９】
（デバイスＩ／Ｆ部）
図１０は、図１に示したデバイスＩ／Ｆ部２０２０の構成を示すブロック図である。
【００８０】
図において、２０２１は画像バスＩ／Ｆコントローラで、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、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２０９
５への制御信号を発生させる。
【００８１】
２０２２はスキャンバッファで、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。２０２３はシリアルパラレ
ル・パラレルシリアル変換部で、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。
【００８２】
２０２４はパラレルシリアル・シリアルパラレル変換部で、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。
【００８３】
２０２５はプリントバッファで、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２０９５に同期させて画像データを出力する。
【００８４】
以下に、画像スキャン時の処理手順を示す。
【００８５】
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２０２２に保存する。そして、画像バス２０
０８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で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。
【００８６】
また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４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２０
０８上に転送する。
【００８７】
以下に、画像プリント時の処理手順を示す。
【００８８】
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２０９５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。
【００８９】
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また、画像バス２００８がＩＥＥＥ１３９４の場合には、画像バスからおくられてくるシ
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。
【００９０】
さらに、デバイスＩ／Ｆ部２０２０には各種のオプション装置も接続可能であり、２０９
８はオプション装置のひとつであるコイン装置を示す。コイン装置は投入された貨幣ある
いは紙幣を判別し投入された金額を認識可能な装置で、機器の利用に対して単価を設定し
、不特定のユーザに装置を利用させる場合に使用される。
【００９１】
〔ソフトウェア〕
（システム全体）
図１１は、本発明の画像処理装置を適用可能なネットワークシステム全体の構成を示す模
式図である。
【００９２】
図において、１００１は本発明を適用可能な画像処理装置で、スキャナ，プリンタ等から
構成され、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）１０１
０に流したり、ＬＡＮ１０１０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、スキャナから読み込んだ画像をモデムにより、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０
に送信したり、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０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。
【００９３】
１００２はデータベースサーバで、画像処理装置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
ータベースクライアントであり、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。
【００９４】
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
ルの添付として受け取ることができる。１００５は電子メールクライアントで、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が可
能である。１００６はＨＴＭＬ文書をＬＡＮに提供するＷＷＷサーバであり、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。１０
０７はＤＮＳサーバである。１０１１はルータで、ＬＡＮ１０１０をインターネット／イ
ントラネット１０１２と連結する。
【００９５】
インターネット／イントラネット１０１２に、前述したデータベースサーバ１００２、Ｗ
ＷＷサーバ１００６、電子メールサーバ１００４、画像処理装置１００１と同様の装置で
ある、データベースサーバ１０２０、ＷＷＷサーバ１０２１、電子メールサーバ１０２２
、画像処理装置１０２３が連結している。また、ネットワーク上から画像処理装置１００
１，１０２３を含む各種機器を使用可能なようにユーザホスト１０５０が接続されている
。
【００９６】
一方、画像処理装置１００１は、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ１０３０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。
【００９７】
（ソフトウェアブロック全体構成）
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図１２は、図１に示した画像処理装置を適用可能な複合機のソフトウエア構成を示すブロ
ック図であり、図１に示したＣＰＵ２００１がＲＯＭ２００３又はＨＤＤ２００４又はそ
の他の記憶媒体に格納されたプログラムを実行することにより実現されるものとする。
【００９８】
図において、１５０１はＵＩ、即ちユーザインターフェイ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、あるいはデータの設定等を行う。
【００９９】
１５０２はアドレスブック（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ）、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、ＵＩ１
５０１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
。
【０１００】
１５０３はウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ）モジュールであり、図示しないＷｅｂ
クライアントからの要求により、本複合機の管理情報を通知するために使用される。管理
情報は、後述するコントロールＡＰＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌ　ＡＰＩ）１５１８を介して読
み取られ、後述のＨＴＴＰ１５１２、ＴＣＰ／ＩＰ１５１６、ネットワークドライバ（Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｄｒｉｖｅｒ）１５１７を介してＷｅｂクライアントに通知される。
【０１０１】
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）先に配布するものである。また、オペレータにより、本機器のスキ
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、後述するコントロールＡＰＩ１
５１８を介して機器を動作させ、データの生成を行う。
【０１０２】
１５０５は、ユニバーサルセンド（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｎｄ）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。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
先に本機器と同様の複合機が指定された際に実行されるモジュールである。
【０１０３】
１５０９はリモートコピースキャン（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｐｙ　Ｓｃａｎ）モジュールで
あり、本複合機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、本複合機単体で実現しているコピー（Ｃｏｐｙ）機能と同等の処理を行うモジュ
ールである。
【０１０４】
１５１０はリモートコピープリント（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｐｙ　Ｐｒｉｎｔ）モジュール
であり、本複合機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複合機を入
力先とし、本複合機単体で実現しているコピー（Ｃｏｐｙ）機能と同等の処理を行うモジ
ュールである。
【０１０５】
１５１１は機器情報管理モジュールで、装置内に保持する各種管理情報を扱うモジュール
であり、カウンタモジュール１５３０が保持する各種カウンタ、あるいは機器の紙詰まり
、エラー発生情報などを取得し、操作部画面へ表示、プリンタ部でのカウンタリスト、エ
ラー履歴のプリント出力、あるいはネットワーク経由での機器情報取得を行う。
【０１０６】
１５１２は本複合機がＨＴＴＰにより通信する際に使用されるモジュールであり、後述の



(14) JP 4136546 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

ＴＣＰ／ＩＰモジュール１５１６により上位アプリケーション群に通信機能を提供するも
のである。１５１３はｌｐｒモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰモジュール１５１６
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
するものである。１５１４はＳＭＴＰモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰモジュール
１５１６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　Ｍａｎａ
ｇｅｒモジュールであり、後述のＴＣＰ／ＩＰモジュール１５１６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１５０７、ＤＰモジュール１５０８、及
びリモートコピースキャンモジュール１５０９、リモートコピープリントモジュール１５
１０に通信を提供するものである。
【０１０７】
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後述するネット
ワークドライバ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｒｉｖｅｒ）によりネットワーク通信を提供するも
のである。
【０１０８】
ネットワークドライバ１５１７は、ネットワークに物理的に接続される部分を制御するも
のである。
【０１０９】
コントロールＡＰＩ１５１８は、ユニバーサルセンド１５０４等の上流モジュールに対し
、後述するジョブマネージャ（Ｊｏｂ　Ｍａｎａｇｅｒ）１５１９等の下流モジュールと
のインタ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ものである。
【０１１０】
ジョブマネージャ１５１９は、前述の各種モジュールよりコントロールＡＰＩ１５１８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、本複合機内で実行されるハード的な処理を一元管理するものである。
【０１１１】
１５２０はＣＯＤＥＣマネージャ（ＣＯＤＥＣ　Ｍａｎａｇｅｒ）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・制御するものである
。ＣＯＤＥＣマネージャ１５２０は図示しないデータ処理装置を制御し、スキャンマネー
ジャ（Ｓｃａｎｎｅｒ　Ｍａｎａｇｅｒ）１５２４が読み込んだ画像データ、あるいはプ
リントマネージャ（Ｐｒｉｎｔ　Ｍａｎｇｅｒ）１５２６がプリント出力しようとする画
像データについて、ＪＰＥＧ圧縮、ＭＭＲ圧縮／伸長などのデータ処理を行うことができ
る。
【０１１２】
スキャンマネージャ１５２４は、ジョブマネージャ１５１９が指示するスキャン処理を管
理・制御するものである。１５２５はスキャナエンジンインタフェース（Ｓｃａｎ　Ｅｎ
ｇｉｎ　Ｉ／Ｆ）であり、スキャンマネージャ１５２４と本発明の装置のコントローラに
接続されているスキャナエンジン部との通信を行うものである。
【０１１３】
プリントマネージャ１５２６は、ジョブマネージャ１５１９が指示する印刷処理を管理・
制御するものである。１５２７はプリンタエンジンインタフェース（Ｐｒｉｎｔ　Ｅｎｇ
ｉｎｅ－Ｉ／Ｆ）ドライバであり、プリントマネージャ１５２６と印刷部とのＩ／Ｆを提
供するものである。
【０１１４】
１５３０はカウンタ制御モジュールで、機器のトータルプリント面数、スキャン面数のカ
ウンタ値、また部門管理動作時の部門カウンタ、各種メンテナンス情報として参照される
部品動作回数などの各種カウンタを保持する。プリンタマネージャ１５２６，スキャナマ
ネージャ１５２４は、それぞれプリント，スキャンの動作を行うたびにカウンタモジュー
ル１５３０に通知を行い、不揮発性記憶装置（例えば、図１に示したＨＤＤ２００４）に
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保持している各種カウンタをカウントアップするものである。
【０１１５】
（アプリケーション）
以下、本発明の画像処理装置に組み込まれたアプリケーションの実施形態について説明す
る。
【０１１６】
図１３は、本発明の画像処理装置における配信に関する組み込みアプリケーションブロッ
クを示すブロック図である。
【０１１７】
図において、４０５０は、図１２に示したＵＩ１５０１の操作部アプリケーションに対応
するブロックである。４１００は、リモートコピーアプリケーションの送信側を示すブロ
ックである。４１５０は、同報配信（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｎｄ）の送信側を示すブ
ロックである。
【０１１８】
４２００は、ウェブプルプリント（Ｗｅｂ　Ｐｕｌｌ　Ｐｒｉｎｔ）モジュールを示すブ
ロックである。４２５０は、ウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ）モジュールを示すブ
ロックである。
【０１１９】
４３００は、リモートコピー（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｉｎｔ（Ｃｏｐｙ）　Ｄｅｖｉｃｅ）
の受信側（プリント側）を示すブロックである。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）を示すブロックである。
【０１２０】
４４５０は、同報配信で送信されてきたイメージを公知のノーツサーバ（Ｎｏｔｅｓ　Ｓ
ｅｒｖｅｒ）で受信・格納するブロックである。４５５０は、同報配信で送信されてきた
２値のイメージを受信・格納するブロックである。
【０１２１】
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サーバ（Ｍａｉｌ　Ｓｅ
ｒｖｅｒ）で受信・格納するブロックである。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・格納するブロックである。
【０１２２】
４６５０は、情報コンテンツを含んだ、公知のウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ）を
示すものである。４７００は、本発明のウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ）などにア
クセスする公知のウェブブラウザ（Ｗｅｂ　Ｂｒｏｗｓｅｒ）を示すものである。
【０１２３】
以下、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。
【０１２４】
「ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）アプリケーション」
ブロック４０５０に示したＵｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（以下、ＵＩ）の詳細は、前記
したとおりであるが、ここでは、アドレスブック（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｂｏｏｋ）４０５１
について説明する。このアドレスブック４０５１は、図１２に示したアドレスブック１５
０２に対応するものであり、本発明の機器内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。
【０１２５】
・機器の正式名やエイリアス名
・機器のネットワークアドレス
・機器の処理可能なネットワークプロトコル
・機器の処理可能なドキュメントフォーマット
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・機器の処理可能な圧縮タイプ
・機器の処理可能なイメージ解像度
・プリンタ機器の場合の給紙可能な紙サイズ、給紙段情報
・サーバ（コンピュータ）機器の場合のドキュメントを格納可能なフォルダ名
【０１２６】
以下に説明する各アプリケーションは、上記アドレスブック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。
【０１２７】
「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
前記アドレスブック４０５１より判別し、それに従い、スキャナにより読み取った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　Ｉｍａｇ
ｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）化し、ＳＬＭ４１０３に通して、ネットワーク上のプリン
タ機器に送信する。ＳＬＭ４１０３とは、詳細には説明しないが、公知のＳａｌｕｔａｔ
ｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ（または、Ｓｍａｒｔ　Ｌｉｎｋ　Ｍａｎａｇｅｒ）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。
【０１２８】
「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、配信先もプリンタ機器に
とどまらず、いわゆるサーバコンピュータにも直接配信可能である。
【０１２９】
以下、配信先に従って順に説明する。
【０１３０】
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　Ｐｒｉ
ｎｔｅｒ　Ｄａｅｍｏｎ）、プリンタ制御コマンドとして公知のＬＩＰＳ（登録商標）を
処理可能だとアドレスブック４０５１より判別した場合、同様にアドレスブック４０５１
より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、本実施形態では、公
知のＦＢＥ（Ｆｉｒｓｔ　Ｂｉｎａｒｉ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ）を用いて圧縮し、さらにＬ
ＩＰＳ（登録商標）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。
【０１３１】
配信先の機器が前記ＳＬＭで通信可能で、サーバ機器の場合、アドレスブック４０５１よ
り、サーバアドレス、サーバ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　ＩｍａｇｅＦｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）化し、ＳＬ
Ｍを通して、ネットワーク上のサーバ機器の特定のフォルダに格納する事が可能である。
【０１３２】
また、本実施形態の機器では、相手機器であるサーバが公知の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
ＪＰＥＧ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
サーバ機器の特定のフォルダに格納する事が可能である。
【０１３３】
配信先の機器が公知のＥ－Ｍａｉｌサーバである場合、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）し、公知のＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｃｏ
ｌ）４１５３を使用して、Ｅ－Ｍａｉｌサーバに送信する。その後の配信は、Ｍａｉｌ　
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Ｓｅｒｖｅｒ４５５０に従って実行される。
【０１３４】
「Ｗｅｂ　Ｐｕｌｌ　Ｐｒｉｎｔアプリケーション」
Ｗｅｂ　Ｐｕｌｌ　Ｐｒｉｎｔアプリケーションは、本実施形態と直接関係しないので、
説明は省略する。
【０１３５】
「Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒアプリケーション」
Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒアプリケーションは、本実施形態と直接関係しないので、説明は省
略する。
【０１３６】
以下、操作部２０１２の各画面について詳細に説明する。
【０１３７】
（操作画面）
図１４～図６０は、本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図であり、図３に
示したＬＣＤ表示部２０１３に表示される。
【０１３８】
本発明の画像処理装置が提供する機能は、「Ｃｏｐｙ」／「Ｓｅｎｄ」／「Ｒｅｔｒｉｅ
ｖｅ」／「Ｔａｓｋｓ」／「Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」／「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」
の６つの大きなカテゴリに分かれており、これらは図１４に示す操作画面３０１０上の上
部に表示される６つのメインタブ（ＣＯＰＹタブ３０１１／ＳＥＮＤタブ３０１２／ＲＥ
ＴＲＥＩＶＥタブ３０１３／ＴＡＳＫＳタブ３０１４／ＭＧＭＴタブ３０１５／ＣＯＮＦ
ＩＧタブ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、各カテゴリの
画面への切り替えが行われる。他カテゴリ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。
【０１３９】
「Ｃｏｐｙ」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。
【０１４０】
「Ｓｅｎｄ」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。
【０１４１】
「Ｒｅｔｒｉｅｖｅ」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。「Ｔａｓｋｓ」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Ｒｅｔｒｉｅｖｅを行う
ためのタスクの生成、管理を行う。
【０１４２】
「Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」はジョブ・アドレス帳・ブックマーク・ドキュメント・アカウ
ント情報などの管理を行う。「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」では自機に関しての設定（
ネットワーク、時計など）を行う。
【０１４３】
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。
【０１４４】
「ＩＤ入力画面」
電源投入直後および図３に示したＩＤキー２０１６押下時に図１５に示すＩＤ入力画面３
０２０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３０２４を押すと、前述の操作画面が表示され、操作が可能になる。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



(18) JP 4136546 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

ることができる。
【０１４５】
「ＣＯＰＹ画面」
ＣＯＰＹ画面表示時にスタートボタン２０１４を押すと、スキャナ２０７０が動作し、選
択されているプリンタ２０９５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。
【０１４６】
図１６に示すＣＯＰＹメイン画面３１００は、プリンタ選択ボタン３１０３およびプリン
タ表示領域３１０２、Ｉｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ選択ボタン３１０５およびＩｍａｇｅ
　Ｑｕａｌｉｔｙ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３１０
１、拡大縮小設定ボタン３１０６，３１０７、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３１
０９、テンキー３１１４から構成される。
【０１４７】
プリンタ選択ボタン３１０３を押すと、図１７に示すように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。
【０１４８】
図１６に示すＩｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ設定ボタン３１０５を押すと、図１８に示すよ
うにＩｍａｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ一覧３１２５が表示され、その中から所望のＩｍａｇｅ
　Ｑｕａｌｉｔｙを選択することができる。
【０１４９】
前述のコピーパラメータ設定ボタン（図１６に示す拡大縮小設定ボタン３１０７、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）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（図１９に示す拡大縮小設定サブ画面３
１３０、図２０に示す紙選択サブ画面３１４０、図２１に示すソータ設定サブ画面３１５
０、図２２に示す両面コピー設定サブ画面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。
【０１５０】
「ＳＥＮＤ画面」
Ｓｅｎｄ画面表示時に図３に示すスタートボタン２０１４が押されると、スキャナ２０７
０が動作し、読み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。
【０１５１】
図２３に示すＳＥＮＤメイン画面３２００は、宛先表示領域３２０２、詳細宛先数表示領
域３２０３、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、Ｅｄｉｔボタン３２１０、Ｄｅｌｅｔｅボタン３２１１、Ｓｕｂｊｅｃｔ
入力領域３２０５、Ｍｅｓｓａｇｅ入力領域３２０６、Ｆｉｌｅ　Ｎａｍｅ入力領域３２
０７、Ｃｏｖｅｒ　ｐａｇｅチェックボタン３２１２、Ｐｕｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤチェック
ボタン３２１３、Ｐｒｉｎｔ　Ｏｕｔチェックボタン３２１４、Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎ
ｇ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２４に示すＳＥＮＤ
初期画面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。
【０１５２】
図２３に示す宛先表示領域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。
【０１５３】
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宛先表示領域３２０２からある宛先を選択した後、Ｄｅｌｅｔｅボタン３２１１を押すと
、選択されていた宛先が削除される。Ｓｕｂｊｅｃｔ入力領域３２０５、Ｍｅｓｓａｇｅ
入力領域３２０６、Ｆｉｌｅ　Ｎａｍｅ入力領域３２０７を押すと、後述する図５８に示
す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。
【０１５４】
「アドレスブックサブ画面」
図２３に示すアドレスブックボタン３２０８を押すと、図２５に示す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２３に示したＳＥＮＤメイン画面
の宛先表示領域３２０２に追加される。図２５に示す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。
【０１５５】
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、図２３に示したＳＥＮＤメイン画面が表示される。
【０１５６】
アドレス帳の中の１つの項目を選択した状態でＤｅｔａｉｌボタン３２２９を押すと、図
２６に示すＤｅｔａｉｌサブ画面（詳細情報画面）３２３５が表示される。Ｄｅｔａｉｌ
サブ画面３２３５には選択された項目の情報としてアドレス帳から得られるすべての情報
が表示される。
【０１５７】
「サーチサブ画面」
図２５に示したアドレスブックサブ画面内のＳｅａｒｃｈ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図２７に示すサ
ーチサブ画面（アドレス検索画面）３２４０が表示される。
【０１５８】
サーチサブ画面３２４０において、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。
【０１５９】
検索対象クラス設定ボタン３２４６を押すと、図２８に示すように検索対象クラス一覧３
２６０が表示される。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。図２７に示す検索対象属性設定ボタン３２４８を押すことによって、図２９に示す検
索対象属性一覧３２６１が表示される。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。「Ｃｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ」，「Ａｄｄｒｅｓ
ｓ」，「Ｃｏｕｎｔｒｙ（クラス：Ｐｅｒｓｏｎ）」，「Ｃｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ」，「
Ｏｗｎｅｒ」，「Ｌｏｃａｔｉｏｎ」，「Ｍｏｄｅｌ」，「Ｔｙｐｅ」，「Ｒｅｓｏｌｕ
ｔｉｏｎ」，「Ｃｏｌｏｒ」，「Ｆｉｎｉｓｈｅｒ（クラス：Ｐｒｉｎｔｅｒ）」，「Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｎａｍｅ」，「Ｍｅｍｂｅｒ（クラス：Ｇｒｏｕｐ）」，「すべての属性（
クラス：Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）」
【０１６０】
図２７に示す検索対象条件設定ボタン３２５０を押すと、図３０に示すように検索対象条
件一覧３２６２が表示され、その一覧の中から条件を選択する。
【０１６１】
図２７に示す検索対象アドレスブック設定ボタン３２５３を押すと、図３１に示すように
検索対象アドレスブックの一覧３２６３が表示され、その中から選択することが可能にな
る。
【０１６２】
図２７に示す検索対象属性値入力領域３２５１を押すと、図５８に示すフルキーボード３
０４０が表示され、値を入力することが可能になる。
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【０１６３】
図２７に示すＤｏ　Ｓｅａｒｃｈ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。検索結果は図３２に示すように検索結果表示領域３２４１に表示され、
検索結果件数表示領域３２４４に件数が表示される。
【０１６４】
検索結果表示領域の項目のうち１つを選択した状態でＤｅｔａｉｌボタン３２５５を押す
と、図２６に示したように、その項目に対する詳細情報画面３２３５が表示される。
【０１６５】
図３２に示す検索結果表示領域３２４１内の項目で宛先に追加するものには選択マーク３
２６５を付加する。ＯＫボタン３２５７を押すと、サーチサブ画面３２４０がクローズさ
れ、図２３に示すＳＥＮＤメイン画面３２００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。
【０１６６】
図２７に示すキャンセルボタン３２５６を押した場合はサーチサブ画面がクローズされ、
図２３に示すＳＥＮＤメイン画面３２００に戻るが、宛先に変化はない。
【０１６７】
「詳細宛先サブ画面」
図２３に示すＳＥＮＤメイン画面のＮｅｗボタン３２０９を押すと図３３に示すＰｅｒｓ
ｏｎクラス詳細サブ画面（詳細宛先（Ｎｅｗ）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３２７
５～３２７８を押すと、ファックスの場合は図５９に示すテンキーボード３０５０、その
他は図５８に示すフルキーボード３０４０が表示され、入力可能になる。３２７９～３２
８２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。
【０１６８】
図２３に示すＳＥＮＤメイン画面でＰｅｒｓｏｎクラスの宛先が選択されている状態でＥ
ｄｉｔボタン３２１０が押された場合は、図３４に示すＰｅｒｓｏｎクラス詳細サブ画面
（詳細宛先（Ｐｅｒｓｏｎ）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。
【０１６９】
図２３に示すＳＥＮＤメイン画面で、Ｄａｔａ　Ｂａｓｅクラスの宛先が選択されている
状態でＥｄｉｔボタン３２１０が押された場合、図３５に示すＤａｔａ　Ｂａｓｅクラス
詳細サブ画面（詳細宛先（Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ）画面）３３１０が表示される。データベ
ースクラス詳細サブ画面３３１０には、データベース名３３１１、フォルダリスト３３１
２が表示される。
【０１７０】
図２３に示したＳＥＮＤメイン画面で、Ｇｒｏｕｐクラスの宛先が選択されている状態で
Ｅｄｉｔボタン３２１０が押された場合は、図３６に示すＧｒｏｕｐクラス詳細サブ画面
（詳細宛先（Ｇｒｏｕｐ）画面）３３２０が表示される。Ｇｒｏｕｐクラス詳細サブ画面
３３２０には、グループメンバー表示３３２１が表示される。
【０１７１】
「ＨＤ　ＳＥＴＴＩＮＧサブ画面」
図２３に示すＰｕｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤ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３７に示すＨＤ　ＳＥＴＴＩＮＧサブ画面（ハードディス
ク設定画面）３３３０が表示される。詳細説明は省略する。
【０１７２】
「Ｐｒｉｎｔ　Ｏｕｔサブ画面」
図２３に示すＰｒｉｎｔ　Ｏｕｔチェックボタン３２１４を押すと、図３８に示すプリン
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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３
３４５を押すと、図３９に示すように、紙サイズの一覧３３６０が表示され、そこから選
択する。図３８に示すソータ選択ボタン３３５０を押すと、図４０に示すように、選択可
能なソータ一覧３３６５が表示される。
【０１７３】
「Ｓｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面」
図２３に示すＳｃａｎ　Ｓｅｔｔｉｎｇボタン３２１５を押すと、図４１に示すＳｃａｎ
　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面（スキャン設定画面）３３７０が表示される。Ｓｃａｎ　Ｓｅ
ｔｔｉｎｇサブ画面３３７０内のＰｒｅｓｅｔ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。
【０１７４】
紙サイズ一覧ボタン３３７６を押下すると、図４２に示すように紙サイズ一覧表示３３９
０がプルダウン表示され、この一覧から使用する紙のサイズ、向きを選択する。
【０１７５】
図４１に示す解像度一覧ボタン３３７８を押下すると、図４３に示すように解像度一覧表
示３３９１がプルダウン表示され、この一覧から使用する紙のサイズ、向きを選択する。
【０１７６】
図４１に示すスキャンモード一覧ボタン３３８０を押下すると、図４４に示すようにスキ
ャンモード一覧表示３３９２がプルダウン表示され、この一覧から使用する紙のサイズ、
向きを選択する。
【０１７７】
「ＲＥＴＲＩＥＶＥ画面」
図４５に示すＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面（ＷＷＷ画面）３４００には、ＷＷＷサブタブ
３４０１、Ｅ－ｍａｉｌサブタブ３４０２、Ｆａｘサブタブ３４０３、ＦＴＰサブタブ３
４０４および各サブカテゴリで共通に使用されるＰＵＴ　ＩＮＴＯ　ＨＤチェックボタン
３４０５、ＰＲＩＮＴ　ＳＥＴＴＩＮＧボタン３４０６が表示される。
【０１７８】
ＷＷＷサブタブ３４０１、Ｅ－ｍａｉｌサブタブ３４０２、Ｆａｘサブタブ３４０３、Ｆ
ＴＰサブタブ３４０４を押すことによって、対応するＷＷＷサブ画面３４２２、図４６に
示すＥ－ｍａｉｌサブ画面３４３０、図４７に示すＦａｘサブ画面３４４０、図４８に示
すＦＴＰサブ画面３４５０の各サブ画面が表示される。なお、リセットを含む初期化時に
はＷＷＷサブ画面３４２２が表示される。
【０１７９】
「ＷＷＷサブ画面」
図４５に示すＷＷＷサブ画面３４２２表示時に、スタートボタン２０１４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。
【０１８０】
ＷＷＷサブ画面３４２２上のＵＲＬ入力領域３４１１を押すと、図５８に示すフルキーボ
ード３０４０が表示され、ＵＲＬの直接入力が可能になる。ＬｉｎｋＤｅｐｔｈ３４１２
およびＭａｘ　Ｐａｇｅｓ３４１４入力領域を押すと、図５９に示すテンキーボード３０
５０が表示され、数値を直接入力することが可能になる。
【０１８１】
「Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面」
図４５に示したＷＷＷサブ画面３４２２上でＢｏｏｋｍａｒｋボタン３４１９を押すと、
図４９に示すＢｏｏｋｍａｒｋサブ画面（ブックマークサブ画面）３４６０が表示される
。Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面３４６０中のブックマーク表示領域３４６１には設定されて
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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Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面３４６０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
。Ｂｏｏｋｍａｒｋサブ画面３４６０中のその他のボタンの機能の説明は省略する。
【０１８２】
「Ｅ－ｍａｉｌサブ画面」
図４６に示すＥ－ｍａｉｌサブ画面３４３０では、Ｅ－ｍａｉｌを受け取るための設定を
行う。各入力領域３４３１～３４３３を押すと図５８に示すフルキーボード３０４０が表
示され、入力可能になる。
【０１８３】
「Ｆａｘサブ画面」
図４７に示す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３４４
１を押すと、図５９に示すテンキーボード３０５０が表示され、ファックス番号入力が可
能になる。
【０１８４】
「ＦＴＰ　Ｓｅｒｖｅｒサブ画面」
図４８に示すＦＴＰサブ画面（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５８に
示すフルキーボード３０４０が表示され、入力可能になる。
【０１８５】
「ＨＤ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面」
図４５に示したＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面３４００において、各カテゴリに共通のＰｕ
ｔ　Ｉｎｔｏ　ＨＤチェックボタン３４０５を押すと、図３７に示したＨＤ　Ｓｅｔｔｉ
ｎｇサブ画面３３３０が表示される。機能は「ＳＥＮＤ」のＨＤ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画
面と同様である。
【０１８６】
「Ｐｒｉｎｔ　Ｓｅｔｔｉｎｇサブ画面」
図４５に示したＲＥＴＲＩＥＶＥメイン画面３４００において、各カテゴリに共通のＰｒ
ｉｎｔ　Ｓｅｔｔｉｎｇボタン３４０６を押すと、図５０に示すＰｒｉｎｔ　Ｓｅｔｔｉ
ｎｇサブ画面（ＲＥＴＲＩＥＶＥ－プリント設定画面）３４７０が表示される。機能は「
ＳＥＮＤ」の図３８に示したＰｒｉｎｔ　Ｏｕｔサブ画面（プリント設定画面）３３４０
と同様である。
【０１８７】
「ＴＡＳＫＳ画面」
図５１に示すＴＡＳＫＳメイン画面３５００が表示されている状態でスタートキー２０１
４が押されると、ＴＡＳＫＳ画面上で設定されたパラメータに従って、自動的なＲＥＴＲ
ＩＥＶＥ動作が実行される。
【０１８８】
ＴＡＳＫＳメイン画面３５００には、ＷＷＷサブタブ３５０１、Ｅ－ｍａｉｌサブタブ３
５０２、Ｐｒｉｎｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅサブタブ３５０３、Ｆａｘ　Ｒｅｃｅｉｖｅサブタ
ブ３５０４、Ｆａｘ　Ｐｏｌｌｉｎｇサブタブ３５０５のサブタブが表示されている。リ
セットを含む初期化時にはＷＷＷサブ画面３５１６が表示される。
【０１８９】
「ＷＷＷサブ画面」
ＷＷＷサブ画面３５１６内の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。
【０１９０】
Ｎｅｗボタン３５１３を押すと、図５２に示すＷＷＷタスク詳細サブ画面（ＷＷＷ詳細設
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定画面）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３５２０については後述する。
【０１９１】
図５１に示すＷＷＷタスク一覧から１つタスクを選択した状態でＥｄｉｔ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５２に示すＷＷＷタスク詳細サブ画面
３５２０が表示され、設定を編集することが可能になる。
【０１９２】
図５１に示すＷＷＷタスク一覧から１つタスクを選択した状態でＤｅｌｅｔｅボタン３５
１５を押すと、選択されたタスクは削除される。
【０１９３】
「ＷＷＷタスク詳細サブ画面」
図５２に示すＷＷＷタスク詳細サブ画面３５２０には、図４５に示したＲＥＴＲＩＥＶＥ
メイン画面３４００とＲＥＴＲＩＥＶＥのＷＷＷサブ画面３４２２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、Ｐｒｉｎｔ　Ｗｈｅｎ　Ｃｈａｎｇｅｄチェックボタン３５３６、転
送チェックボタン３５３７、ＯＫボタン３５３９、キャンセルボタン３５３８が表示され
る。ＲＥＴＲＩＥＶＥと共通の部分の説明は省略する。
【０１９４】
図５２に示すチェックタイム表示領域３５３４は、ＷＷＷタスク設定サブ画面がＮｅｗボ
タンによって表示された場合は空白、Ｅｄｉｔ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、後述する図５３～図５５に示すチェック
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。
【０１９５】
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。
【０１９６】
「チェックタイムサブ画面」
図５３に示すチェックタイムサブ画面３５５０にはスケジュールモード設定ボタン３５５
１～３５５３、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。Ｗｅ
ｅｋｌｙボタン３５５２選択時は図５４に示すように曜日設定チェックボタン３５６１が
表示される。Ｍｏｎｔｈｌｙボタン３５５３選択時は、図５５に示すように日付入力領域
３５７１が表示される。
【０１９７】
それぞれの入力領域を押すと、図５８に示すテンキーボード３０５０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。
【０１９８】
「ＭＧＭＴ画面」
図５６において、３６００はＭａｎａｇｅｍｅｎｔ画面である。詳細な説明は省略する。
【０１９９】
「ＣＯＮＦＩＧ画面」
図５７において、３７００はＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ画面である。詳細な説明は省略
する。
【０２００】
「フルキーボード」
図５８に示すフルキーボード３０４０は、文字の入力領域が押されたときに表示される。
ｗｗｗ．ボタン３０４１、ｃｏｍボタン３０４２を押すと、それぞれ「ｗｗｗ．」，「ｃ
ｏｍ」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
。
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【０２０１】
「テンキーボード」
図５９に示すテンキーボード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。
【０２０２】
「エラー画面」
図６０に示すエラー画面３０３０は、何らかのエラーがあった場合に表示される。エラー
画面３０３０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。
【０２０３】
（ＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｅｒｖｉｃｅ（ＤＩＳ））
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ＡＰＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌ　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ＤｅｖｉｃｅＩｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｅｒｖｉｃｅ（以下、ＤＩＳと呼称する）として定義している。
【０２０４】
図６１は、ＤＩＳとジョブマネージャ及びドキュメントマネージャとのやり取りを示す模
式図である。
【０２０５】
図において、７１０２はＤＩＳである。７１０１はジョブマネージャ（ＪｏｂＭａｎａｇ
ｅｒ）であり、図１２に示したジョブマネージャ１５１９に対応する。７１０３は（Ｓｃ
ａｎＭａｎｅｇｅｒ）であり、図１２に示したスキャンマネージャ１５２４に対応する。
７１０４はプリントマネージャ（ＰｒｉｎｔＭａｎｅｇｅｒ）で、図１２に示したプリン
トマネージャ１５２６に対応する。
【０２０６】
基本的に、ジョブ（Ｊｏｂ）の開始命令など動的な情報はジョブマネージャ７１０１から
各ドキュメントマネージャ（ＤｏｃｕｍｅｎｔＭａｎａｇｅｒ（スキャンマネージャ７１
０３，プリントマネージャ７１０４）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ＤＩＳ７１０２を参照する。
【０２０７】
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、ＤＩＳ７１０２を介して
ジョブマネージャ７１０１に伝えられる。
【０２０８】
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、各ドキュメントマネージャ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、ＤＩＳのデータベースへ書き込みを行う。
【０２０９】
ジョブマネージャから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。
【０２１０】
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。
【０２１１】
図６２は、図６１に示したＤＩＳ７１０２内部のデータベース及びカウンタを示す模式図
であり、ＤＩＳ７１０２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。
【０２１２】
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図中の丸角長方形は個々のＤＢを表している。
【０２１３】
７２０１はスーパバイザ（Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒ）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ＤＢであり、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。
【０２１４】
７２０２はスキャンコンポーネント（ＳｃａｎＣｏｍｐｏｎｅｎｔ）ＤＢ、７２０３はプ
リントコンポーネント（ＰｒｉｎｔＣｏｍｐｏｎｅｎｔ）ＤＢであり、これらコンポーネ
ント（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）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プリントコンポーネントＤＢが保持される
。各プリントコンポーネント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
ジャがプリントコンポーネントの機能やステータスを設定する。
【０２１５】
７２０４はスキャンジョブサービス（ＳｃａｎＪｏｂＳｅｒｖｉｃｅ）ＤＢ、７２０５は
プリントジョブサービス（ＰｒｉｎｔＪｏｂＳｅｒｖｉｃｅ）ＤＢであり、これらのジョ
ブサービス（ＪｏｂＳｅｒｖｉｃｅ）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。
【０２１６】
次に、ジョブ（Ｊｏｂ）ＤＢ、ドキュメント（Ｄｏｃｕｍｅｎｔ）ＤＢについて説明する
。
【０２１７】
７２０６はスキャンジョブ（ＳｃａｎＪｏｂ）ＤＢ、７２０７はプリントジョブ（Ｐｒｉ
ｎｔＪｏｂ）ＤＢの各ジョブＤＢ、７２０８はスキャンドキュメント（ＳｃａｎＤｏｃｕ
ｍｅｎｔ）ＤＢ、７２０９はプリントドキュメント（ＰｒｉｎｔＤｏｃｕｍｅｎｔ）ＤＢ
である。
【０２１８】
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Ｄ
Ｂ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ＤＢが確保され
る場合がある。
【０２１９】
７２１０はソフトカウンタ（Ｓｏｆｔ　Ｃｏｕｎｔｅｒ）で、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（Ｓｃ
ａｎ）回数、プリント（Ｐｒｉｎｔ）回数を記録するためのカウンタテーブルである。
【０２２０】
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。
【０２２１】
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
７２１１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
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たイベントデータをイベントデータベース（Ｅｖｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ）７２１１から削除
する。
【０２２２】
ジョブマネージャよりイベントのポーリングが行われた場合、ＤＩＳはイベントデータベ
ース（Ｅｖｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ）７２１１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。
【０２２３】
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。このソフトウェアによるカウン
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。
【０２２４】
（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。
【０２２５】
図６３は、本発明を適用可能な画像処理装置におけるスキャン動作に関するブロックの概
念図である。
【０２２６】
図に示すように、ＰＣＩバス８１０５（図１のシステムバス２００７，画像バス２００８
に対応）にＣＰＵ８１０１（図１のＣＰＵ２００１に対応）とメモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）８
１０２（図１のＲＡＭ２００２に対応）、画像の圧縮・伸長ボード（ＣＯＤＥＣ）８１０
４（図１の画像圧縮処理部２０４０に対応）、及びスキャナ（Ｓｃａｎｎｅｒ）８１０７
（図１のスキャナ２０７０に対応）と、このシステムを接続するためのＩ／Ｆを提供する
ＳＣＳＩ　Ｉ／Ｆ回路（ＳＣＳＩＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）８１０３（図１のデバイスＩ／
Ｆ２０２０に対応）が接続されている。
【０２２７】
ＳＣＳＩ　Ｉ／Ｆ回路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。
【０２２８】
また、ＰＣＩバス８１０５にはＩＤＥコントローラ（ＩＤＥ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）８
１０８が接続されており、ＩＤＥケーブル（ＩＤＥ　Ｃａｂｌｅ）８１０９を介してＩＤ
Ｅハードディスク（ＩＤＥ　Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ）８１１０（図１のＨＤＤ２００４に対
応）と接続されている。
【０２２９】
図６４は、本発明を適用可能な画像処理装置におけるスキャン動作に関するソフトウェア
構造を示したブロック図でる。
【０２３０】
図に示すように、ジョブマネージャ（ＪｏｂＭａｎａｇｅｒ）８２０１（図６１のジョブ
マネージャ７１０１に対応）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（図６１のＤＩＳ７１０２に対応）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パラメータを保存する。
【０２３１】
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８２０
３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６５に示す
ジョブ番号８３０３，ドキュメント番号８３０４のテーブルデータ８３０１を受け取り、
ジョブ番号８３０３，ドキュメント番号８３０４のテーブルデータ８３０１を元に、ＤＩ
Ｓ８２０２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。
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【０２３２】
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。
【０２３３】
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６３に示したＰＣＩ８１０５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、ＳＣＳＩ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。
【０２３４】
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。
【０２３５】
要求を受け取った圧縮・伸長制御部８２０５は、ＰＣＩ８１０５に接続されているＣＯＤ
ＥＣ８１０４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
８３０９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ＰＣＩ８１
０５を介してメモリ８１０２に格納する。
【０２３６】
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８１０
２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。
【０２３７】
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。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
、ＩＤＥケーブル８１０９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。
【０２３８】
スキャンシーケンス制御部８２０４は、ファイルシステム８２０６がＩＤＥ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、スキャナ８１０７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にスキャン終了通知を送り返す。
【０２３９】
この時点で、スキャナ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８２０４にスキ
ャン動作を要求する。
【０２４０】
一方、スキャナ８１０７上にスキャンされていない原稿が存在しない場合、またはジョブ
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。
【０２４１】
図６５は、本発明を適用可能な画像処理装置におけるテーブルデータ，スキャンパラメー
タを示す模式図である。
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【０２４２】
図に示すように、テーブルデータ８３０１は、ジョブ番号８３０３，ドキュメント番号８
３０４から構成される。
【０２４３】
また、スキャンパラメータ８３０２は、ジョブ番号８３０５，ドキュメント番号８３０６
，画像ファイルタイプ８３０７，スキャン画像属性８３０８，スキャン画像圧縮形式８３
０９から構成される。
【０２４４】
（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。
【０２４５】
図６６は、本発明を適用可能な画像処理装置におけるプリント動作に関するブロックの概
念図である。
【０２４６】
図に示すように、ＰＣＩバス９００５（図１のシステムバス２００７，画像バス２００８
に対応）にＣＰＵ９００１（図１のＣＰＵ２００１に対応）とメモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）９
００２（図１のＲＡＭ２００２に対応）、画像の圧縮・伸長ボード（ＣＯＤＥＣ）９００
４（図１の画像圧縮処理部２０４０に対応）、及びプリンタ９００７（図１のプリンタ２
０９５に対応）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（Ｅｎｇｉｎｅ　Ｉ／Ｆボード）９００３（図１のデバイスＩ／Ｆ２０２０に対応）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ケーブル９００６で
接続されている。
【０２４７】
エンジンＩ／Ｆボード９００３は、内部にＤＰＲＡＭを持ち、このＤＰＲＡＭを介してプ
リンタ９００７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９００７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（Ｖ
ｉｄｅｏＣｌｏｃｋ）とＨＳＹＮＣに合わせて、ＰＣＩ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を介してプリンタに送信する。
【０２４８】
この送信のタイミングを図で表すと、図６７に示す様になる。
【０２４９】
図６７は、図６６に示したエンジンＩ／Ｆボード９００３とプリンタ９００７間での通信
タイミングを示すタイミングチャートである。
【０２５０】
図に示すように、プリンタ９００７からビデオコントローラに出力される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プリンタ９００７からビデオ
コントローラに与えられる。
【０２５１】
ビデオコントローラは、設定された画像幅（ＷＩＤＴＨ）分のデータを、設定されたＰＣ
Ｉ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、ＩＭＡ
ＧＥ＿ＥＮＤ割り込みを発生する。
【０２５２】
また、先に説明したとおり、ＣＰＵ９００１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。
【０２５３】
さらに、このジョブマネージャは、ジョブの設定をＤＩＳに格納し、プリントマネージャ
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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９００３、及びＤＰＲＡＭを介
してプリンタ９００７に設定する。
【０２５４】
エンジンＩ／Ｆボード９００３の設定項目を図６８に、プリンタ９００７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６９に示す。
【０２５５】
図６８は、図６６に示したエンジンＩ／Ｆボード９００３の設定項目を示す模式図である
。
【０２５６】
図６９は、図６６に示したプリンタ９００７のＤＰＲＡＭを介した設定項目及び制御コマ
ンド，状態コマンドを示す模式図である。
【０２５７】
以下、図６８，図６９を参照して設定項目，制御コマンド，状態コマンドについて説明す
るが、簡単のためにこのジョブを非圧縮、レター（１１×８．５）サイズ２値画像の、２
ページ１部プリント、プリンタ９００７が６００ｄｐｉの性能を持つものとして、具体的
に動作を説明する。
【０２５８】
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」
側とする）の画像バイト数「ＷＩＤＴＨ（Ｂｙｔｅｓ）」を以下の式により算出する。
【０２５９】
「ＷＩＤＴＨ＝８．５×６００÷８≒６３０（Ｂｙｔｅｓ）」
次に、ライン数ＬＩＮＥＳ（Ｌｉｎｅｓ）を以下の式により演算する。
【０２６０】
「ＬＩＮＥＳ＝１１×６００＝６６００（Ｌｉｎｅｓ）」
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ＳＯＵＲＣＥアド
レスとを図６８に示したＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥに設定する。
【０２６１】
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。
【０２６２】
次に、プリントマネージャは、図６９に示したＤＰＲＡＭの所定のアドレス（ＢｏｏｋＮ
ｏ）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、プリンタ９００７からのＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱを待つ。プ
リンタ９００７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９００３は画像を出力する。
【０２６３】
プリンタ９００７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ＳＨＥＥＴ＿ＯＵＴを出力する。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ＷＩＤＴＨ，ＬＩＮＥＳ，ＳＯＵＲＣＥを
エンジンＩ／Ｆボード９００３に設定し、ＦＥＥＤ＿ＲＥＱを出して、ＩＭＡＧＥ＿ＲＥ
Ｑを待つ。２ページ目のＩＭＡＧＥ＿ＲＥＱが来てからの動作は、１ページ目と同様であ
る。
【０２６４】
＜カウンタ確認・リセット構成の説明＞
つづいて、本発明の画像処理装置におけるカウンタ確認・リセット動作について説明する
。
【０２６５】
図７０，図７１，図７２は、図１２に示したカウンタ制御モジュール１５３０が不揮発性
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記憶装置（例えば、図１に示したＨＤＤ２００４）に保持する本発明の画像処理装置に具
備するカウンタデータの構成を示す模式図である。なお、図７０はカウンタが初期化され
カウント開始された時点の状態を、図７１はカウント開始後ある時間が経過して各カウン
タがカウントアップされている状態を、図７２はカウンタ確認リセットの動作後、カウン
タ開始日時及びカウンタ値が再初期化された状態を示している。
【０２６６】
図７０，図７１，図７２の内容は同じであり、その状態の違いで図示される内容が異なっ
ているため、詳細は図７０を用いて説明し、図７１，図７２の詳細説明は省略する。
【０２６７】
図７０において、１０１はカウント動作開始日時の値である。１１０はＳｍａｌｌ用紙の
カラープリント面数、１１１はＬａｒｇｅ用紙のカラープリント面数、１１２はＳｍａｌ
ｌ原稿のカラースキャン面数、１１３はＬａｒｇｅサイズのカラースキャン面数、１１４
はＳｍａｌｌ用紙のカラー両面プリントの用紙枚数、１１５はＬａｒｇｅ用紙のカラー両
面プリントの用紙枚数、１１６はＳｍａｌｌ用紙のモノクロプリント面数、１１７はＬａ
ｒｇｅ用紙のモノクロプリント面数、１１８はＳｍａｌｌ原稿のモノクロスキャン面数、
１１９はＬａｒｇｅ原稿のモノクロスキャン面数、１２０はＳｍａｌｌサイズのモノクロ
両面プリントの用紙枚数、１２１はＬａｒｇｅサイズのモノクロ両面プリントの用紙枚数
、のカウンタである。
【０２６８】
なお、プリントのカウンタは、画像形成された用紙が画像形成装置の機体から排紙された
タイミングでカウントアップされ、スキャンのカウンタは、原稿を読み込み電子データと
して装置内の記憶装置に格納した時点でカウントアップされる。
【０２６９】
図７３は、本発明の画像処理装置において、カウンタ確認プリントを実行した場合の、プ
リント出力結果を示す模式図である。
【０２７０】
図において、５０１は出力日時で、装置がカウンタ確認プリントを実行した現時刻である
。５０２はカウンタリセットモードで、カウンタ確認プリント時に、カウンタを「リセッ
ト」するか否かのモード設定を示し、この図では「リセット」する設定であることを示し
ている。
【０２７１】
５１０は総計情報欄で、カウント開始日時、カウンタ確認（集計）日時、及びプリント、
スキャンそれぞれのトータルカウンタ値を含む総計情報欄である。
【０２７２】
５２０は詳細情報欄（カラー）で、カラープリント、カラースキャンのカウンタに関する
詳細情報欄である。５３０は詳細情報欄（モノクロ）で、モノクロプリント、モノクロス
キャンのカウンタに関する詳細情報欄である。
【０２７３】
図７４は、本発明の画像処理装置において、カウンタ確認プリントを行う場合の、図３に
示した操作部画面２０１３に表示される画面７０１の一例を示す模式図である。
【０２７４】
図において、７１０はカレント情報表示欄で、現在のカウンタ情報を表示するものである
。７２０はカウンタリセットモード設定欄で、カウンタ確認プリント時にカウンタをリセ
ットするかどうかを選択、設定する欄であり、「する」ボタン７２２を選択し有効にすれ
ばカウンタ確認時にカウンタをリセットし、「しない」ボタン７２１を選択し有効にすれ
ばカウンタをリセットしない。
【０２７５】
７３０はカウンタプリント開始ボタンで、カウンタ確認プリントの動作開始を指示するた
めのボタンである。この図の例では、動作モードが「カウンタリセットする」の設定とな
っており、この状態で、カウンタプリント開始ボタン７３０を押下すると、図１２に示し
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たＵＩモジュール１５０１から機器情報管理モジュール１５１１にカウンタ確認プリント
動作が指示される。機器情報管理モジュール１５１１は、コントロールＡＰＩ１５１８経
由でカウンタモジュール１５３０からカウンタ情報を取得し、そのカウンタ情報を元に図
７３に示した画像データを生成する。
【０２７６】
また、このときカウンタをリセット「する」／「しない」の設定値に応じて、必要ならカ
ウンタリセットをカウンタモジュール１５３０に指示し、カウンタモジュール１５３０は
、図７０に図示した不揮発性記憶装置に保持されているカウンタ値をゼロクリアし、リセ
ットする。
【０２７７】
図７５は、本発明の画像処理装置の設置形態についての具体例を示す模式図であり、図１
１と同一のものには同一の符号を付してある。
【０２７８】
図において、本発明を適用可能な画像処理装置１０２３は、図１のコントローラユニット
２０００，スキャナ２０７０，プリンタ２０９５，操作部２０１２から構成される画像処
理装置に対応するものである。１０９０は貨幣または紙幣を投入するためのコイン装置で
、図１のコイン装置２０９８に対応するものである。画像処理装置１０２３に接続されて
いるコイン装置１０９０は、機器を利用したいユーザ（機器設置店舗などのお客）による
貨幣または紙幣の投入を監視し、本体コントローラ（図１に示したコントローラユニット
２０００）に対してそのステータスを通知している。
【０２７９】
なお、貨幣または紙幣が投入されていない状態では、コイン装置１０９０から投入金額ゼ
ロのステータスが通知されており、図１２に示したＵＩモジュール１５０１は、図３に示
したスタートキー２０１４を無効としたうえで、ユーザに対してコイン装置に必要な金額
を投入するよう促す表示（図７６）を行う。
【０２８０】
また、ユーザが装置の動作に必要な金額をコイン装置１０９０に投入すると、コイン装置
はその金額を認識し表示するとともに、本体コントローラに対してその旨通知し、コント
ローラにおいて、ＵＩモジュール１５０１がスタートキー２０１４を有効にするとともに
画面表示を図１４に切り替え、本発明の画像処理装置を使用可能な状態とする。
【０２８１】
なお、ハード的にはコントローラとデバイスＩ／Ｆによって接続されるコイン装置は、コ
ントローラソフトモジュールのカウンタモジュール１５３０によって制御、監視されてお
り、コイン装置のステータス変化はカウンタモジュール１５３０によってＵＩモジュール
１５０１、あるいは機器情報管理モジュール１５１１などに通知される。
【０２８２】
機器情報管理サーバ（データベースサーバ）１０２０は、画像処理装置１０２３の設置先
内部のＬＡＮに接続されている。さらに、機器情報管理サーバ（データベースサーバ）１
００２は、インターネット経由で画像処理装置１０２３と接続された、画像処理装置１０
２３の販売会社や、画像処理装置１０２３の販売会社のサービスマンの拠点内に設置され
ている。
【０２８３】
機器情報管理サーバ１００２，１０２０は、画像処理装置１０２３の紙詰まりや各種のエ
ラーあるいはトナーなどの消耗品の消費レベル、定期的に交換必要な部品の動作状況を監
視しており、必要に応じてサービスマンあるいは設置先の管理者や店員に通報を行う。
【０２８４】
以下、図７７のフローチャートを参照して、本発明の画像処理装置において、カウンタ確
認プリントを行う処理について説明する。
【０２８５】
図７７は、本発明の画像処理装置における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャー
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トであり、カウンタ確認プリントを行う処理に対応する。なお、このフローチャートの処
理は、図１に示したＲＯＭ２００３又はＨＤＤ２００４又はその他の記憶媒体に格納され
たプログラムに基づいてＣＰＵ２００１により統括制御され実行されるものとする。また
、Ｓ９０１～Ｓ９０５は各ステップを示す。
【０２８６】
まず、ステップＳ９０１にて、カウンタの初期化を行う。この操作は図示しないカウンタ
初期化画面か、もしくは機器管理サーバ１００２あるいは１０２０からネットワーク経由
で行うことができる。ただし、この初期化操作を可能なのは機器管理者の権限を持つユー
ザだけであり、予め規定されたユーザ識別情報が正しく入力され、正当な権限を持つユー
ザであることが認証された場合にのみ、この初期化操作が実行可能である。
【０２８７】
この初期化操作が実行されると、ＵＩモジュール１５０１もしくはネットワークＮｅｔＷ
ｏｒｋ　Ｄｒｉｖｅｒ１５１７，ＴＣＰ／ＩＰ１５１６経由で機器情報管理モジュール１
５１１にカウンタ初期化が指示される。機器情報管理モジュール１５１１では、コントロ
ールＡＰＩ１５１８経由でカウンタモジュール１５３０に初期化を指示し、不揮発性記憶
装置に保持されるカウンタ情報をクリアする。その結果、不揮発性記憶装置上のカウンタ
情報は図７０に示すようにオールゼロ「０」とされ、カウント開始日時をクリア実行した
日時として書き込まれる。図７０では、「２００２年５月２４日１４時２５分２０秒」に
このカウンタ情報初期化が行われた場合を示している。
【０２８８】
カウンタ情報初期化後、ステップＳ９０２において、機器の動作に応じて対応するカウン
タのカウントアップ処理を行う。
【０２８９】
図７１に示すカウンタは、ステップＳ９０１にて初期化後、ある時間経過した後のカウン
タ情報に対応し、例えばカラープリント（Ｓｍａｌｌ）２１０は「１５２」カウント、モ
ノクロプリント（Ｓｍａｌｌ）２１６は「２２７」カウントされている。
【０２９０】
カウンタ情報を確認する場合、ステップＳ９０３において、カウンタ情報確認を行う。具
体的には、図３に示した表示画面２０１３に表示される図７４に示したカウンタメニュー
画面から「カウンタプリント開始」ボタン７０３及びカウンタリセット「する」／「しな
い」ボタン７２２／７２１を指示することにより、カウンタ確認プリント及びカウンタリ
セットする／しないを指示する。カウンタ確認プリントが指示されると、画像処理装置は
図７３に示したカウンタ情報集計情報をプリント出力する。
【０２９１】
次に、ステップＳ９０４において、カウンタリセットするか否かの設定値を判定し、リセ
ットする設定であれば、ステップＳ９０５において、カウンタを再初期化し、ステップＳ
９０２に戻り、カウント動作を再度「０」から開始する。
【０２９２】
一方、カウンタをリセットしない設定の場合、ステップＳ９０２に戻り、カウント動作を
継続する。
【０２９３】
図７２に示した例は、カウンタリセット「する」設定で、カウンタ確認プリントを実行し
た後のカウンタ情報を示しており、カウント開始日時３０１はステップＳ９０３でカウン
タ確認プリントを実行した、「２００２年５月２５日１５時１０分５０秒」が設定され、
カウンタ３１０～３２１はゼロクリア「０」されている。
【０２９４】
以上説明したように、本発明の画像処理装置設置先の機器管理者等が、簡単な操作により
、所望する任意の期間におけるプリント，スキャンのカウンタ情報を集計させることを可
能にする。
【０２９５】
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次に、ネットワーク経由でカウンタ確認プリント、あるいはカウンタ確認を行う場合につ
いて説明する。
【０２９６】
この場合、画像処理装置１０２３の操作部２０１２からカウンタ確認プリント動作を指示
するのではなく、ネットワークで画像処理装置１０２３に接続された機器情報管理サーバ
１００２あるいは１０２１からの、ネットワーク経由でのカウンタ確認指示に基づいてカ
ウンタ確認プリント動作、あるいはカウンタ情報データの機器情報管理サーバ１００２あ
るいは１０２０への返信を行うものである。この場合もプリント動作指示、あるいはカウ
ンタ確認プリント後カウンタをリセットする／しないの設定が画像処理装置１０２３の操
作部２０１２からではなくネットワーク経由となる点のみが違いとなるため、細部動作は
前に説明した実施形態と同じであるので、詳細説明は割愛する。
【０２９７】
ただし、ネットワーク経由でカウンタ情報の取得とカウンタリセットを行う場合、画像処
理装置１０２３からカウンタ情報を返信後、直ちにカウンタをリセットしてしまうとネッ
トワーク上でカウンタ情報がなんらかの障害によって機器情報管理サーバ１００２あるい
は１０２０に正常に到達しなかった場合、カウンタ情報が失われてしまう危険がある。そ
のため、ネットワーク経由でカウンタ情報取得とカウンタリセットを行う場合、画像処理
装置１０２３は、カウンタ情報を機器管理サーバ１００２あるいは１０２０に返信後、機
器管理サーバ１００２あるいは１０２０からの正常受信完了の通知を待ち、その通知を受
信後に実際のカウンタリセットを実行する。
【０２９８】
なお、ここまで、本発明の画像処理装置の装置構成として、画像形成装置（プリンタ２０
９５）と画像読み込み装置（スキャナ２０７０）の両方を具備する場合を説明したが、本
発明は、画像形成装置のみ、あるいは画像読取装置のみのいずれかを具備する画像処理装
置においても適用可能である。詳細は、前述した実施形態と同様であるので説明を割愛す
る。ただし、画像形成装置を具備しない構成においては、カウンタ確認プリントを行うこ
とができないため、カウンタ確認は画像処理装置の操作部２０１２でのカウンタ情報表示
、あるいはネットワーク経由でのカウンタ情報取得に限定されるものとする。
【０２９９】
また、本実施形態では、カウンタ確認処理指示時にカウンタのリセットを指示することに
より、カウンタ値を全てゼロクリアするように構成したが、図７０～図７２に示したカウ
ンタデータとは別に、従来と同様のトータルカウンタを備え、カウンタのリセット時に、
図７０～図７２に示したカウンタデータのカウンタ値のみをゼロクリアし、トータルカウ
ンタのカウンタ値はそのままとするように構成してもよい。
【０３００】
さらに、カウンタのリセット処理時に、カウンタ値の履歴（リセット日時順）を不揮発性
記憶装置に記憶させるように構成してもよい。そして、このカウンタ値の履歴も、操作部
２０１２又は機器情報管理サーバ１０２０，１００２等の外部装置からの指示により、読
み出して、プリント出力したり、外部装置に送信したりするように構成してもよい。
【０３０１】
また、機器情報管理サーバ１０２０，１００２へ転送出力されるデータは、所定の表計算
ソフトの形式としてもよいし、カンマ区切りファイルとして、任意の表計算ソフトとの互
換性を持たせるようにしてもよい。
【０３０２】
さらに、操作部２０１２から機器情報管理サーバ１０２０，１００２等の外部装置を指定
して、カウンタ確認処理を指示することにより、操作部２０１２からの指示により、カウ
ンタ値を外部装置に送信することができる。
【０３０３】
また、機器情報管理サーバ１０２０，１００２等の外部装置から出力先として画像処理装
置１０２３のプリンタ２０９５や機器情報管理サーバ１０２０，１００２等を指定して、
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カウンタ確認処理を指示することにより、カウンタ値を所望の出力先に送信することがで
きる。
【０３０４】
なお、これらの実施形態を組み合わせた構成も全て本発明に含まれるものである。
【０３０５】
以上説明したように、本実施形態の画像処理装置は、機器管理者等が簡単な操作により、
任意期間中における機器動作カウンタデータの集計確認を行うことができる。
【０３０６】
以下、図７８に示すメモリマップを参照して本発明に係る画像処理装置で読み出し可能な
データ処理プログラムの構成について説明する。
【０３０７】
図７８は、本発明に係る画像処理装置で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０３０８】
なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えばバ
ージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する情
報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０３０９】
さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また、
インストールするプログラムやデータが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も
記憶される場合もある。
【０３１０】
本実施形態における図７７に示す機能が外部からインストールされるプログラムによって
、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、ＣＤ－ＲＯＭや
フラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記憶
媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用される
ものである。
【０３１１】
以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピ
ュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行
することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０３１２】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実現
することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することにな
る。
【０３１３】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク，
ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，シリコンディスク等
を用いることができる。
【０３１４】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【０３１５】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
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後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０３１６】
また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給する
ことによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明を
達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体を該システ
ムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を
享受することが可能となる。
【０３１７】
さらに、本発明を達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムをネットワー
ク上のデータベースから通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、
そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【０３１８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、設置先の機器管理者等が、簡単な操作により、
所望する任意の期間におけるプリント，スキャン等のカウンタ情報を集計させることがで
きる等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の画像処理装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】画像入出力デバイスとして図１に示したスキャナ及びプリンタを説明する概観図
である。
【図３】図１に示した操作部の構成を示す平面図である。
【図４】図１に示したスキャナ画像処理部の構成を示すブロック図である。
【図５】図１に示したプリンタ画像処理部の構成を示すブロック図である。
【図６】図１に示した画像圧縮処理部の構成を示すブロック図である。
【図７】図１に示した画像回転処理部の構成を示すブロック図である。
【図８】図１に示した画像回転処理部の動作を示す図である。
【図９】図１に示した画像回転処理部の動作を示す図である。
【図１０】図１に示したデバイスＩ／Ｆ部の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の画像処理装置を適用可能なネットワークシステム全体の構成を示す模
式図である。
【図１２】図１に示した画像処理装置を適用可能な複合機のソフトウエア構成を示すブロ
ック図である。
【図１３】本発明の画像処理装置における配信に関する組み込みアプリケーションブロッ
クを示す図である。
【図１４】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図１５】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図１６】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図１７】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図１８】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図１９】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２０】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２１】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２２】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２３】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２４】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２５】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２６】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
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【図２７】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２８】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図２９】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３０】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３１】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３２】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３３】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３４】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３５】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３６】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３７】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３８】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図３９】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４０】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４１】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４２】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４３】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４４】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４５】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４６】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４７】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４８】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図４９】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５０】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５１】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５２】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５３】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５４】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５５】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５６】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５７】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５８】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図５９】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図６０】本発明の画像処理装置の操作画面の一例を示す模式図である。
【図６１】ＤＩＳとジョブマネージャ及びドキュメントマネージャとのやり取りを示す模
式図である。
【図６２】図６１に示したＤＩＳ内部のデータベース及びカウンタを示す模式図である。
【図６３】本発明を適用可能な画像処理装置におけるスキャン動作に関するブロックの概
念図である。
【図６４】本発明を適用可能な画像処理装置におけるスキャン動作に関するソフトウェア
構造を示すブロック図である。
【図６５】本発明を適用可能な画像処理装置におけるテーブルデータ，スキャンパラメー
タを示す模式図である。
【図６６】本発明を適用可能な画像処理装置におけるプリント動作に関するブロックの概
念図である。
【図６７】図６６に示したエンジンＩ／Ｆボードとプリンタ間での通信タイミングを示す
タイミングチャートである。
【図６８】図６６に示したエンジンＩ／Ｆボードの設定項目を示す模式図である。
【図６９】図６６に示したプリンタのＤＰＲＡＭを介した設定項目及び制御コマンド，状
態コマンドを示す模式図である。
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【図７０】図１２に示したカウンタ制御モジュールが不揮発性記憶装置（例えば、図１に
示したＨＤＤ）に保持する本発明の画像処理装置に具備するカウンタデータの構成を示す
模式図である。
【図７１】図１２に示したカウンタ制御モジュールが不揮発性記憶装置（例えば、図１に
示したＨＤＤ）に保持する本発明の画像処理装置に具備するカウンタデータの構成を示す
模式図である。
【図７２】図１２に示したカウンタ制御モジュールが不揮発性記憶装置（例えば、図１に
示したＨＤＤ）に保持する本発明の画像処理装置に具備するカウンタデータの構成を示す
模式図である。
【図７３】本発明の画像処理装置において、カウンタ確認プリントを実行した場合の、プ
リント出力結果を示す模式図である。
【図７４】本発明の画像処理装置において、カウンタ確認プリントを行う場合の、図３に
示した操作部画面に表示される画面の一例を示す模式図である。
【図７５】本発明の画像処理装置の設置形態についての具体例を示す模式図である。
【図７６】ユーザに対してコイン装置に必要な金額を投入するよう促す操作部の表示を示
す模式図である。
【図７７】本発明の画像処理装置における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図７８】本発明に係る画像処理装置で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【符号の説明】
２００１　ＣＰＵ
２００２　ＲＡＭ
２００３　ＲＯＭ
２００４　ＨＤＤ
２０７０　スキャナ
２０９５　プリンタ
２０９８　コイン装置
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