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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と通信可能に接続する電子装置であって、
　前記情報処理装置からのリクエストを受け付けるリクエスト受付手段と、
　コンテンツを保持するコンテンツ保持手段と、
　前記コンテンツに付加する情報である付加情報を保持する付加情報保持手段と、
　前記情報処理装置からの前記リクエストに対して応答するときに、前記リクエストの内
容から前記付加情報を前記コンテンツに付加するか否かを判断するための情報を保持する
保持手段と、
　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記情報処理装置からの前記リクエストに
応じた前記コンテンツを前記コンテンツ保持手段から取得する取得手段と、
　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記リクエストと、前記保持手段が保持す
る前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると判断されなかった場合に、前
記取得手段により取得した前記コンテンツを前記情報処理装置に送信する第１の応答手段
と、
　前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると判断された場合に、前記コン
テンツに前記付加情報を付加した応答を前記情報処理装置に送信する第２の応答手段と
を備えることを特徴とする電子装置。
【請求項２】
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　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記リクエストの内容を解析する解析手段
を備え、
　前記判断手段は、前記解析手段により解析した前記リクエストの内容と、前記保持手段
が保持する前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか否かを判断することを特
徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記保持手段には、予め登録されたユーザの識別情報が保持されており、
　前記判断手段は、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識別情報が、前記保持手
段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答手段は、前記判断手段により、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識
別情報が、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加した
応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１または２に記載の電子装置
。
【請求項４】
　前記保持手段には、予め登録された情報処理装置のアドレス情報が保持されており、
　前記判断手段は、前記リクエストを送信した前記情報処理装置のアドレス情報が、前記
保持手段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答手段は、前記判断手段により、前記リクエストを送信した前記情報処理装置の
アドレスが、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加し
た応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１または２に記載の電子装
置。
【請求項５】
　前記リクエスト受付手段は、前記情報処理装置からのＲＳＳ取得のリクエストを受け付
け、
　前記応答手段は、前記ＲＳＳ取得のリクエストに応じたＲＳＳを前記情報処理装置に送
信することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項６】
　前記付加情報は、前記情報処理装置から所定の処理を要求するリクエストを送信可能と
するためのユーザインタフェースを前記情報処理装置に表示させるための情報であること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項７】
　画像コンテンツを用いて実行された処理に対する履歴情報を保持する履歴保持手段を備
え、
　前記付加情報は、前記情報処理装置から前記画像コンテンツの出力、転送または返信の
少なくとも一つの処理を要求するリクエストを送信可能とするためのユーザインタフェー
スを前記情報処理装置に表示させるための情報であることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか一項に記載の電子装置。
【請求項８】
　前記電子装置は、ＦＡＸ機能を備え、
　前記履歴保持手段には、ＦＡＸの送受信において用いられた画像コンテンツの履歴情報
が保持されていることを特徴とする請求項７に記載の電子装置。
【請求項９】
　前記電子装置は、前記画像コンテンツを用いて処理を実行し、当該処理に対する履歴情
報を保持する保持手段を備える１以上の装置と通信可能に接続し、
　前記装置から、前記履歴情報を収集する収集手段を備えることを特徴とする請求項７に
記載の電子装置。
【請求項１０】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と通信可能に接続する電子装置とを備えたシステム
であって、
　前記電子装置は、
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　前記情報処理装置からのリクエストを受け付けるリクエスト受付手段と、
　コンテンツを保持するコンテンツ保持手段と、
　前記コンテンツに付加する情報である付加情報を保持する付加情報保持手段と、
　前記情報処理装置からの前記リクエストに対して応答するときに、前記リクエストの内
容から前記付加情報を前記コンテンツに付加するか否かを判断するための情報を保持する
保持手段と、
　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記情報処理装置からの前記リクエストに
応じた前記コンテンツを前記コンテンツ保持手段から取得する取得手段と、
　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記リクエストと、前記保持手段が保持す
る前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると判断されなかった場合に、前
記取得手段により取得した前記コンテンツを前記情報処理装置に送信する第１の応答手段
と、
　前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると判断された場合に、前記コン
テンツに前記付加情報を付加した応答を前記情報処理装置に送信する第２の応答手段と
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記リクエストの内容を解析する解析手段
を備え、
　前記判断手段は、前記解析手段により解析した前記リクエストの内容と、前記保持手段
が保持する前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか否かを判断することを特
徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記保持手段には、予め登録されたユーザの識別情報が保持されており、
　前記判断手段は、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識別情報が、前記保持手
段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答手段は、前記判断手段により、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識
別情報が、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加した
応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１０または１１に記載のシス
テム。
【請求項１３】
　前記保持手段には、予め登録された情報処理装置のアドレス情報が保持されており、
　前記判断手段は、前記リクエストを送信した前記情報処理装置のアドレス情報が、前記
保持手段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答手段は、前記判断手段により、前記リクエストを送信した前記情報処理装置の
アドレスが、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加し
た応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１０または１１に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　情報処理装置と通信可能に接続する電子装置の制御方法であって、
　リクエスト受付手段が、前記情報処理装置からのリクエストを受け付けるリクエスト受
付工程と、
　取得手段が、前記リクエスト受付工程によって受け付けた前記情報処理装置からの前記
リクエストに応じた、コンテンツ保持手段が保持するコンテンツを前記コンテンツ保持手
段から取得する取得工程と、
　判断手段が、前記リクエスト受付工程によって受け付けた前記リクエストと、保持手段
が保持する前記情報処理装置からの前記リクエストに対して応答するときに前記リクエス
トの内容から付加情報保持手段が保持する前記コンテンツに付加する情報である付加情報
を前記コンテンツに付加するか否かを判断するための情報とから、前記付加情報の付加が
必要であるか否かを判断する判断工程と、
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　第１の応答手段が、前記判断工程により、前記付加情報の付加が必要であると判断され
なかった場合に、前記取得工程により取得した前記コンテンツを前記情報処理装置に送信
する第１の応答工程と、
　第２の応答手段が、前記判断工程により、前記付加情報の付加が必要であると判断され
た場合に、前記コンテンツに前記付加情報を付加した応答を前記情報処理装置に送信する
第２の応答工程と
を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　解析手段が、前記リクエスト受付工程によって受け付けた前記リクエストの内容を解析
する解析工程を備え、
　前記判断工程は、前記解析工程により解析した前記リクエストの内容と、前記保持手段
が保持する前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか否かを判断することを特
徴とする請求項１４に記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記保持手段には、予め登録されたユーザの識別情報が保持されており、
　前記判断工程は、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識別情報が、前記保持手
段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答工程は、前記判断工程により、前記リクエストに含まれている前記ユーザの識
別情報が、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加した
応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１４または１５に記載の制御
方法。
【請求項１７】
　前記保持手段には、予め登録された情報処理装置のアドレス情報が保持されており、
　前記判断工程は、前記リクエストを送信した前記情報処理装置のアドレス情報が、前記
保持手段に登録されているか否かを判断し、
　前記応答工程は、前記判断工程により、前記リクエストを送信した前記情報処理装置の
アドレスが、前記保持手段に登録されていると判断された場合に、前記付加情報を付加し
た応答を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１４または１５に記載の制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＳＳ（RDF(Resource Description Framework) Site Summary、Rich Site 
Summary、Really Simple Syndication）等の構造化言語により記述されたメタデータを配
信する機能を有する電子装置、システムおよび制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、ＲＳＳを活用した技術が注目を集めており、ＦＡＸ受信履歴をＲＳＳにより配信
する機能を有したＦＡＸ装置等が提供されるに至っている（例えば、特許文献１参照。）
。
【０００３】
　図１は従来のＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置から取得したＲＳＳをＲＳＳリーダで閲覧
する場合の画面例を示す図であり、ＰＣ（Personal Computer）等のクライアント上のＲ
ＳＳリーダ画面３００において受信案件（アイテム）毎に受信日時３０１、送信元３０２
、プレビュー画像３０３等の情報が表示されるようになっている。
【特許文献１】特開２００６－５４７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置ではＦＡＸ受信履歴を遠隔のクライア
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ントから容易に確認できることから利便性の向上が達成されるものではあるが、ＲＳＳリ
ーダからはＦＡＸ受信履歴を確認することしかできず、ＦＡＸ受信画像を出力（印刷）し
たり転送したりするには、別途、ＦＡＸ管理用のＷｅｂシステム等にアクセスしなければ
ならず、操作が煩雑であるという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
通常のＲＳＳリーダ等から出力・転送・返信等の操作を指示することのできるユーザイン
タフェース（ＵＩ：User Interface）を表示させることのできる電子装置、システムおよ
び制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明にあっては、情報処理装置と通信可能に接続する電
子装置であって、前記情報処理装置からのリクエストを受け付けるリクエスト受付手段と
、コンテンツを保持するコンテンツ保持手段と、前記コンテンツに付加する情報である付
加情報を保持する付加情報保持手段と、前記情報処理装置からの前記リクエストに対して
応答するときに、前記リクエストの内容から前記付加情報を前記コンテンツに付加するか
否かを判断するための情報を保持する保持手段と、前記リクエスト受付手段によって受け
付けた前記情報処理装置からの前記リクエストに応じた前記コンテンツを前記コンテンツ
保持手段から取得する取得手段と、前記リクエスト受付手段によって受け付けた前記リク
エストと、前記保持手段が保持する前記情報とから、前記付加情報の付加が必要であるか
否かを判断する判断手段と、前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると判
断されなかった場合に、前記取得手段により取得した前記コンテンツを前記情報処理装置
に送信する第１の応答手段と、前記判断手段により、前記付加情報の付加が必要であると
判断された場合に、前記コンテンツに前記付加情報を付加した応答を前記情報処理装置に
送信する第２の応答手段とを備えるようにしている。
【００１３】
　また、請求項８～１４に記載されるように、メタデータ配信機能付き電子装置として構
成することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の電子装置、システムおよび制御方法にあっては、ＲＳＳ等のメタデータにユー
ザインタフェースを生成するためのデータの記述を含めるようにしたので、通常のＲＳＳ
リーダ等から出力・転送・返信等の操作を行うことができ、利便性の更なる向上を図るこ
とができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００１６】
　図２は本発明を適用したＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置を含むシステムの構成例を示す
図である。
【００１７】
　図２において、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１はネットワーク２と接続され、ネット
ワーク２にはユーザの操作するＰＣ等のクライアント３が接続されている。クライアント
３には汎用のＲＳＳリーダ（メタデータであるＲＳＳを解釈して表示する処理系）が備え
られているものとする。
【００１８】
　図３はＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１の構成例を示す図である。
【００１９】
　図３において、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１は、ネットワーク２を介したクライア
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ント３からのリクエスト（ＨＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol）によるリクエスト
）を受け付けるリクエスト受付部１１と、リクエストに対するレスポンス（ＨＴＴＰによ
るレスポンス）を出力するレスポンス出力部１２と、ＲＳＳ取得のリクエストを行ってき
たクライアント３に応じてＵＩを含んだＲＳＳフィードを生成するＦｅｅｄ／ＵＩ生成部
１３と、他のＦＡＸ装置等とＦＡＸデータの送受信を行うＦＡＸ送受信部１７と、ＦＡＸ
受信画像の印刷を行う印刷部１８とを備えている。
【００２０】
　Ｆｅｅｄ／ＵＩ生成部１３は、ＦＡＸ送受信履歴のコンテンツ（送受信ＦＡＸ画像、送
信元、宛先、送受信日時、ＦＡＸ画像ＩＤ等）を保持するコンテンツ保持部１４と、クラ
イアント３からのリクエストを処理するリクエスト処理部１５と、ＲＳＳフィードを生成
するＦｅｅｄ生成部１６とを備えている。
【００２１】
　図４はクライアント３の構成例を示す図である。
【００２２】
　図４において、クライアント３は、ネットワーク２を介してＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ
装置１にＲＳＳ取得のリクエストを送信するリクエスト送信部３１と、処理に必要なパラ
メータ（to、id、user等）を生成するパラメータ生成部３２と、ＵＩを表示するＵＩ表示
部３３とを備えている。
【００２３】
　ＵＩ表示部３３は、ネットワーク２を介してＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１からレス
ポンスを受け付けるレスポンス受付部３４と、レスポンスに含まれるＲＳＳを解析するＲ
ＳＳ解析部３５と、ＵＩ情報（タグ名、処理内容、ＵＩ部品等）を保持するＵＩ情報保持
部３６と、ＲＳＳの解析結果に応じてＵＩを表示する解析結果表示部３７とを備えている
。
【００２４】
　図５はシステムの処理例を示すシーケンス図である。
【００２５】
　図５において、クライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１にＲＳＳ取得のリ
クエストを送信すると（ステップＳ１０１）、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１のＦｅｅ
ｄ／ＵＩ生成部１３はＵＩ付きＦｅｅｄを生成し（ステップＳ１０２）、クライアント３
にレスポンスとして送信する（ステップＳ１０３）。
【００２６】
　クライアント３ではレスポンスのＲＳＳに含まれるＵＩに基づいてＵＩ表示を行う（ス
テップＳ１０４）。
【００２７】
　そして、クライアント３からＵＩの操作によりＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に対し
てリクエストを送信すると（ステップＳ１０５）、必要に応じてＲＳＳ配信機能付きＦＡ
Ｘ装置１から情報入力画面のデータをクライアント３に送信し（ステップＳ１０６）、ク
ライアント３ではこれに応じて入力したデータをＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に送信
する（ステップＳ１０７）。
【００２８】
　最終的に、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１から確認画面のデータをクライアント３に
送信し（ステップＳ１０８）、クライアント３は確認を行うことで確認のデータをＲＳＳ
配信機能付きＦＡＸ装置１に送信する（ステップＳ１０９）。
【００２９】
　これにより、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１ではクライアント３からのＵＩによる操
作に応じた印刷（出力）、転送もしくは返信の処理を行う（ステップＳ１１０）。
【００３０】
　図６はＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１におけるＵＩ付きＦｅｅｄ生成の処理例を示す
フローチャートである。
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【００３１】
　図６において、リクエスト受付部１１がクライアント３からＲＳＳ取得のリクエストを
受け付けると、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１のＦｅｅｄ／ＵＩ生成部１３は、該当す
るコンテンツ（送受信ＦＡＸ画像、送信元、宛先、送受信日時、ＦＡＸ画像ＩＤ等）をコ
ンテンツ保持部１４から取得する（ステップＳ１１１）。
【００３２】
　次いで、クライアント３からのリクエストをリクエスト処理部１５により解析する（ス
テップＳ１１２）。図７（ａ）～（ｃ）の左側にリクエストの例（ホスト「fax.example.
com」に対してＧＥＴメソッドによりＲＳＳの取得をリクエスト）を示すが、リクエスト
処理部１５はリクエストに含まれるコマンド「GET /received/rss.xml HTTP/1.1」、ホス
ト名「Host:fax.example.com」、付加情報「User-Agent:FAX-RSS-Reader/1.0」「Authori
zation: Basic Zm9vOmJhcg==」、リクエスト元ＩＰ（Internet Protocol）アドレス等を
抽出する。なお、「Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==」の「Zm9vOmJhcg==」部分はＢ
ａｓｅ６４と呼ばれるエンコード方式で変換された文字列を示しており、リクエスト処理
部１５は解析にあたってそのデコードも併せて行なう。この場合、「Zm9vOmJhcg==」は「
foo : bar」に変換され、前半の「foo」はユーザ名、後半の「bar」はパスワードを示し
ている。
【００３３】
　次いで、図６に戻り、Ｆｅｅｄ／ＵＩ生成部１３は、リクエスト内容（要求するＲＳＳ
のタイプ、クライアントのタイプ、ユーザＩＤ、クライアントのＩＰアドレス等）からＵ
Ｉ付加の必要性を判断する（ステップＳ１１３）。
【００３４】
　このＵＩ付加の必要性の判断にあっては、ＵＩ付加が必要なクライアントの情報を予め
登録したクライアントリストを用いる。図７（ａ）のようにリクエストにクライアントの
タイプを示すユーザエージェント（User-Agent）を付加情報として含める場合にあっては
、ＵＩ付加が必要なクライアントのユーザエージェントを予め登録したクライアントリス
トを用い、リクエストから抽出したクライアントのユーザエージェントがクライアントリ
ストに登録されている場合にはＵＩ付加が必要であると判断する。ここでは、ユーザエー
ジェントとして「FAX-RSS-Reader/1.0」が抽出されたとすると、「FAX-RSS-Reader/*」（
「*」はワイルドカード）がクライアントリストに登録されているため、ＵＩ付加が必要
であると判断する。
【００３５】
　図７（ｂ）のようにリクエストにクライアントのユーザＩＤを示すオーソライゼーショ
ン（Authorization）を付加情報として含める場合にあっては、ＵＩ付加が必要なクライ
アントのユーザＩＤを予め登録したクライアントリストを用い、リクエストから抽出した
クライアントのオーソライゼーション（エンコードされている場合にはデコードしたもの
）がクライアントリストに登録されている場合にはＵＩ付加が必要であると判断する。こ
こでは、オーソライゼーションとして「foo : bar」が抽出されたとすると、「foo」がク
ライアントリストに登録されているため、ＵＩ付加が必要であると判断する。
【００３６】
　図７（ｃ）のようにリクエストに特に付加情報を含めない場合にあっては、ＵＩ付加が
必要なクライアントのＩＰアドレスを予め登録したクライアントリストを用い、リクエス
トから抽出したクライアントのＩＰアドレスがクライアントリストに登録されている場合
にはＵＩ付加が必要であると判断する。なお、「192.168.10.0/24」における「/24」は、
ＣＩＤＥＲ（Classless Inter-Domain Routing）により上位２４ビットが共通するＩＰア
ドレス、すなわち「192.168.10.1」～「192.168.10.255」のアドレスブロックを示すもの
である。ここでは、ＩＰアドレスとして「192.168.10.10」が抽出されたとすると、クラ
イアントリストに登録された「192.168.10.0/24」に含まれるため、ＵＩ付加が必要であ
ると判断する。
【００３７】
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　次いで、図６に戻り、ＵＩ付加が必要である場合（ステップＳ１１３のＹｅｓ）はＵＩ
を示すコンテンツ（ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）で記述されたＵＩ表示用の
モジュール）を付加する（ステップＳ１１４）。ＵＩ付加が必要でない場合（ステップＳ
１１３のＮｏ）、コンテンツ付加は行わない。
【００３８】
　そして、ＲＳＳフィードのためのテンプレートにコンテンツを埋め込んでＵＩ付きＦｅ
ｅｄの生成を完了する（ステップＳ１１５）。図８～図１０はＵＩ付きＲＳＳの例を示す
図であり、ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）形式で記述されている。図８は、form
要素およびinput要素からなる記述Ｄ１によって出力ボタン、転送ボタンおよび返信ボタ
ンを表示するようにしたものである。図９は、ネームスペースの記述Ｄ２１で定義したＵ
Ｉ「rssui」を記述Ｄ２２で呼び出すことで出力ボタン、転送ボタンおよび返信ボタンを
表示するようにしたものである。図１０は、category要素の記述Ｄ３でＵＩ「ui="forwar
d_print reply"」を呼び出すことで出力ボタン、転送ボタンおよび返信ボタンを表示する
ようにしたものである。
【００３９】
　生成されたＲＳＳフィードはＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１からクライアント３にレ
スポンスとして返される。図７（ｄ）はレスポンスの例を示しており、ヘッダ部分「HTTP
/1.1 200 OK Content-Type:application/xml」に続いてＸＭＬ形式のＲＳＳフィードが含
まれる。
【００４０】
　図１１はクライアント３におけるＵＩ表示の処理例を示すフローチャートである。
【００４１】
　図１１において、クライアント３のＵＩ表示部３３は、ＲＳＳフィードを受け付け（ス
テップＳ１２１）、ＲＳＳフィードを解析する（ステップＳ１２２）。
【００４２】
　次いで、ＲＳＳフィードの先頭から終わりまで繰り返し処理を開始する（ステップＳ１
２３）。
【００４３】
　繰り返し処理においては、ＲＳＳに含まれるタグが理解できるものであるか否か判断し
（ステップＳ１２４）、理解できるタグである場合（ステップＳ１２４のＹｅｓ）は画面
表示のタグであるか否か判断する（ステップＳ１２５）。
【００４４】
　画面表示のタグである場合（ステップＳ１２５のＹｅｓ）は、対応するＵＩはあるか否
か判断し（ステップＳ１２６）、対応するＵＩがある場合（ステップＳ１２６のＹｅｓ）
はＵＩ表示を行う（ステップＳ１２７）。
【００４５】
　また、理解できるタグでない場合（ステップＳ１２４のＮｏ）は、次の繰り返し処理に
移行する。
【００４６】
　画面表示のタグでない場合（ステップＳ１２５のＮｏ）は、タグで示された処理を実行
し（ステップＳ１２８）、次の繰り返し処理に移行する。
【００４７】
　対応するＵＩがない場合（ステップＳ１２６のＮｏ）は、次の繰り返し処理に移行する
。
【００４８】
　そして、ＲＳＳフィードの終わりまで処理した場合（ステップＳ１２９）、処理を終了
する。
【００４９】
　図１２はＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの画面例を示す図であり、ＦＡＸ
受信履歴から出力（印刷）および転送を行えるようにしたものである。
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【００５０】
　図１２において、ＲＳＳリーダ画面３１０ａは、クライアント３からＲＳＳ配信機能付
きＦＡＸ装置１にＲＳＳ取得を要求して得たＵＩ付きＲＳＳフィードに基づいて表示され
たものである。
【００５１】
　ＲＳＳリーダ画面３１０ａでは、受信案件（アイテム）毎に受信日時３１１、送信元３
１２、プレビュー画像３１３等の情報が表示されるほか、埋め込まれたＵＩとして、出力
ボタン３１４、転送ボタン３１５および返信ボタン３１６が表示されている。図８のＲＳ
Ｓの例では、form要素およびinput要素からなる記述Ｄ１によって出力ボタン３１４、転
送ボタン３１５および返信ボタン３１６が表示される。図９のＲＳＳの例では、ネームス
ペースの記述Ｄ２１で定義したＵＩ「rssui」を記述Ｄ２２で呼び出すことで出力ボタン
３１４、転送ボタン３１５および返信ボタン３１６を表示される。図１０のＲＳＳの例で
は、category要素の記述Ｄ３でＵＩ「ui="forward_print"」を呼び出すことで出力ボタン
３１４、転送ボタン３１５および返信ボタン３１６が表示される。
【００５２】
　図１２に戻り、ＲＳＳリーダ画面３１０ａの出力ボタン３１４を選択（クリック）する
ことで確認画面３１０ｂが表示され、確認画面３１０ｂでＯＫボタン３１７を選択するこ
とで確認が行われ、印刷が行われる。図１３は出力ボタン３１４の選択からＯＫボタン３
１７の選択までにやりとりされるリクエストおよびレスポンスの例を示す図であり、ＲＳ
Ｓリーダ画面３１０ａの出力ボタン３１４の選択によりクライアント３からＲＳＳ配信機
能付きＦＡＸ装置１に（ａ）に示すようなリクエストが送られ、ＲＳＳ配信機能付きＦＡ
Ｘ装置１から（ｂ）に示すような確認画面３１０ｂのＨＴＭＬを含むレスポンスが送られ
る。また、確認画面３１０ｂのＯＫボタン３１７を選択することで（ｃ）に示すようなリ
クエストがクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に送られる。
【００５３】
　図１２に戻り、ＲＳＳリーダ画面３１０ａの転送ボタン３１５を選択することで転送先
の情報入力画面３１０ｃが表示され、情報入力画面３１０ｃで転送先を適宜入力（アドレ
ス帳から選択）してＯＫボタン３１８を選択することで確認画面３１０ｅが表示され、確
認画面３１０ｅでＯＫボタン３１９を選択することで確認が行われ、転送が行われる。図
１４は転送ボタン３１５の選択からＯＫボタン３１９の選択までにやりとりされるリクエ
ストおよびレスポンスの例を示す図であり、ＲＳＳリーダ画面３１０ａの転送ボタン３１
５の選択によりクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に（ａ）に示すよう
なリクエストが送られ、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１から（ｂ）に示すような情報入
力画面３１０ｃのＨＴＭＬを含むレスポンスが送られる。また、情報入力画面３１０ｃに
転送先を入力してＯＫボタン３１８を選択することで（ｃ）に示すような転送先等の情報
を含んだリクエストがクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に送られ、Ｒ
ＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１からは（ｄ）に示すような確認画面３１０ｅのＨＴＭＬを
含むレスポンスが送られる。そして、確認画面３１０ｅのＯＫボタン３１９を選択するこ
とで（ｅ）に示すようなリクエストがクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置
１に送られる。
【００５４】
　図１２に戻り、ＲＳＳリーダ画面３１０ａの返信ボタン３１６を選択することで返信文
書を指定するためのファイル選択画面３１０ｄが表示され、ファイル選択画面３１０ｄで
返信する文書を適宜選択（ファイル名を直接入力するか選択ボタン３２０によりファイル
リストから選択）してＯＫボタン３２１を選択することで確認画面３１０ｅが表示され、
確認画面３１０ｅでＯＫボタン３１９を選択することで確認が行われ、返信が行われる。
図１５は返信ボタン３１６の選択からＯＫボタン３１９の選択までにやりとりされるリク
エストおよびレスポンスの例を示す図であり、ＲＳＳリーダ画面３１０ａの返信ボタン３
１６の選択によりクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１に（ａ）に示すよ
うなリクエストが送られ、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１から（ｂ）に示すようなファ
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イル選択画面３１０ｄのＨＴＭＬを含むレスポンスが送られる。また、ファイル選択画面
３１０ｄで返信する文書を選択してＯＫボタン３２１を選択することで（ｃ）に示すよう
な返信する文書の情報を含んだリクエストがクライアント３からＲＳＳ配信機能付きＦＡ
Ｘ装置１に送られ、ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１からは（ｄ）に示すような確認画面
３１０ｅのＨＴＭＬを含むレスポンスが送られる。そして、確認画面３１０ｅのＯＫボタ
ン３１９を選択することで（ｅ）に示すようなリクエストがクライアント３からＲＳＳ配
信機能付きＦＡＸ装置１に送られる。
【００５５】
　図１６はＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの他の画面例を示す図である。
【００５６】
　図１６において、ＲＳＳリーダ画面３３０ａは、クライアント３からＲＳＳ配信機能付
きＦＡＸ装置１にＲＳＳ取得を要求して得たＵＩ付きＲＳＳフィードに基づいて表示され
たものである。
【００５７】
　ＲＳＳリーダ画面３３０ａでは、受信案件（アイテム）毎に受信日時３３１、送信元３
３２が表示されるとともに、当該アイテムを選択するチェックボックス３３３が設けられ
ている。また、一括出力ボタン３３４および一括転送ボタン３３５が設けられている。
【００５８】
　ここで、ＲＳＳリーダ画面３３０ａから所望のアイテムのチェックボックス３３３を選
択した上で、一括出力ボタン３３４を選択することで確認画面３３０ｂが表示され、確認
画面３３０ｂで両面・集約設定チェックボックス３３６を適宜に選択した上でＯＫボタン
３３７を選択することで確認が行われ、一括印刷が行われる。
【００５９】
　また、ＲＳＳリーダ画面３３０ａの一括転送ボタン３３５を選択することで転送先の情
報入力画面３３０ｃが表示され、情報入力画面３３０ｃで転送先を適宜入力（アドレス帳
から選択）してＯＫボタン３３８を選択することで確認画面３３０ｄが表示され、確認画
面３３０ｄでＯＫボタン３３９を選択することで確認が行われ、一括転送が行われる。
【００６０】
　なお、図１２に示したのと同様に「一括返信ボタン」を設け、選択した複数の受信案件
に対して一括に返信を行えるようにしてもよい。
【００６１】
　図１７はＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの他の画面例を示す図であり、Ｆ
ＡＸ送信履歴から再送信および出力（印刷）を行えるようにしたものである。
【００６２】
　図１７において、ＲＳＳリーダ画面３４０ａは、クライアント３からＲＳＳ配信機能付
きＦＡＸ装置１にＲＳＳ取得を要求して得たＵＩ付きＲＳＳフィードに基づいて表示され
たものである。
【００６３】
　ＲＳＳリーダ画面３４０ａでは、送信案件（アイテム）毎に送信日時３４１、送信結果
３４２、宛先３４３、プレビュー画像３４４が表示されるほか、埋め込まれたＵＩとして
、再送信ボタン３４５および出力ボタン３４６が表示されている。
【００６４】
　ここで、ＲＳＳリーダ画面３４０ａの出力ボタン３４６を選択することで確認画面３４
０ｂが表示され、確認画面３４０ｂでＯＫボタン３４７を選択することで確認が行われ、
印刷が行われる。
【００６５】
　また、ＲＳＳリーダ画面３４０ａの再送信ボタン３４５を選択することで情報入力画面
３４０ｃが表示され、情報入力画面３４０ｃで再送信先を適宜入力（ラジオボタン３４８
、３４９により前回と同じか別の宛先を選択し、別の宛先の場合はアドレス帳から選択）
してＯＫボタン３５０を選択することで確認画面３４０ｄが表示され、確認画面３４０ｄ
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でＯＫボタン３５１を選択することで確認が行われ、再送信が行われる。
【００６６】
　以上のように、本発明を適用したＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置１にあっては、ＲＳＳ
にＵＩの記述を含めるようにしたので、通常のＲＳＳリーダ等から出力・転送等の操作を
行うことができ、利便性の更なる向上を図ることができる。
【００６７】
　図１８はＲＳＳ配信集約装置による他の実施形態の構成例を示す図である。すなわち、
上述した実施形態ではＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置に本発明を適用したものであるが、
以下の実施形態では通常のＦＡＸ装置（ＲＳＳ配信機能を有しているか否かを問わない）
を対象として、複数のＦＡＸ装置から収集した情報に基づいてＲＳＳ配信集約装置４によ
りＲＳＳ配信を集中的に行なうようにしている。
【００６８】
　図１８（ａ）は、独自のネットワーク５に接続された複数のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・
・・の情報を、ネットワーク５に接続されたＲＳＳ配信集約装置４により収集し、クライ
アント３からネットワーク２を介してＲＳＳ配信集約装置４に行なわれるＲＳＳ取得のリ
クエストに対し、ＲＳＳ配信集約装置４からＵＩを含んだＲＳＳフィードを配信するよう
にしている。
【００６９】
　図１８（ｂ）は、共通のネットワーク２に接続された複数のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・
・・の情報を、同じネットワーク２に接続されたＲＳＳ配信集約装置４により収集し、ク
ライアント３からネットワーク２を介してＲＳＳ配信集約装置４に行なわれるＲＳＳ取得
のリクエストに対し、ＲＳＳ配信集約装置４からＵＩを含んだＲＳＳフィードを配信する
ようにしている。
【００７０】
　図１９はＲＳＳ配信集約装置４およびＦＡＸ装置６（ＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・・・）
の構成例を示す図である。
【００７１】
　図１９（ａ）において、ＲＳＳ配信集約装置４は、ネットワーク２を介したクライアン
ト３からのリクエストを受け付けるリクエスト受付部４１と、リクエストに対するレスポ
ンス（ＨＴＴＰによるレスポンス）を出力するレスポンス出力部４２と、ＲＳＳ取得のリ
クエストを行ってきたクライアント３に応じてＵＩを含んだＲＳＳフィードを生成するＦ
ｅｅｄ／ＵＩ生成部４３と、複数のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・・・等からＲＳＳフィード
によりコンテンツ（送受信ＦＡＸ画像、送信元、宛先、送受信日時、ＦＡＸ画像ＩＤ等）
の収集を行なうコンテンツ収集部４７と、既存のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・・・が持つイ
ンタフェースを利用してコンテンツの加工（ＲＳＳ形式への変換）を行なってコンテンツ
収集部４７にコンテンツを引き渡すコンテンツ処理部４８とを備えている。
【００７２】
　Ｆｅｅｄ／ＵＩ生成部４３は、ＦＡＸ送受信履歴のコンテンツを保持するコンテンツ保
持部４４と、クライアント３からのリクエストを処理するリクエスト処理部４５と、ＲＳ
Ｓフィードを生成するＦｅｅｄ生成部４６とを備えている。
【００７３】
　図１９（ｂ）において、ＦＡＸ装置６（６Ａ、６Ｂ、・・・）は、コンテンツをＲＳＳ
フィードもしくは既存のインタフェースで出力するコンテンツ出力部６１と、他のＦＡＸ
装置等とＦＡＸデータの送受信を行うＦＡＸ送受信部６２と、ＦＡＸ受信画像の印刷を行
う印刷部６３とを備えている。
【００７４】
　動作にあっては、ＲＳＳ配信集約装置４が複数のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・・・からコ
ンテンツを収集して保持する他は、図５～図１７におけるＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置
１をＲＳＳ配信集約装置４に置き換えたものと同様の動作となる。
【００７５】
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　図２０はＲＳＳ配信集約装置による更に他の実施形態の構成例を示す図であり、ＦＡＸ
装置６Ａ、６Ｂ、・・・以外に、同じく画像コンテンツを扱うコピー装置７Ａ、７Ｂ、・
・・やスキャナ装置８Ａ、８Ｂ、・・・、あるいはブログサーバ９をも対象とし、これら
からコンテンツをＲＳＳ配信集約装置４により収集し、クライアント３からネットワーク
２を介してＲＳＳ配信集約装置４に行なわれるＲＳＳ取得のリクエストに対し、ＲＳＳ配
信集約装置４からＵＩを含んだＲＳＳフィードを配信するようにしたものである。なお、
コピー装置７Ａ、７Ｂ、・・・やスキャナ装置８Ａ、８Ｂ、・・・、および、当然ながら
ブログサーバ９には、自己のコンテンツをＲＳＳフィードもしくは既存のインタフェース
で出力する機能が設けられているものとする。
【００７６】
　この場合の動作も、ＲＳＳ配信集約装置４が複数のＦＡＸ装置６Ａ、６Ｂ、・・・、コ
ピー装置７Ａ、７Ｂ、・・・、スキャナ装置８Ａ、８Ｂ、・・・、あるいはブログサーバ
９からコンテンツを収集して保持する他は、図５～図１７におけるＲＳＳ配信機能付きＦ
ＡＸ装置１をＲＳＳ配信集約装置４に置き換えたものと同様となる。
【００７７】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】従来のＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置から取得したＲＳＳをＲＳＳリーダで閲覧
する場合の画面例を示す図である。
【図２】本発明を適用したＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置を含むシステムの構成例を示す
図である。
【図３】ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置の構成例を示す図である。
【図４】クライアントの構成例を示す図である。
【図５】システムの処理例を示すシーケンス図である。
【図６】ＵＩ付きＦｅｅｄ生成の処理例を示すフローチャートである。
【図７】ＲＳＳ取得のリクエスト、クライアントリストおよびレスポンスの例を示す図で
ある。
【図８】ＵＩ付きＲＳＳの例を示す図（その１）である。
【図９】ＵＩ付きＲＳＳの例を示す図（その２）である。
【図１０】ＵＩ付きＲＳＳの例を示す図（その３）である。
【図１１】ＵＩ表示の処理例を示すフローチャートである。
【図１２】ＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの画面例を示す図（その１）であ
る。
【図１３】出力ボタンの選択からＯＫボタンの選択までにやりとりされるリクエストおよ
びレスポンスの例を示す図である。
【図１４】転送ボタンの選択からＯＫボタンの選択までにやりとりされるリクエストおよ
びレスポンスの例を示す図である。
【図１５】返信ボタンの選択からＯＫボタンの選択までにやりとりされるリクエストおよ
びレスポンスの例を示す図である。
【図１６】ＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの画面例を示す図（その２）であ
る。
【図１７】ＵＩ付きＲＳＳフィードによるＲＳＳリーダの画面例を示す図（その３）であ
る。
【図１８】ＲＳＳ配信集約装置による他の実施形態の構成例を示す図である。
【図１９】ＲＳＳ配信集約装置およびＦＡＸ装置の構成例を示す図である。
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【図２０】ＲＳＳ配信集約装置による更に他の実施形態の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　　　　　　　ＲＳＳ配信機能付きＦＡＸ装置
　１１　　　　　　　リクエスト受付部
　１２　　　　　　　レスポンス出力部
　１３　　　　　　　Ｆｅｅｄ／ＵＩ生成部
　１４　　　　　　　コンテンツ保持部
　１５　　　　　　　リクエスト処理部
　１６　　　　　　　Ｆｅｅｄ生成部
　１７　　　　　　　ＦＡＸ送受信部
　１８　　　　　　　印刷部
　２　　　　　　　　ネットワーク
　３　　　　　　　　クライアント
　３１　　　　　　　リクエスト送信部
　３２　　　　　　　パラメータ生成部
　３３　　　　　　　ＵＩ表示部
　３４　　　　　　　レスポンス受付部
　３５　　　　　　　ＲＳＳ解析部
　３６　　　　　　　ＵＩ情報保持部
　３７　　　　　　　解析結果表示部
　４　　　　　　　　ＲＳＳ配信集約装置
　４１　　　　　　　リクエスト受付部
　４２　　　　　　　レスポンス出力部
　４３　　　　　　　Ｆｅｅｄ／ＵＩ生成部
　４４　　　　　　　コンテンツ保持部
　４５　　　　　　　リクエスト処理部
　４６　　　　　　　Ｆｅｅｄ生成部
　４７　　　　　　　コンテンツ収集部
　４８　　　　　　　コンテンツ処理部
　５　　　　　　　　ネットワーク
　６、６Ａ、６Ｂ　　ＦＡＸ装置
　６１　　　　　　　コンテンツ出力部
　６２　　　　　　　ＦＡＸ送受信部
　６３　　　　　　　印刷部
　７Ａ、７Ｂ　　　　コピー装置
　８Ａ、８Ｂ　　　　スキャナ装置
　９　　　　　　　　ブログサーバ
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】



(19) JP 5106943 B2 2012.12.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－０５０３７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２０９１４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５２９３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ１／００
              Ｈ０４Ｎ１／３２－１／３６
              Ｇ０６Ｆ３／０９－３／１２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

