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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャナであって、
　スキャン装置と、
　複数パターンのスキャン設定データを記憶することが可能であるスキャン設定データ記
憶装置であって、前記複数パターンのスキャン設定データのそれぞれは、スキャン解像度
を含む、前記スキャン設定データ記憶装置と、
　前記スキャン設定データ記憶装置に記憶されている前記複数パターンのスキャン設定デ
ータのそれぞれについて、当該パターンのスキャン設定データが反映されたプレビュー画
像を作成するプレビュー画像作成装置であって、前記複数パターンのスキャン設定データ
に対応する複数のプレビュー画像は、前記スキャン装置がプレスキャンを実行することに
よって得られ、前記複数のプレビュー画像は、第１のプレビュー画像と第２のプレビュー
画像とを含み、前記第１のプレビュー画像は、第１のスキャン解像度を含む第１のパター
ンのスキャン設定データに対応するプレビュー画像であり、前記第２のプレビュー画像は
、前記第１のスキャン解像度よりも低い第２のスキャン解像度を含む第２のパターンのス
キャン設定データに対応するプレビュー画像であり、前記第１のプレビュー画像は、前記
第２のプレビュー画像よりも大きな縦方向及び横方向のサイズを有する、前記プレビュー
画像作成装置と、
　前記プレビュー画像作成装置によって作成された前記複数のプレビュー画像を同時的に
表示装置に表示させるプレビュー画像表示制御装置と、
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　同時的に表示された前記複数のプレビュー画像の中からユーザによって選択された１つ
のプレビュー画像に対応する１つのスキャン設定データに従って、前記スキャン装置に本
スキャンを実行させることによって、本スキャン画像データを作成する本スキャン画像作
成装置と、
　を備えるスキャナ。
【請求項２】
　前記複数のプレビュー画像は、前記スキャン装置が１回のプレスキャンを実行すること
によって得られる、ことを特徴とする請求項１のスキャナ。
【請求項３】
　前記表示装置は、前記スキャナとは別体に構成されている情報処理装置に備えられ、
　前記スキャナと前記情報処理装置とは、特定のファイル共有プロトコルを利用して通信
可能であり、
　前記プレビュー画像表示制御装置は、前記情報処理装置から、前記特定のファイル共有
プロトコルを利用した特定のコマンドが受信される場合に、前記情報処理装置のファイル
管理ソフトが、前記スキャナに設けられている特定のフォルダ内の複数のファイルに対応
する複数のサムネイル画像として、前記複数のプレビュー画像を同時的に前記表示装置に
表示するように、前記特定のファイル共有プロトコルを利用して、前記複数のプレビュー
画像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又は２のスキャナ。
【請求項４】
　前記本スキャン画像作成装置は、同時的に表示された前記複数のプレビュー画像の中か
ら選択された前記１つのプレビュー画像を、前記表示装置に表示されているデスクトップ
にコピーすることが、前記ユーザによって指示される場合に、前記１つのプレビュー画像
に対応する前記１つのスキャン設定データに従って、前記スキャン装置に本スキャンを実
行させることによって、前記本スキャン画像データを作成する、ことを特徴とする、請求
項３のスキャナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレビュー画像を作成してユーザに提供する技術に関する。本発明の一つの
形態は、原稿に対してプレスキャンを実行することによってプレビュー画像を作成するス
キャナである。
【背景技術】
【０００２】
　原稿に対して本スキャンを実行する前にプレスキャンを実行してプレビュー画像を表示
するスキャナが知られている。例えば、下記の特許文献１には、このタイプのスキャナが
開示されている。ユーザは、本スキャンを実行する前にプレビュー画像を見ることによっ
て、本スキャンによってどのようなスキャンデータが作成されるのかを事前に確認するこ
とができる。例えば、ユーザは、原稿が傾いてセットされていることをプレビュー画像か
ら知ることができ、本スキャンを実行する前に原稿をセットし直すことができる。
【０００３】
　ユーザは、本スキャンを実行するためのスキャン設定データをスキャナに入力すること
ができる。スキャン設定データは、複数種類の設定項目を有する。例えば、本スキャンを
実行するための色彩（カラー、白黒、グレー等）やデータ形式（ＪＰＥＧ、ＰＤＦ等）と
いう設定項目が存在する。また、例えば、本スキャンを実行するための解像度という設定
項目が存在する。通常、スキャン設定データの解像度より低い解像度でプレスキャンが実
行される。事前確認のためには比較的に低い解像度のプレビュー画像を表示すれば足りる
からである。ユーザは、プレビュー画像を見た後に、本スキャンを実行するための操作を
スキャナに加えることができる。これにより、スキャナは、自身が記憶しているスキャン
設定データに従って本スキャンを実行する。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００１－４５２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の特許文献１のスキャナは、１パターンのスキャン設定データのみを記憶すること
ができる。この場合、ユーザは、前回のスキャンからスキャン設定データを変更してスキ
ャンを実行する際に、スキャン設定データの各設定項目をスキャナに再び入力しなければ
ならない。スキャン毎にスキャン設定データを入力しなくてもよいように、本発明者は、
複数パターンのスキャン設定データを記憶可能であるスキャナを実現しようとしている。
この構成が実現されると、ユーザは、スキャナに記憶されている複数パターンのスキャン
設定データの中から１つのパターンを選択することができ、スキャン毎にスキャン設定デ
ータを入力する必要がない。しかしながら、スキャナに記憶されている複数パターンのス
キャン設定データの中からユーザに選択させる手法を採用する場合、各パターンのスキャ
ン設定データの内容をユーザに提供することによって選択肢を明確にする必要がある。
【０００６】
　本発明は、複数パターンの設定データのそれぞれの内容をわかりやすい形式でユーザに
提供することができる技術を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、プレビュー画像を利用することによって、各パターンの設定データの内容
をわかりやすい形式でユーザに提供することができることを見出した。本発明は、この知
見に基づいて創作されたものであり、以下の構成を備える。
【０００８】
　本発明は、スキャン装置と、複数パターンのスキャン設定データを記憶することが可能
であるスキャン設定データ記憶装置であって、前記複数パターンのスキャン設定データの
それぞれは、スキャン解像度を含む、前記スキャン設定データ記憶装置と、前記スキャン
設定データ記憶装置に記憶されている前記複数パターンのスキャン設定データのそれぞれ
について、当該パターンのスキャン設定データが反映されたプレビュー画像を作成するプ
レビュー画像作成装置であって、前記複数パターンのスキャン設定データに対応する複数
のプレビュー画像は、前記スキャン装置がプレスキャンを実行することによって得られ、
前記複数のプレビュー画像は、第１のプレビュー画像と第２のプレビュー画像とを含み、
前記第１のプレビュー画像は、第１のスキャン解像度を含む第１のパターンのスキャン設
定データに対応するプレビュー画像であり、前記第２のプレビュー画像は、前記第１のス
キャン解像度よりも低い第２のスキャン解像度を含む第２のパターンのスキャン設定デー
タに対応するプレビュー画像であり、前記第１のプレビュー画像は、前記第２のプレビュ
ー画像よりも大きな縦方向及び横方向のサイズを有する、前記プレビュー画像作成装置と
、前記プレビュー画像作成装置によって作成された前記複数のプレビュー画像を同時的に
表示装置に表示させるプレビュー画像表示制御装置と、同時的に表示された前記複数のプ
レビュー画像の中からユーザによって選択された１つのプレビュー画像に対応する１つの
スキャン設定データに従って、前記スキャン装置に本スキャンを実行させることによって
、本スキャン画像データを作成する本スキャン画像作成装置と、を備えるスキャナである
。
　本明細書によって開示される他の一つの技術は、原稿に対してプレスキャンを実行する
ことによってプレビュー画像を作成するスキャナである。このスキャナは、スキャン設定
データ記憶装置とスキャニング装置と出力装置とを備える。
　スキャン設定データ記憶装置は、本スキャンを実行するための複数パターンのスキャン
設定データを記憶することが可能である。「スキャン設定データ」を構成する設定項目の
種類は特に限定されない。例えば、「スキャン設定データ」は、解像度という設定項目と
、スキャンデータのデータ形式（ＪＰＥＧ、ＰＤＦ、ＴＩＦＦ等）という設定項目と、色
彩に関する設定項目（カラー、白黒、グレー等）のいずれか１つ又は複数によって構成さ
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れてもよい。なお、スキャン設定データ記憶装置は、必ずしもスキャナ本体に内蔵されて
いなくてもよい。即ち、スキャナ本体と別体に構成されている情報処理装置がスキャナ設
定データ記憶装置を有していてもよい。この場合、スキャナ本体と情報処理装置とによっ
て本発明のスキャナが実現されることになる。
　スキャニング装置は、原稿に対してプレスキャンを実行することによって、スキャン設
定データ記憶装置に記憶されている複数パターンのスキャン設定データのそれぞれについ
て、当該パターンのスキャン設定データが反映されたプレビュー画像を作成する。「スキ
ャン設定データが反映されたプレビュー画像」は、スキャン設定データの少なくとも１つ
の設定項目が反映されたプレビュー画像を意味している。例えば、解像度とデータ形式と
いう２つの設定項目がスキャン設定データに存在する場合、プレビュー画像は、解像度の
みが反映されたものであってもよい。
　出力装置は、スキャニング装置によって作成された複数のプレビュー画像を出力する。
これにより、複数のプレビュー画像をユーザに提供することができる。上記の「出力」と
いう用語は、スキャナ自身の表示装置に表示すること、印刷すること、別のデバイスに向
けてプレビュー画像データを送信すること等を含む概念である。
【０００９】
　上記のスキャナは、自身が記憶している各パターンのスキャン設定データが反映された
プレビュー画像を作成する。これらのプレビュー画像がユーザに提供される。ユーザは、
プレビュー画像を見ることによって、スキャナに記憶されている複数パターンのスキャン
設定データの内容を容易に理解することができる。この技術によると、スキャナに記憶さ
れている複数パターンのスキャン設定データの内容をわかりやすい形式でユーザに提供す
ることができる。
【００１０】
　上記のスキャニング装置は、複数パターンのスキャン設定データのそれぞれに対応する
プレスキャンを実行することによって、複数のプレビュー画像を作成してもよい。例えば
、白黒のスキャン設定データとカラーのスキャン設定データとが存在する場合、２回のプ
レスキャン（白黒のプレスキャンとカラーのプレスキャン）とを実行してもよい。一方に
おいて、上記のスキャニング装置は、原稿に対して１回のプレスキャンを実行することに
よって、複数のプレビュー画像を作成してもよい。この場合、複数回のプレスキャンを実
行する必要がないために、プレビュー画像を作成するための時間を短縮することができる
。例えば、白黒のスキャン設定データとカラーのスキャン設定データとが存在する場合、
カラーのプレスキャンのみを実行してもよい。この場合、そのプレスキャンによって得ら
れたプレスキャンデータからカラーのプレビュー画像を作成することができるとともに、
プレスキャンデータを白黒に変換することによって白黒のプレビュー画像を作成すること
ができる。
【００１１】
　スキャニング装置は、出力装置によって出力された複数のプレビュー画像の中から選択
されたプレビュー画像に対応するパターンのスキャン設定データに従って、原稿に対して
本スキャンを実行してもよい。
　ユーザは、この出力装置によって出力された複数のプレビュー画像の中から任意のスキ
ャン設定データが反映されたプレビュー画像を選択することができる。この「選択」は、
様々な手法を利用して実行されることができる。例えば、複数のプレビュー画像がスキャ
ナの表示装置で表示される場合、その表示装置にタッチすることによってプレビュー画像
が選択されてもよい（即ち表示装置がタッチパネルである）。また、スキャナの操作装置
（例えば操作キー）が操作されることによって、プレビュー画像が選択されてもよい。ま
た、例えば、複数のプレビュー画像データが別のデバイスに送信される場合、そのデバイ
スにおいてプレビュー画像が選択されてもよい。
　この構成によると、複数のプレビュー画像に基づいて選択されたパターンのスキャン設
定データに従って、本スキャンを実行することができる。
【００１２】
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　本明細書によって開示される技術は、より包括的に以下のように表現することができる
。即ち、設定データに従って画像を形成する画像形成装置として表現することができる。
この画像形成装置は、設定データ記憶装置とプレビュー画像作成装置と出力装置とを備え
る。設定データ記憶装置は、複数パターンの設定データを記憶することが可能である。プ
レビュー画像作成装置は、設定データ記憶装置に記憶されている複数パターンの設定デー
タのそれぞれについて、当該パターンの設定データが反映されたプレビュー画像を作成す
る。出力装置は、プレビュー画像作成装置によって作成された複数のプレビュー画像を出
力する。
　例えば、スキャナの場合、上記の設定データ記憶装置は、複数パターンのスキャン設定
データを記憶してもよい。この場合、プレビュー画像作成装置は、設定データ記憶装置に
記憶されている複数パターンのスキャン設定データのそれぞれについて、当該パターンの
設定データが反映されたプレビュー画像を作成する。一方において、プリンタの場合、上
記の設定データ記憶装置は、複数パターンの印刷設定データを記憶してもよい。この場合
、プレビュー画像作成装置は、設定データ記憶装置に記憶されている複数パターンの印刷
設定データのそれぞれについて、当該パターンの印刷設定データが反映されたプレビュー
画像を作成する。この技術によると、画像形成装置に記憶されている複数パターンの設定
データの内容をわかりやすい形式でユーザに提供することができる。
【００１３】
　ここでは、以下の実施例に記載の技術の特徴の一部を列挙する。
（形態１）情報処理装置とスキャナ（多機能機）とが通信可能に接続されているシステム
を構築することができる。スキャナは、複数のプレビュー画像を情報処理装置に送信する
ことが可能である。
（形態２）情報処理装置とスキャナ（多機能機）は、ファイル共有プロトコルを利用して
通信可能である。例えば、ＷｅｂＤＡＶ（Ｗｅｂ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｕｔｈｏ
ｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｖｅｒｓｉｏｎｉｎｇ）と呼ばれるファイル共有プロトコルを利用し
て通信可能である。ＷｅｂＤＡＶプロトコルは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社製のＷｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）によってサポートされているプロトコルである。
（形態３）スキャナは、ファイルアドレスと設定データとサムネイル画像データ（プレビ
ュー画像データ）とが対応づけられているファイルを作成して記憶することができる。
（形態４）スキャナは、所定のフォルダアドレスを記憶している。上記のファイルのファ
イルアドレスは、この所定のフォルダアドレスを上位アドレスとして作成される。
（形態５）スキャナは、上記の所定のフォルダアドレスを含むプロパティ取得コマンドが
情報処理装置から受信された場合に、上記の所定のフォルダアドレスを上位アドレスとす
るファイルのサムネイル画像を情報処理装置に送信する。ＷｅｂＤＡＶプロトコルの場合
、プロパティ取得コマンドは、ＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドである。
（形態６）スキャナは、取得コマンドを情報処理装置から受信することができる。Ｗｅｂ
ＤＡＶプロトコルの場合、取得コマンドは、ＧＥＴコマンドである。
（形態７）スキャナは、データ記憶指示コマンドを情報処理装置から受信することができ
る。ＨＴＴＰの場合、データ記憶指示コマンドは、ＰＯＳＴコマンドである。
（形態８）スキャナは、複数パターンのスキャン設定データの中からユーザによって選択
されたパターンを特定する情報を入力する装置を備える。スキャナは、ユーザによって選
択されたパターンのスキャン設定データに従って本スキャンを実行する。
【実施例】
【００１４】
　図面を参照して本発明の実施例を説明する。図１は、本実施例の多機能機システム２の
構成を示す。多機能機システム２は、パーソナルコンピュータ（以下ではＰＣと呼ぶ）１
０と多機能機４０等を備える。ＰＣ１０と多機能機４０のそれぞれの構成について順に説
明する。
【００１５】
（ＰＣの構成）
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　ＰＣ１０は、操作装置１２と表示装置１４と制御装置１６とネットワークインターフェ
イス２４等を有する。操作装置１２は、キーボードやマウスによって構成される。表示装
置１４は、液晶ディスプレイによって構成される。制御装置１６は、ＣＰＵ１８とプログ
ラム記憶領域２０とその他の記憶領域２２を有する。ＣＰＵ１８は、プログラム記憶領域
２０に記憶されている各種のプログラムに従って処理を実行する。プログラム記憶領域２
０は、各種のプログラムを記憶している。本実施例のＰＣ１０のＯＳは、マイクロソフト
社製のウィンドウズ（登録商標）を例として以下説明する。ウィンドウズ（登録商標）は
、ＷｅｂＤＡＶプロトコルをサポートしている。従って、プログラム記憶領域２０には、
ＷｅｂＤＡＶプロトコルを利用して通信処理を実行するためのプログラムが記憶されてい
る。なお、本実施例では、ＰＣ用のＯＳとして広く知られているウィンドウズ（登録商標
）が利用されるが、他の種類のＯＳが利用されてもよい。この場合、ＷｅｂＤＡＶプロト
コル以外のファイル共有プロトコルが利用されてもよい。記憶領域２２は、ＣＰＵ１８に
よって処理が実行される過程で生成される様々なデータを記憶することができる。ネット
ワークインターフェイス２４は、多機能機４０に接続されている。ＰＣ１０は、ネットワ
ークインターフェイス２４を介して多機能機４０と通信可能である。ＰＣ１０は、Ｗｅｂ
ＤＡＶプロトコルを利用して多機能機４０と通信可能である。なお、ＰＣ１０と多機能機
４０は、インターネットによって接続されていてもよいし、ローカルエリアネットワーク
によって接続されていてもよい。
【００１６】
（多機能機の構成）
　多機能機４０は、操作装置４２と表示装置４４と印刷装置４６とスキャナ装置４８と原
稿載置台５０と制御装置５２とネットワークインターフェイス６４等を有する。操作装置
４２は、複数のキーを有する。表示装置４４は、様々な情報を表示することができる。印
刷装置４６は、印刷データに従って印刷用紙に印刷することができる。印刷データは、外
部から送信されてくるものであってもよい。また、印刷装置４６は、後述するスキャナ装
置４８によって生成されたスキャンデータに従って印刷用紙に印刷することもできる。即
ち、多機能機４０は、コピー機能を実現することができる。スキャナ装置４８は、原稿載
置台５０に載置された原稿をスキャンしてスキャンデータを生成する。制御装置５２は、
ＣＰＵ５４とプログラム記憶領域５６とフォルダ記憶領域６０とその他の記憶領域６２等
を有する。ＣＰＵ５４は、プログラム記憶領域５６に記憶されている各種のプログラムに
従って処理を実行する。プログラム記憶領域５６は、各種のプログラムを記憶している。
プログラム記憶領域５６には、ＷｅｂＤＡＶプロトコルを利用して通信処理を実行するた
めのプログラムが記憶されている。
【００１７】
　フォルダ記憶領域６０は、様々なデータを記憶している。ＰＣ１０は、フォルダ記憶領
域６０の記憶内容にアクセスすることができる。図２は、フォルダ記憶領域６０の記憶内
容の一例を示す。フォルダ記憶領域６０は、階層構造を持つ複数のフォルダ（及びファイ
ル）を記憶している。フォルダ記憶領域６０に記憶されている最上位のフォルダは、フォ
ルダ８０とフォルダ９０である。フォルダ８０は、「ｐｒｉｎｔｅｒ」というフォルダア
ドレス（フォルダ名）を有する。フォルダ９０は、「ｓｃａｎｎｅｒ」というフォルダア
ドレス（フォルダ名）を有する。
【００１８】
　フォルダ９０の下位ファイルとしてファイル９２，１０２，１１２，１２２等が存在す
る。設定画面ファイル９２は、「ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍｌ」というファイルアドレス
（ファイル名）９４と設定画面データ９６とが対応づけられたものである。設定画面デー
タ９６の具体的な内容については後で説明する。なお、上述したように、設定画面ファイ
ル９２は、フォルダ９０の下位ファイルである。従って、実際のファイルアドレス９４は
、フォルダ９０のフォルダアドレス「ｓｃａｎｎｅｒ」を上位アドレスとするものである
。即ち、実際のファイルアドレス９４は、「ｓｃａｎｎｅｒ／ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍ
ｌ」である。しかしながら、本実施例では、ファイルアドレス９４を「ｓｅｔｔｉｎｇｓ
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．ｈｔｍｌ」と簡単に記述することがある。以下でも、上位アドレスを省略した形式でフ
ォルダアドレスやファイルアドレスを記述することがある。
【００１９】
　サムネイル画像ファイル１０２，１１２，１２２は、設定画面ファイル９２と異なるデ
ータ構造を有する。サムネイル画像ファイル１０２は、「ｃｏｌｏｒ　１００ｄｐｉ．ｊ
ｐｇ」というファイルアドレス１０４と、サムネイル画像データ１０６と、スキャン設定
データ１０８とが対応づけられたものである。サムネイル画像データ１０６とスキャン設
定データ１０８の具体的な内容については後で説明する。サムネイル画像ファイル１１２
は、「ｃｏｌｏｒ　３００ｄｐｉ．ｊｐｇ」というファイルアドレス１１４と、サムネイ
ル画像データ１１６と、スキャン設定データ１１８とが対応づけられたものである。サム
ネイル画像ファイル１２２は、「ｃｏｌｏｒ　６００ｄｐｉ．ｊｐｇ」というファイルア
ドレス１２４と、サムネイル画像データ１２６と、スキャン設定データ１２８とが対応づ
けられたものである。
【００２０】
　図１に示される記憶領域６２は、ＣＰＵ５４によって処理が実行される過程で生成され
る様々なデータを記憶することができる。この記憶領域６２に記憶されるデータの内容は
、必要に応じて後で説明する。ネットワークインターフェイス６４は、ＰＣ１０に接続さ
れている。多機能機４０は、ネットワークインターフェイス６４を介してＰＣ１０と通信
可能である。多機能機４０は、ＷｅｂＤＡＶプロトコルを利用してＰＣ１０と通信可能で
ある。
【００２１】
（ユーザの操作とＰＣに表示されるデータ）
　続いて、ＰＣ１０に対してユーザが実行することができる操作とＰＣ１０に表示される
データについて説明する。なお、ＰＣ１０と多機能機４０の間で様々なコマンドやレスポ
ンスが通信されることによって、下記の様々なオブジェクトがＰＣ１０に表示される。以
下では、ＰＣ１０に表示されるデータの内容について最初に説明し、その後にコマンドや
レスポンスについて説明する。図３は、ＰＣ１０の表示装置１４に表示されるウィンドウ
２００の一例を示す。なお、図３は、マイクロソフト社製のウィンドウズ（登録商標）に
含まれるエクスプローラ（ファイル管理ソフト）に基づくものである。ウィンドウ２００
に表示されている機器オブジェクト２０２は、多機能機４０に対応するものである。ＰＣ
１０は、自身が接続されているネットワーク上に存在する機器を検索することができる。
この結果、多機能機４０が存在していることを知ることができ、機器オブジェクト２０２
を表示することができる。
【００２２】
　ユーザは、操作装置１２（図１参照）のマウスを操作して機器オブジェクト２０２をダ
ブルクリックすることができる。これにより、ウィンドウ２００にフォルダオブジェクト
２０４，２０６が表示される。フォルダオブジェクト２０４，２０６は、多機能機４０の
フォルダ記憶領域６０（図２参照）に記憶されている最上位のフォルダに対応する。即ち
、フォルダオブジェクト２０４がフォルダ８０に対応し、フォルダオブジェクト２０６が
フォルダ９０に対応する。ユーザは、フォルダオブジェクト２０６をダブルクリックする
ことができる。この結果、フォルダオブジェクト２０６の内部を意味する表示領域２０６
ａにファイルオブジェクト９２ａが表示される。ファイルオブジェクト９２ａは、設定画
面ファイル９２（図２参照）に対応する。ファイルオブジェクト９２ａは、「ｓｅｔｔｉ
ｎｇｓ．ｈｔｍｌ」というアドレス（ファイル名）９４を有する。
【００２３】
　ユーザは、ファイルオブジェクト９２ａをダブルクリックすることができる。これによ
り、図４に示されるスキャン設定ウィンドウ１５０が表示される。スキャン設定ウィンド
ウ１５０は、複数の設定項目（ファイル形式１５２と解像度１５４と色数１５６）を有す
る。
【００２４】
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　ファイル形式１５２は、スキャンデータのデータ形式（ビットマップ、ＪＰＥＧ等）を
指定するための設定項目である。ユーザは、所望のデータ形式を指定することができる。
ユーザは、操作装置１２（図１参照）のマウスを操作することによって、所望のデータ形
式に対応するチェックボックス１７０をクリックすることができる。この場合、チェック
ボックス１７０にチェックが表示される。これにより、データ形式が指定されたことにな
る。符号１７０のチェックボックスには、チェックが表示されている。また、ユーザは、
チェックが表示されているチェックボックス１７０をクリックすることによって、チェッ
ク（指定）を解除することができる。図４の例では、ファイル形式１５２の一つのデータ
形式（ＪＰＥＧ）のみが指定されているが、ユーザは、複数のデータ形式を指定すること
もできる。解像度１５４は、スキャン解像度を指定するための設定項目である。ユーザは
、所望のスキャン解像度（１つ又は複数）を指定することができる。色数１５６は、スキ
ャンデータの色彩を指定するための設定項目である。ユーザは、白黒、グレー、カラー等
から所望の色数（１つ又は複数）を指定することができる。
【００２５】
　スキャン設定ウィンドウ１５０は、ＯＫボタン１８０を有する。ユーザは、操作装置１
２（図１参照）のマウスを操作することによって、ＯＫボタン１８０をクリックすること
ができる。これにより、ユーザによって指定された内容を示すデータが多機能機４０に送
られる。これにより、多機能機４０においてスキャン設定データが記憶されることになる
。図４の例では、複数パターンのスキャン設定データがユーザによって指定されたことに
なる。即ち、ファイル形式１５２について１つが選択され、解像度１５４について３つが
選択され、色数１５６について２つが選択されている。結果として、６パターン（１×３
×２）のスキャン設定データがユーザによって指定されたことになる。従って、多機能機
４０は、６パターンのスキャン設定データを記憶することになる。複数パターンのスキャ
ン設定データは、図２に示される設定画面データ９６としてフォルダ記憶領域６０に記憶
される。また、図２に示される各サムネイル画像ファイル１０２，１１２，１１４等は、
１つのパターンのスキャン設定データに対応する。従って、６パターンのスキャン設定デ
ータが存在する場合、６つのサムネイル画像ファイル１０２，１１２，１１４等が作成さ
れることになる。この点については、後で詳しく説明する。
【００２６】
　ユーザは、スキャン設定ウィンドウ１５０においてスキャン設定データを指定した後に
、フォルダオブジェクト２０６（図３参照）をダブルクリックすることができる。この場
合、図５に示されるように、フォルダオブジェクト２０６の下位ファイルを意味するファ
イルオブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等が表示される。なお、図５は、図３と
同じくマイクロソフト社製のウィンドウズ（登録商標）に含まれるエクスプローラ（ファ
イル管理ソフト）に基づくものである。ファイルオブジェクト１０２ａは、サムネイル画
像ファイル１０２（図２参照）に対応する。ファイルオブジェクト１０２ａは、「ｃｏｌ
ｏｒ　１００ｄｐｉ．ｊｐｇ」というファイルアドレス１０４を有する。ファイルオブジ
ェクト１０２ａの表示内容は、サムネイル画像データ１０６の内容に依存する。詳しくは
後述するが、サムネイル画像ファイル１０２のサムネイル画像データ１０６は、そのファ
イル１０２のスキャン設定データ１０８の内容に依存する。このために、ファイルオブジ
ェクト１０２ａの表示内容は、スキャン設定データ１０８の内容が反映されたものである
。
【００２７】
　ファイルオブジェクト１１２ａは、サムネイル画像ファイル１１２に対応する。ファイ
ルオブジェクト１１２ａの表示内容は、スキャン設定データ１１８の内容が反映されたも
のである。また、ファイルオブジェクト１２２ａは、サムネイル画像ファイル１２２に対
応する。ファイルオブジェクト１２２ａの表示内容は、スキャン設定データ１２８の内容
が反映されたものである。
　なお、図５において符号が省略されている他のファイルオブジェクト（例えば「ｍｏｎ
ｏ　１００ｄｐｉ．ｊｐｇ」等）に対応するサムネイル画像ファイルは、図２において図
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示省略されている。
【００２８】
　なお、ユーザは、スキャン設定ウィンドウ１５０においてスキャン設定データを指定し
た後に、ファイルオブジェクト９２ａ（図５参照）を再びダブルクリックすることができ
る。この場合、前回に入力されたスキャン設定データが反映されているスキャン設定ウィ
ンドウ１５０（図４参照）が表示される。例えば、前回にＪＰＥＧに対応するチェックボ
ックス１７０がチェックされた場合、そのチェックボックス１７０がチェックされた形式
でスキャン設定ウィンドウ１５０が表示される。ユーザは、スキャン設定ウィンドウ１５
０においてスキャン設定データを変更することができる。即ち、チェックボックス１７０
のチェックを解除したり、他のチェックボックスをチェックしたりすることができる。ユ
ーザは、スキャン設定データを変更した後にＯＫボタン１８０をクリックすることによっ
て、設定画面データ９６（図２参照）を更新させることができる。
【００２９】
　ユーザは、スキャンを実行する場合に以下の操作を実行する。まず、ユーザは、原稿載
置台５０（図１参照）にスキャン対象の原稿をセットする。次いで、ユーザは、図５に例
示される表示を見ながら、所望のスキャン設定データを決定する。上述したように、各フ
ァイルオブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等の表示内容は、各パターンのスキャ
ン設定データ１０８，１１８，１２８等が反映されたものである。ユーザは、各ファイル
オブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等を見ながら、所望のスキャン設定データを
決定することができる。ユーザは、例えば、「ｃｏｌｏｒ　６００ｄｐｉ」を利用してス
キャンを実行する場合、ファイルオブジェクト１２２ａを表示領域２０６ａの外側の任意
の場所（例えばデスクトップ）にコピーすることができる。図６には、この様子が示され
ている。なお、図６は、図３等と同じくマイクロソフト社製のウィンドウズ（登録商標）
に含まれるエクスプローラ（ファイル管理ソフト）に基づくものである。ユーザのコピー
操作が行なわれると、多機能機４０は、原稿載置台５０にセットされた原稿を本スキャン
してスキャンデータを作成する。ＰＣ１０は、スキャンデータに対応するスキャンファイ
ルオブジェクト２２２ａをコピー先に表示することができる。スキャンファイルオブジェ
クト２２２ａの表示内容は、スキャンデータに依存する。スキャンファイルオブジェクト
２２２ａは、ファイルオブジェクト１２２ａのアドレス１２４と同じアドレス２２４を有
する。
【００３０】
（ＰＣから送信されるコマンド）
　ユーザによって実行される操作とＰＣ１０に表示されるデータについて詳しく説明した
。続いて、ＰＣ１０から多機能機４０に送信されるコマンドについて詳しく説明する。上
述したように、ＰＣ１０と多機能機４０は、ＷｅｂＤＡＶプロトコルを利用して通信する
ことができる。ＷｅｂＤＡＶプロトコルでは、様々な種類のコマンドが利用される。以下
では、本実施例に関連するいくつかのコマンドについて説明する。なお、以下の「ＰＯＳ
Ｔコマンド」は、ＷｅｂＤＡＶプロトコルの通信コマンドではなく、ＨＴＴＰの通信コマ
ンドである。他の各コマンドは、ＷｅｂＤＡＶプロトコルの通信コマンドである。
【００３１】
　図７は、ユーザによってＰＣ１０に加えられる操作と、その操作に従ってＰＣ１０から
多機能機４０に送信されるコマンドとを示す。
（１）図３に示されるフォルダオブジェクト２０６がダブルクリックされた場合、アドレ
ス「ｓｃａｎｎｅｒ」を含むＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドが多機能機４０に送信される。
（２）図３に示されるファイルオブジェクト９２ａがダブルクリックされた場合、アドレ
ス「ｓｃａｎｎｅｒ／ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍｌ」を含むＧＥＴコマンドが多機能機４
０に送信される。
（３）スキャン設定ウィンドウ１５０のＯＫボタン１８０（図４参照）がクリックされた
場合、アドレス「ｓｃａｎｎｅｒ／ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍｌ」を含むＰＯＳＴコマン
ドが多機能機４０に送信される。
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（４）図５に示されるファイルオブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等のいずれか
が表示領域２０６ａから別の場所にコピーされた場合、アドレス「ｓｃａｎｎｅｒ／ファ
イル名」とコピー先のアドレスとを含むＧＥＴコマンドが多機能機４０に送信される。例
えば、図６の例の場合、アドレス「ｓｃａｎｎｅｒ／ｃｏｌｏｒ　６００ｄｐｉ．ｊｐｇ
」を含むＧＥＴコマンドが多機能機４０に送信される。
【００３２】
（多機能機が実行する処理）
　続いて、多機能機４０が実行する処理の内容について詳しく説明する。以下の各処理は
、多機能機４０のＣＰＵ５４（図１参照）によって実行される。
【００３３】
（メイン処理）
　図８は、メイン処理のフローチャートを示す。ＣＰＵ５４は、ＰＣ１０からのリクエス
ト（コマンド）を監視している（Ｓ１０）。ここでＹＥＳの場合、Ｓ１２に進む。Ｓ１２
では、ＣＰＵ５４は、ＰＣ１０からのリクエストがＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドであるのか
否かを判断する。ここでＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、ＰＲＯＰＦＩＮＤ処理を実行する
（Ｓ１４）。Ｓ１２でＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、ＰＣ１０からのリクエストがＧＥＴコ
マンドであるのか否かを判断する（Ｓ１６）。ここでＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、ＧＥ
Ｔ処理を実行する（Ｓ１８）。Ｓ１６でＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、ＰＣ１０からのリク
エストがＰＯＳＴコマンドであるのか否かを判断する（Ｓ２０）。ここでＹＥＳの場合、
ＣＰＵ５４は、ＰＯＳＴ処理を実行する（Ｓ２２）。
【００３４】
　Ｓ２０でＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、ＰＣ１０からのリクエストがその他のコマンドで
あるのか否かを判断する（Ｓ２４）。ここでＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、コマンドに応
じた処理を実行する（Ｓ２６）。一方において、Ｓ２４でＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、エ
ラーレスポンスを作成する（Ｓ２８）。この場合、ＣＰＵ５４は、エラーレスポンスをＰ
Ｃ１０に送信する処理を実行する（Ｓ３０）。なお、Ｓ１４，Ｓ１８，Ｓ２２，Ｓ２６が
実行された場合、ＣＰＵ５４は、各処理で作成されたレスポンスをＳ３０で送信する。
【００３５】
（ＰＲＯＰＦＩＮＤ処理）
　図８のＳ１４のＰＲＯＰＦＩＮＤ処理について説明する。図９は、ＰＲＯＰＦＩＮＤ処
理のフローチャートを示す。ＣＰＵ５４は、ＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドに含まれるアドレ
スが「ｓｃａｎｎｅｒ」であるのか否かを判断する（Ｓ４０）。即ち、図７の（１）に対
応するＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドが受信されたのか否かを判断する。ここでＮＯの場合、
ＣＰＵ５４は、ＰＲＯＰＦＩＮＤコマンドに応じた他の種類のレスポンスを作成する（Ｓ
５２）。一方において、Ｓ４０でＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、フォルダ９０（図２参照
）のフォルダアドレス「ｓｃａｎｎｅｒ」を上位アドレスとするサムネイル画像ファイル
１０２，１１２，１２２等（図２参照）をフォルダ記憶領域６０から削除する（Ｓ４２）
。
【００３６】
　次いで、ＣＰＵ５４は、スキャナ装置４８（図１参照）にプリスキャンを実行させる（
Ｓ４４）。これにより、スキャナ装置４８が原稿載置台５０（図１参照）に載置されてい
る原稿をプリスキャンすることになる。このプリスキャンは、カラースキャンである。ま
た、プリスキャンは、予め決められている解像度（例えば１００ｄｐｉ）を利用して実行
される。図５等に示されるように、各ファイルオブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２
ａ等は、画像サイズが異なる。後で詳しく説明するが、この画像サイズは、スキャン設定
データ１０８，１１８，１２８等の解像度に依存する。本実施例では、最も高い解像度が
１２００ｄｐｉである（図４参照）。従って、１２００ｄｐｉのスキャン設定データに対
応するファイルオブジェクトの画像サイズが最大になる。プリスキャンの解像度は、この
最大の画像サイズを作成することができる大きさ（しかも可能な限り低い値）に設定され
ている。従って、プリスキャンによって得られた画像データ（以下では「プリスキャンデ
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ータ」と呼ぶことがある）を縮小することによって、全てのサイズのサムネイル画像デー
タを作成することが可能になる。プリスキャンによって得られたプリスキャンデータは、
記憶領域６２（図１参照）に一時的に記憶される。
【００３７】
　続いて、ＣＰＵ５４は、プリスキャンデータからサムネイル画像データを作成する（Ｓ
４６）。上述したように、スキャン設定ウィンドウ１５０においてユーザによって指定さ
れた複数パターンのスキャン設定データは、設定画面データ９６（図２参照）に記憶され
ている。ＣＰＵ５４は、設定画面データ９６を読み込むことによって、複数パターンのス
キャン設定データを取得する。ＣＰＵ５４は、複数パターンのスキャン設定データのそれ
ぞれに対応するサムネイル画像データを作成する。例えば、カラー１００ｄｐｉと白黒３
００ｄｐｉという２つのパターンのスキャン設定データが存在する場合、小さいサイズの
カラーのサムネイル画像データと、大きいサイズの白黒のサムネイル画像データとが作成
される。サムネイル画像データの縦横のサイズは、スキャン設定データの解像度１５４（
図４参照）が大きくなるほど大きくなる。本実施例では、１２００ｄｐｉのスキャン設定
データに対応するサムネイル画像データのサイズが最も大きくなる。逆に、１００ｄｐｉ
のスキャン設定データに対応するサムネイル画像データのサイズが最も小さくなる。また
、サムネイル画像データの色数は、スキャン設定データの色数１５６（図４参照）に対応
する。白黒のスキャン設定データについては白黒のサムネイル画像データが作成され、グ
レーのスキャン設定データについてはグレーのサムネイル画像データが作成され、カラー
のスキャン設定データについてはカラーのサムネイル画像データが作成される。上述した
ように、プレスキャンは、カラースキャンによって実行される。従って、カラーのプレス
キャンデータが存在する。ＣＰＵ５４は、カラーのプレスキャンデータを白黒やグレーに
変換することによって、白黒やグレーのサムネイル画像データを作成する。
【００３８】
　上述したように、図４の例の場合、６パターンのスキャン設定データが存在することに
なる。この例の場合、Ｓ４６では、６つのサムネイル画像データが作成されることになる
。即ち、小サイズのグレーのサムネイル画像データと、小サイズのカラーのサムネイル画
像データと、中サイズのグレーのサムネイル画像データと、中サイズのカラーのサムネイ
ル画像データと、大サイズのグレーのサムネイル画像データと、大サイズのカラーのサム
ネイル画像データとが作成される。
　なお、ＣＰＵ５４は、ユーザによって指定されたファイル形式１５２のサムネイル画像
データを作成する。図４の例の場合、ＪＰＥＧのファイル形式１５２が指定されているた
めに、ＪＰＥＧ形式のサムネイル画像データを作成する。従って、２つ以上のファイル形
式が指定されている場合、２種類以上のファイル形式のサムネイル画像データが作成され
る。
【００３９】
　次いで、ＣＰＵ５４は、Ｓ４６で作成された各サムネイル画像データに対応するサムネ
イル画像ファイルを作成する（Ｓ４８）。例えば、図４の例の場合、Ｓ４６において６つ
のサムネイル画像データが作成される。この場合、Ｓ４８では、６つのサムネイル画像フ
ァイルが作成される。即ち、スキャン設定データのパターン数と同じ数のサムネイル画像
ファイルが作成される。以下では、ファイル形式１５２がＪＰＥＧであり、解像度１５４
が１００ｄｐｉであり、色数１５６がカラーであるパターンのスキャン設定データ（以下
では「所定パターンのスキャン設定データ」と呼ぶ）について、サムネイル画像ファイル
を作成する場合を例にして、Ｓ４８の内容を具体的に説明する。
【００４０】
　まず、ＣＰＵ５４は、ファイルアドレスを作成する。ファイルアドレスは、スキャン設
定データが反映された文字列を含む。例えば、上記の所定パターンのスキャン設定データ
の場合、ＣＰＵ５４は、「ｃｏｌｏｒ　１００ｄｐｉ．ｊｐｇ」というファイルアドレス
を作成する。なお、このファイルアドレスは、「ｓｃａｎｎｅｒ」というフォルダアドレ
ス（図２のフォルダ９０参照）を上位アドレスとしている。即ち、実際のファイルアドレ
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スは、「ｓｃａｎｎｅｒ／ｃｏｌｏｒ　１００ｄｐｉ．ｊｐｇ」になる。ＣＰＵ５４は、
作成されたファイルアドレスと、Ｓ４６で作成されたサムネイル画像データと、上記の所
定パターンのスキャン設定データ（ＪＰＥＧ、１００ｄｐｉ、及びカラー）とを対応づけ
てフォルダ記憶領域６０（図１、図２参照）に記憶させる。これにより、サムネイル画像
ファイルが作成されることになる。
【００４１】
　上記の例の場合と同様に、ＣＰＵ５４は、他のパターンのスキャン設定データ（Ｓ４６
で作成された他のサムネイル画像データ）に対応するサムネイル画像ファイルを作成する
。これにより、フォルダ記憶領域６０に複数のサムネイル画像ファイルが記憶されること
になる。
【００４２】
　ＣＰＵ５４は、Ｓ４８で作成された各サムネイル画像ファイルのプロパティ情報を含む
レスポンスを作成する（Ｓ５０）。具体的には、ＣＰＵ５４は、各サムネイル画像ファイ
ルのファイルアドレスとサムネイル画像データとを含むレスポンスを作成する。例えば、
図２の例の場合、ファイルアドレス１０４とサムネイル画像データ１０６を含み、ファイ
ルアドレス１１４とサムネイル画像データ１１６を含み、ファイルアドレス１２４とサム
ネイル画像データ１２６を含むレスポンスが作成される。なお、このレスポンスには、設
定画面ファイル９２のファイルアドレス９４も含まれる。
【００４３】
　Ｓ５０で作成されたレスポンスがＰＣ１０に送信される（図８のＳ３０参照）。これに
より、ＰＣ１０は、フォルダ９０の下位ファイル９２，１０２，１１２，１２２等が存在
することを認識することができる。この結果、ＰＣ１０は、ファイルオブジェクト９２ａ
，１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等（図５参照）を表示することができる。各ファイルオ
ブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等の表示内容は、各サムネイル画像データ１０
６，１１６，１２６等に依存する。即ち、高解像度のスキャン設定データに対応するファ
イルオブジェクト（例えば１２２ａ）は大きい画像サイズ（プレスキャン画像）を有する
ことになり、低解像度のスキャン設定データに対応するファイルオブジェクト（例えば１
０２ａ）は小さい画像サイズを有することになる。また、カラーのスキャン設定データに
対応するファイルオブジェクト（例えば１０２ａ）はカラー画像を有することになり、白
黒のスキャン設定データに対応するファイルオブジェクト（符号省略）は白黒画像を有す
ることになる。
【００４４】
（ＧＥＴ処理）
　図８のＳ１８のＧＥＴ処理について説明する。図１０は、ＧＥＴ処理のフローチャート
を示す。ＣＰＵ５４は、ＧＥＴコマンドに含まれるアドレスがフォルダ記憶領域６０（図
１参照）に存在するのか否かを判断する（Ｓ８０）。ここでＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、
エラーレスポンスを作成する（Ｓ８２）。一方において、Ｓ８０でＹＥＳの場合、ＧＥＴ
コマンドに含まれるアドレスが「ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍｌ」であるのか否かを判断す
る（Ｓ８４）。即ち、図７の（２）に対応するＧＥＴコマンドが受信されたのか否かを判
断する。ここでＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、設定画面データ９６を含むレスポンスを作
成する（Ｓ８６）。このレスポンスがＰＣ１０に送信される（図８のＳ３０参照）。これ
により、ＰＣ１０は、スキャン設定ウィンドウ１５０（図４参照）を表示することができ
る。
【００４５】
　Ｓ８４でＮＯの場合、ＣＰＵ５４は、ＧＥＴコマンドに含まれるアドレスが「ｓｃａｎ
ｎｅｒ／ファイル名」であるのか否かを判断する（Ｓ８８）。即ち、図７の（４）に対応
するＧＥＴコマンドが受信されたのか否かを判断する。ここでＮＯの場合、ＣＰＵ５４は
、ＧＥＴコマンドに応じた他の種類のレスポンスを作成する（Ｓ９４）。一方において、
Ｓ８８でＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、ＧＥＴコマンドに含まれるファイルアドレスに対
応づけられているスキャン設定データに従って本スキャンを実行する（Ｓ９０）。例えば
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、ＧＥＴコマンドに含まれるアドレスが「ｓｃａｎｎｅｒ／ｃｏｌｏｒ　６００ｄｐｉ．
ｊｐｇ」である場合、ＣＰＵ５４は、スキャン設定データ１２８（図２参照）に従って本
スキャンを実行する。即ち、ＣＰＵ５４は、スキャン設定データ１２８に基づいてスキャ
ンを実行するようにスキャナ装置４８（図１参照）に指示する。この場合、スキャナ装置
４８は、原稿載置台５０（図１参照）に載置されている原稿に対して６００ｄｐｉのカラ
ースキャンを実行し、ＪＰＥＧ形式のスキャンデータを作成する。
【００４６】
　次いで、ＣＰＵ５４は、Ｓ９０で作成されたスキャンデータを含むレスポンスを作成す
る（Ｓ９２）。このレスポンスがＰＣ１０に送信される（図８のＳ３０参照）。これによ
り、ＰＣ１０は、スキャンデータを得ることができ、スキャンファイルオブジェクト２２
２ａ（図６参照）を表示することができる。詳しい図示は省略するが、ユーザは、スキャ
ンファイルオブジェクト２２２ａをダブルクリックすることによって、スキャンデータを
表示させることができる。
【００４７】
（ＰＯＳＴ処理）
　図８のＳ２２のＰＯＳＴ処理について説明する。図１１は、ＰＯＳＴ処理のフローチャ
ートを示す。ＣＰＵ５４は、ＰＯＳＴコマンドに含まれるアドレスがフォルダ記憶領域６
０（図１参照）に存在するのか否かを判断する（Ｓ１００）。ここでＮＯの場合、ＣＰＵ
５４は、エラーレスポンスを作成する（Ｓ１０２）。一方において、Ｓ１００でＹＥＳの
場合、ＣＰＵ５４は、ＰＯＳＴコマンドとともに受信されたデータ（主に設定データ）を
記憶領域６２（図１参照）に一時的に記憶する（Ｓ１０４）。次いで、ＣＰＵ５４は、Ｐ
ＯＳＴコマンドに含まれるアドレスが「ｓｅｔｔｉｎｇｓ．ｈｔｍｌ」であるのか否かを
判断する（Ｓ１０６）。即ち、図７の（３）に対応するＰＯＳＴコマンドが受信されたの
か否かを判断する。ここでＹＥＳの場合、ＣＰＵ５４は、設定画面ファイル９２の設定画
面データ９６（図２参照）を、受信されたスキャン設定データ（Ｓ１０４で一時的に記憶
されたデータ）に更新する。これにより、ユーザによって指定された複数パターンのスキ
ャン設定データが設定画面データ９６としてフォルダ記憶領域６０に記憶される。ＣＰＵ
５４は、Ｓ１０８を終えると、ＰＯＳＴ処理が実行されたことを示すレスポンスを作成す
る（Ｓ１１０）。
【００４８】
　本実施例の多機能機システム２について詳しく説明した。本実施例の多機能機４０は、
複数パターンのスキャン設定データ１０８，１１８，１２８等（図２参照）を記憶するこ
とができる。多機能機４０は、自身が記憶している複数パターンのスキャン設定データの
それぞれついて、そのパターンのスキャン設定データが反映されたサムネイル画像データ
１０６，１１６，１２６等を作成する（図９のＳ４６参照）。例えば、カラーのスキャン
設定データの場合はカラーのサムネイル画像データが作成され、白黒のスキャン設定デー
タの場合は白黒のサムネイル画像データが作成され、グレーのスキャン設定データの場合
はグレーのサムネイル画像データが作成される。また、スキャン設定データの解像度に応
じたサイズのサムネイル画像データが作成される。これらのサムネイル画像データがＰＣ
１０に送信される。この結果、ＰＣ１０は、サムネイル画像データに対応するファイルオ
ブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等を表示することができる。ユーザは、ファイ
ルオブジェクト１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ等を見ることによって、多機能機４０に記
憶されている複数パターンのスキャン設定データ１０８，１１８，１２８等の内容を容易
に理解することができる。本実施例によると、多機能機４０に記憶されている複数パター
ンのスキャン設定データ１０８，１１８，１２８等の内容をわかりやすい形式でユーザに
提供することができる。ユーザは、所望のスキャン設定データに対応するファイルオブジ
ェクト（例えば１２２ａ）を別の場所にコピーすることによって、そのスキャン設定デー
タに従って本スキャンを実行させることができる。これにより、ユーザは、本スキャンに
よって作成されたスキャンデータを得ることができる。
【００４９】
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　また、多機能機４０は、原稿に対して１回のプレスキャンを実行することによって、複
数のサムネイル画像データ１０６，１１６，１２６等を作成する。複数回のプレスキャン
が実行されないために、サムネイル画像データ１０６，１１６，１２６等を作成するため
の時間を短縮することができる。
【００５０】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。実施例の変形例を以下に列挙する。
【００５１】
（１）ＷｅｂＤＡＶプロトコル以外のファイル共有プロトコルが利用されてもよい。例え
ば、ＳＭＢ（Ｓｅｒｖｅｒ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｌｏｃｋ）プロトコルが利用されてもよ
い。
【００５２】
（２）ＰＣ１０以外の情報処理装置が利用されてもよい。情報処理装置は、ファイル共有
プロトコルを利用して通信可能であって表示装置を少なくとも有するものであれば、どの
ようなものであってもよい。例えば、携帯電話、携帯型音楽再生装置、ＰＤＡ等が利用さ
れてもよい。
【００５３】
（３）スキャン設定データ１０８，１１８，１２８等は、多機能機４０の操作装置４２（
図１参照）が操作されることによって多機能機４０に入力されてもよい。
【００５４】
（４）多機能機４０は、自身の表示装置４４（図１参照）にサムネイル画像データ１０６
，１１６，１２６等を表示してもよい。この場合、多機能機４０は、ユーザが操作装置４
２を操作することによって１つのサムネイル画像データを選択することを許容し、選択さ
れたサムネイル画像データに対応するスキャン設定データに従って本スキャンを実行する
ようにしてもよい。
【００５５】
（５）上記の実施例は、印刷設定データが反映されたプレビュー画像を作成してユーザに
提供することにも適用することができる。この場合、多機能機４０は、複数パターンの印
刷設定データ（例えば用紙サイズ、用紙方向等の複数の設定項目から構成される）を記憶
する。多機能機４０は、複数パターンの印刷設定データのそれぞれについて、その印刷設
定データが反映されたプレビュー画像を作成する。多機能機４０は、各プレビュー画像を
ＰＣ１０に送信する。ユーザは、ＰＣ１０において所望のプレビュー画像（印刷設定デー
タ）を選択することができる。多機能機４０は、選択された印刷設定データに従って印刷
処理を実行する。
【００５６】
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
て技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものでは
ない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり
、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】多機能機システムの概略図を示す。
【図２】フォルダ記憶領域の記憶内容の一例を示す。
【図３】フォルダ「ｓｃａｎｎｅｒ」の下位ファイルを示す。
【図４】スキャン設定ウィンドウの一例を示す。
【図５】フォルダ「ｓｃａｎｎｅｒ」の下位ファイルを示す。
【図６】ファイル「ｃｏｌｏｒ　６００ｄｐｉ．ｊｐｇ」を別の場所にコピーする様子を
示す。
【図７】ＰＣでの操作とコマンドの対応表を示す。
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【図８】多機能機のメイン処理のフローチャートを示す。
【図９】ＰＲＯＰＦＩＮＤ処理のフローチャートを示す。
【図１０】ＧＥＴ処理のフローチャートを示す。
【図１１】ＰＯＳＴ処理のフローチャートを示す。
【符号の説明】
【００５８】
２：多機能機システム
１０：ＰＣ
１２：操作装置
１４：表示装置
１６：制御装置
４０：多機能機
４２：操作装置
４４：表示装置
４６：印刷装置
４８：スキャナ装置
５２：制御装置
６０：フォルダ記憶領域
８０，９０：フォルダ
９２：設定画面ファイル
９６：設定画面データ
１０２，１１２，１２２：サムネイル画像ファイル
１０２ａ，１１２ａ，１２２ａ：ファイルオブジェクト
１０６，１１６，１２６：サムネイル画像データ
１０８，１１８，１２８：スキャン設定データ
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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