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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが、アプリケーションプログラム間のデータ連携を支援するデータ連携支
援方法であって、
　第１のアプリケーションプログラムから、一つ以上の項目のそれぞれに対応してデータ
が表示された表示画面の画面イメージデータを取り込み、
　一つ以上の種別の画面それぞれについて定義された、表示画面中の一つ以上の領域を示
す座標情報及び前記一つ以上の領域にそれぞれ表示されるイメージデータを含む画面種別
判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記一つ以上の領域にそれぞれ表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否かを前記一つ以上の領域のそれぞれに対して判
定することにより、前記表示画面が前記一つ以上の種別のいずれの種別であるのかを識別
し、
　前記識別された表示画面の前記画面イメージデータから、前記項目のうち、第２のアプ
リケーションプログラムによる処理に利用される項目として前記識別された種別に対応し
て予め指定された項目に対応する、前記項目に応じて予め指定されたデータ属性に応じた
処理モードの処理を実行して、該処理により得られた前記データ属性を有するデータから
なる連携データを取得し、
　前記連携データを前記第２のアプリケーションプログラムへ出力する、
　ことを含むことを特徴とするデータ連携支援方法。



(2) JP 4102365 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

【請求項２】
　表示画面中の領域を示す座標情報及び前記領域に表示されるデータのデータ属性を示す
データ属性情報を含む認識項目情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記領域に
表示されるデータを切り出し、切り出されたデータを前記データ属性情報に基づいて認識
する、
　ことを更に含み、
　前記連携データは、認識結果として取得される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ連携支援方法。
【請求項３】
　前記第２のアプリケーションプログラムによって処理された前記連携データは、前記第
１のアプリケーションプログラムに出力される、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項１に記載のデータ連携支援方法。
【請求項４】
　表示画面中の領域を示す座標情報を含む出力方法情報に基づいて、前記第２のアプリケ
ーションプログラムによって処理された前記連携データは、前記第１のアプリケーション
プログラムの表示画面中の前記領域に出力される、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項１に記載のデータ連携支援方法。
【請求項５】
　コンピュータが、アプリケーションプログラム間のデータ連携を支援するデータ連携支
援方法であって、
　第１のアプリケーションプログラムから、一つ以上の項目のそれぞれに対応する領域を
含む表示画面の画面イメージデータを取り込み、
　一つ以上の種別の画面それぞれについて定義された、表示画面中の一つ以上の領域を示
す座標情報及び前記一つ以上の領域にそれぞれ表示されるイメージデータを含む画面種別
判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記一つ以上の領域にそれぞれ表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否かを前記一つ以上の領域のそれぞれに対して判
定することにより、前記表示画面が前記一つ以上の種別のいずれの種別であるのかを識別
し、
　第２のアプリケーションプログラムから、該第２のプログラムが処理したデータであっ
て、前記一つ以上の項目にそれぞれ対応するデータからなる連携データを取得し、
　前記一つ以上の項目のそれぞれについて、識別された前記表示画面に含まれ当該項目に
対応する前記領域に、前記連携データのうち当該項目に対応する前記データを出力する、
　ことを含むことを特徴とするデータ連携支援方法。
【請求項６】
　コンピュータに、アプリケーションプログラム間のデータ連携を支援する制御を行わせ
るプログラムを記録する、前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体であって、
　第１のアプリケーションプログラムから、一つ以上の項目のそれぞれに対応してデータ
が表示された表示画面の画面イメージデータを取得し、
　一つ以上の種別の画面それぞれについて定義された、表示画面中の一つ以上の領域を示
す座標情報及び前記一つ以上の領域にそれぞれ表示されるイメージデータを含む画面種別
判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記一つ以上の領域にそれぞれ表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否かを前記一つ以上の領域のそれぞれに対して判
定することにより、前記表示画面が前記一つ以上の種別のいずれの種別であるのかを識別
し、
　前記識別された表示画面の前記画面イメージデータから、前記項目のうち、第２のアプ
リケーションプログラムによる処理に利用される項目として前記識別された種別に対応し
て予め指定された項目に対応する、前記項目に応じて予め指定されたデータ属性に応じた
処理モードの処理を実行して、該処理により得られた前記データ属性を有するデータから
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なる連携データを取得し、
　前記連携データを前記第２のアプリケーションプログラムへ出力する、
　ことを含む制御を前記コンピュータに行わせるプログラムを格納する記録媒体。
【請求項７】
　コンピュータに、アプリケーションプログラム間のデータ連携を支援する制御を行わせ
るプログラムであって、
　第１のアプリケーションプログラムから、一つ以上の項目のそれぞれに対応してデータ
が表示された表示画面の画面イメージデータを取得し、
　一つ以上の種別の画面それぞれについて定義された、表示画面中の一つ以上の領域を示
す座標情報及び前記一つ以上の領域にそれぞれ表示されるイメージデータを含む画面種別
判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記一つ以上の領域にそれぞれ表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否かを前記一つ以上の領域のそれぞれに対して判
定することにより、前記表示画面が前記一つ以上の種別のいずれの種別であるのかを識別
し、
　前記識別された表示画面の前記画面イメージデータから、前記項目のうち、第２のアプ
リケーションプログラムによる処理に利用される項目として前記識別された種別に対応し
て予め指定された項目に対応する、前記項目に応じて予め指定されたデータ属性に応じた
処理モードの処理を実行して、該処理により得られた前記データ属性を有するデータから
なる連携データを取得し、
　前記連携データを前記第２のアプリケーションプログラムへ出力する、
　ことを含む制御を前記コンピュータに行わせるプログラム。
【請求項８】
　アプリケーションプログラム間のデータ連携を支援するデータ連携支援装置であって、
　第１のアプリケーションプログラムから、一つ以上の項目のそれぞれに対応してデータ
が表示された表示画面の画面イメージデータを取得する表示画面取込手段と、
　一つ以上の種別の画面それぞれについて定義された、表示画面中の一つ以上の領域を示
す座標情報及び前記一つ以上の領域にそれぞれ表示されるイメージデータを含む画面種別
判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記一つ以上の領域にそれぞれ表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否かを前記一つ以上の領域のそれぞれに対して判
定することにより、前記表示画面が前記一つ以上の種別のいずれの種別であるのかを識別
する識別手段と、
　取得され、前記種別が識別された前記画面イメージデータから、前記項目のうち、第２
のアプリケーションプログラムによる処理に利用される項目として前記識別された種別に
対応して予め指定された項目に対応する、前記項目に応じて予め指定されたデータ属性に
応じた処理モードの処理を実行して、該処理により得られた前記データ属性を有するデー
タからなる連携データを取得する項目情報取得手段と、
　取得された前記連携データを前記第２のアプリケーションプログラムへ出力する連携処
理手段と、
　を備えることを特徴とするデータ連携支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーション間でデータを連携させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　あるアプリケーション（以下、ターゲットＡＰＬという）の表示画面に表示される情報
を、更なる別のアプリケーション（以下、連携ＡＰＬという）において用いることができ
るようにシステムを改造することが必要になる場合がある。このような場合、従来技術に
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よれば以下のような手順を行う。
【０００３】
　１）まず、ターゲットＡＰＬのデータ項目を表示する画面を紙等に出力させ、人手を用
いて、その画面中で必要なデータ項目を連携ＡＰＬに再入力する。
　２）ターゲットＡＰＬと連携ＡＰＬとの間でデータ連携が可能となるように、両方のＡ
ＰＬに改造を行う。
【０００４】
　この従来技術によれば、手順１）では作業の際に人手が必要であるため、データ入力の
負担が生じると共に誤入力が発生する可能性があるという問題があった。手順２）では、
連携ＡＰＬのみならずターゲットＡＰＬを改造することが必要となるため、システム開発
の規模が大きくなり、これに伴い、開発予算及び期間が増大するという問題があった。ま
た、ターゲットＡＰＬの開発者が連携ＡＰＬのそれと異なる場合等には、機密情報の開示
が必要となる場合もあり、開発者双方の合意が得られなければ、そもそも、ターゲットＡ
ＰＬを改造する事ができない場合もあるという問題もあった。
【０００５】
　なお、公開特許公報特開平８－８３２８５号によれば、スキャナを用いて紙に出力され
たデータを画像データとして読みこみ、その画像データから文字を表示する領域を認識し
、認識された領域中の画像データから文字コードを生成し、その文字コードをデータベー
スに登録するシステムが開示されている。
【０００６】
　また、公開特許公報特開平１０－２４０９０１号によれば、予め文書構造のレイアウト
規則を記憶し、さらに、文書の画像データを蓄積し、蓄積された画像データのレイアウト
を上記レイアウト規則に基づいて解析し、解析結果に基づいて上記画像データから文字パ
ターンを切り出し、その切り出された文字パターンから文字を認識し、文字認識の結果を
ファイルに格納するシステムを開示する。
【０００７】
　両発明は、上記の手順１）における人手を用いた再入力を省くことを可能とする。しか
し、両発明ともプログラム間のデータ連携を可能とするためには、画面を紙に出力するこ
と、及び、ターゲットＡＰＬ及び連携ＡＰＬに改造を行う事が必要であるという問題を依
然として有する。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の目的は、ターゲットＡＰＬと連携ＡＰＬとの間でデータ連携ができるようにシ
ステムを改造する際に、画面の紙媒体への出力、人手によるデータ項目の入力、及び、タ
ーゲットＡＰＬ及び連携ＡＰＬの改造を不要とすることを目的とする。
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の１態様によれば、プログラム間のデータ連携を支
援するデータ連携支援装置において、第１のプログラム（ターゲットＡＰＬ）から表示画
面の画面イメージデータを取込む表示画面取込手段と、取込まれた前記画面イメージデー
タから第２のプログラム（連携ＡＰＬ）へ出力すべき連携データを取得する項目情報取得
手段と、取得された前記連携データを前記第２のプログラムへ出力する項目情報出力手段
とを備える。
【００１０】
　上記構成において、第１のプログラム中の表示画面を紙等に出力するのではなく、第１
のプログラムから画面イメージデータとして取込み、取込まれた画面イメージデータから
連携データを取得し、取得された連携データを第２のプログラムに出力する。これにより
、上記目的を達成する。
【００１１】
　また、上記データ連携支援装置は、表示画面中の領域を示す座標情報及び前記領域に表
示されるイメージデータを含む画面種別判定情報に基づいて、前記画面イメージデータか
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ら前記領域に表示されるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記
画面種別判定情報に含まれるイメージデータとが一致するか否か判定することにより表示
画面を識別する画面種別判定手段を更に含み、
上記項目情報取得手段は、識別された表示画面の画面イメージデータから連携データを取
得することとしてもよい。
【００１２】
　これにより、表示画面の識別をイメージデータに基づいて自動的に行うことを可能とす
る。
　また、上記項目情報取得手段は、表示画面中の領域を示す座標情報及び前記領域に表示
されるデータの属性を示すデータ属性情報を含む認識項目情報に基づいて、前記画面イメ
ージデータから前記領域に表示されるデータを切り出し、切り出されたデータを前記デー
タ属性情報に基づいて認識し、前記連携データを認識結果として取得することとしてもよ
い。
【００１３】
　また、上記データ連携支援装置は、前記第２のプログラムによって処理された前記連携
データを前記第１のプログラムに出力する項目情報出力手段を更に備えることとしても良
い。これにより、第２のプログラムによる連携データの処理結果を第１のプログラムに返
すことが可能となる。
【００１４】
　なお、上記項目情報出力手段は、表示画面中の領域を示す座標情報を含む出力方法情報
に基づいて、前記第２のプログラムによって処理された前記連携データは、前記第１のプ
ログラムの表示画面中の前記領域に出力することとしてもよい。　
【００１５】
　また、本発明の別の１態様によれば、プログラム間のデータ連携を支援するデータ連携
支援装置において、第１のプログラムから表示画面の画面イメージデータを取り込む表示
画面取込手段と、表示画面中の領域を示す座標情報及び前記領域に表示されるイメージデ
ータを含む画面種別判定情報に基づいて、前記画面イメージデータから前記領域に表示さ
れるイメージデータを切り出し、切り出されたイメージデータと前記画面種別判定情報に
含まれるイメージデータとが一致するか否か判定することにより表示画面を識別する画面
種別判定手段と、第２のプログラムによって処理された連携データを前記第１のプログラ
ムに出力する項目情報出力手段を備える。
【００１６】
　上記構成において、第１のプログラム中の表示画面を画面イメージデータとして取込み
、取込まれた画面イメージデータに基づいて取込まれた表示画面を識別し、識別された表
示画面に、第２のプログラムによって処理されたデータを出力させる事が可能となる。こ
れによっても、第１及び第２のプログラムを改造しなくとも、第１及び第２のプログラム
の間でデータ連携を実現することが可能となり、上記目的を達成する。
【００１７】
　また、上記データ連携支援装置によって行われる処理と同様の手順を行うデータ連携支
援方法によっても、上記コンピュータと同様の作用・効果が得られる。従って、上記デー
タ連携支援方法も上記目的を達成することが可能である。
【００１８】
　また、上記データ連携支援方法において行われる手順と同様の制御をプロセッサに行わ
せるプログラムも、そのプログラムをプロセッサに実行させることによって、上記目的を
達成することが可能である。さらに、上記プログラムを記録した記録媒体（記録装置）か
ら、そのプログラムをプロセッサに読み出させて実行させることによっても、上記目的を
達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、同じ装置等には同じ参
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照番号をつけ、説明を省略する。
　本発明は、コンピュータを用いて実現される。まず、図１を用いてコンピュータの構成
について説明する。
【００２０】
　図１に示すようにコンピュータは、ＣＰＵ１１、メモリ１２、入力装置１３、出力装置
１４、外部記憶装置１５、媒体駆動装置１６、及びネットワーク接続装置１７を備え、そ
れらはバス１８により互いに接続されている。
【００２１】
　メモリ１２は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）等を含み、処理に用いられるプログラムとデータを格納する。プログラム間のデータ連
携を支援する制御をコンピュータに行わせるデータ連携支援プログラム（後述）は、コン
ピュータのメモリ１２の特定のプログラムコードセグメントに格納される。また、メモリ
１２は、後述の画面イメージ書き込み部２２８を実現する。
【００２２】
　ＣＰＵ１１は、メモリ１２を利用して上述のプログラムを実行することにより、必要な
処理を行う。メモリ１２に、データ連携支援プログラムを格納し、このプログラムをＣＰ
Ｕ１１に実行させることにより、コンピュータに、データ連携支援装置として機能させる
ことが可能となる。
【００２３】
　入力装置１３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等であ
り、ユーザからの指示や情報の入力に用いられる。出力装置１４は、例えば、ディスプレ
イやプリンタ等であり、コンピュータのユーザへの問い合わせ、処理結果等の出力に用い
られる。
【００２４】
　外部記憶装置１５は、例えば、磁気ディスク装置、光ディスク装置、光磁気ディスク装
置等である。外部記憶装置１５は、後述の画面情報ＤＢ２２９を実現する。さらに、上述
のプログラムをコンピュータの外部記憶装置１５に保存しておき、必要に応じて、それら
をメモリ１２にロードして使用することもできる。
【００２５】
　媒体駆動装置１６は、可搬記録媒体１９を駆動し、その記録内容にアクセスする。可搬
記録媒体１９としては、メモリカード、メモリスティック、フレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、光ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ（D
igital Versatile Disk）等、任意のコンピュータ読み取り可能な記録媒体が用いられる
。この可搬記録媒体１９に上述のデータ連携支援プログラムを格納しておき、必要に応じ
て、それをコンピュータのメモリ１２にロードして使用することもできる。
【００２６】
　ネットワーク接続装置１７は、ＬＡＮ、ＷＡＮ等の任意のネットワーク（回線）を介し
て外部の装置と通信し、通信に伴うデータ変換を行う。また、必要に応じて、上述のプロ
グラムを外部の装置から受け取り、それをコンピュータのメモリ１２にロードして使用す
ることもできる。
【００２７】
　次に、図２を用いて、本発明の第１実施形態に係わるシステムの構成について説明する
。
　図２に示すように、コンピュータ２０には、連携ＡＰＬ２１、データ連携支援プログラ
ム（以下、スクリーンプラグという）２２、ターゲットＡＰＬ２３及びオペレーションシ
ステム(以下、ＯＳ）２４がインストールされている。
【００２８】
　連携ＡＰＬ２１は、スクリーンプラグ２２を介してターゲットＡＰＬ２３から連携すべ
きデータを受け取り、そのデータを用いて所定のアルゴリズムに基づいて処理を行う。
　スクリーンプラグ２２は、ターゲットＡＰＬ２３から表示画面の画面イメージデータを
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取り込み、その画面イメージデータからデータを取得する。そして、取り出したデータを
連携ＡＰＬ２１へ出力する。これにより、スクリーンプラグ２２は、連携ＡＰＬ２１とタ
ーゲットＡＰＬ２３との間のデータ連携を実現する。また、必要に応じて、スクリーンプ
ラグ２２は、連携ＡＰＬ２１による処理結果をターゲットＡＰＬ２３に戻す。
【００２９】
　ターゲットＡＰＬ２３は、所定のアルゴリズムに基づいてデータを処理する。ＯＳ２４
は、連携ＡＰＬ２１、スクリーンプラグ２２及びターゲットＡＰＬ２３等のアプリケーシ
ョンに対して、システム管理機能を提供する。
【００３０】
　なお、スクリーンプラグ２２がデータを連携させる、連携ＡＰＬ２１及びターゲットＡ
ＰＬ２３が行う処理は、どのようなものであってもよい。図２では、例として、コンピュ
ータ２０とコンピュータ３０はネットワークを介して接続され、コンピュータ２０内のタ
ーゲットＡＰＬ２３は、コンピュータ３０のデータベース３１から検索システム３２を介
してデータを取得し、そのデータを用いて処理を行う場合を示す。ここで、ネットワーク
Ｎは、１つのネットワークであっても、複数のネットワークの組み合わせであってもよい
。ネットワークＮとして、インターネット、電話回線網、無線回線網等のＷＡＮ（Wide A
rea Network）及びＬＡＮ（Local Area Network）等が考えられる。
【００３１】
　以下、図３を用いて、スクリーンプラグ２２の機能構成について説明する。
　図３に示すようにスクリーンプラグ２２は、表示画面取込部２２１、画面種別定義部２
２２、定義重複確認部２２３、画面種別判定部２２４、項目情報取得／認識部２２５、連
携処理部２２６、項目情報出力部２２７、画面イメージ書き込み部２２８、画面情報デー
タベース（以下、データベースをＤＢと略記する）２２９を備える。
【００３２】
　スクリーンプラグ２２が行う処理には、大別して、画面定義処理とデータ連携処理とが
ある。前者は、データ連携を行う前に行う処理であり、ターゲットＡＰＬ２３から取得す
るべきデータが、どの表示画面のどの位置にどのようなデータ形式で存在するのか、取得
したデータをどのプログラムにどのようにして出力するのか等を定義する処理である。表
示画面取込部２２１、画面種別定義部２２２及び定義重複確認部２２３によってこの処理
が行われ、この処理の結果は、画面情報ＤＢ２２９に書き込まれる。後者は、画面定義処
理の結果に基づいて、ターゲットＡＰＬ２３から取り出したデータを連携ＡＰＬ２１に連
携させる処理である。表示画面取込部２２１、画面種別判定部２２４、項目情報取得／認
識部２２５、連携処理部２２６及び項目情報出力部２２７によってこの処理が行われる。
この処理の際には、画面情報ＤＢ２２９に書きこまれた画面定義処理の結果が用いられる
。
【００３３】
　以下、各部が行う処理について説明する。
　表示画面取込部２２１は、ターゲットＡＰＬ２３から表示画面の画面イメージデータを
取り込み、画面イメージ書き込み部２２８に書き込む。
【００３４】
　画面種別定義部２２２は、画面イメージ書き込み部２２８に書きこまれた画面イメージ
データに基づいて、ターゲットＡＰＬ２３から取り出すべきデータの画面における位置及
びデータの属性等を定義する画面定義情報を作成する。画面定義情報に含まれる情報につ
いて詳しくは後述する。定義重複確認部２２３は、、画面種別定義部２２２によって作成
された画面定義情報が、画面情報ＤＢ２２９に格納されている画面定義情報と重複してい
るか否か確認し、重複していないことを確認した場合、作成された画面定義情報を画面情
報ＤＢ２２９に格納させる。
【００３５】
　画面種別判定部２２４は、画面情報ＤＢ２２９に格納された画面定義情報と画面イメー
ジ書き込み部２２８に書きこまれた画面イメージデータとに基づいて、取り込まれた画面
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を識別する。画面が識別された場合、項目情報取得／認識部２２５は、画面定義情報に基
づいて、画面イメージデータから連携ＡＰＬ２１で連携させるべきデータを取り出す。
【００３６】
　連携処理部２２６は、取り出されたデータをデータの連携先となる連携ＡＰＬ２１の所
定のデータ領域に所定の連携方法で出力する。なお、データの連携先となる連携ＡＰＬは
連携先識別情報によって予め指定され、データの連携方法は連携方法指定情報によって予
め定義されている。連携先識別情報及び連携方法指定情報は共に、画面定義情報に含まれ
る。また、連携処理部２２６は、連携ＡＰＬ２１から処理されたデータを受け取り、項目
情報出力部２２７に出力する。項目情報出力部２２７は、連携ＡＰＬ２１によって処理さ
れたデータをターゲットＡＰＬ２３又は、他のアプリケーションに出力する。連携ＡＰＬ
２１による処理結果の出力先は、画面定義情報に含まれる出力先定義情報によって指定さ
れる。なお、図２では、連携ＡＰＬ２１による処理結果がターゲットＡＰＬ２３に戻され
る場合を示している。
【００３７】
　画面イメージ書き込み部２２８には、表示画面取込部２２１によって取り込まれた画面
イメージデータが書き込まれる。この画面イメージ書き込み部２２８は、原則的に、現在
、画面定義処理又はデータ取り出し処理の対象となっている画面の画面イメージデータが
書き込まれる。
【００３８】
　画面情報ＤＢ２２９には、画面種別定義部２２２によって作成された画面定義情報が格
納される。
　以下、図４及び図５を用いて、上記画面定義処理及びデータ連携処理の概要について説
明する。図４及び図５において、スクリーンプラグ２２によって行われる処理は、点線で
囲まれている。各処理について、詳しくは後述する。
【００３９】
　まず、画面定義処理の概要について説明する。キーボード等の入力装置１３からの入力
を契機として画面定義処理が開始されると、まず、表示画面取込部２２１は、ターゲット
ＡＰＬ２３から表示画面を取り込む表示画面取込処理を行う。取り込まれた画面の画面イ
メージデータは画面イメージ書き込み部２２８に書き込まれる。画面種別定義部２２２は
、画面イメージ書き込み部２２８に書きこまれた画面イメージデータ及びユーザの指示に
基づいて画面定義情報を作成し、作成された画面定義情報を画面情報ＤＢ２２９に書き込
む。定義重複確認部２２３は、画面情報ＤＢ２２９に格納されている画面定義情報のうち
で互いに重複しているものがあるか否か確認する定義重複確認処理を行う。確認の結果、
重複している場合、定義重複確認部２２３は、重複している旨を示す情報を出力する。
【００４０】
　次に、データ連携処理の概要について説明する。キーボード等の入力装置１３からの入
力を契機としてデータ連携処理が開始されると、まず、表示画面取込部２２１は、ターゲ
ットＡＰＬ２３から表示画面を取り込む表示画面取込処理を行う。取り込まれた画面の画
面イメージデータは画面イメージ書き込み部２２８に書き込まれる。画面種別判定部２２
４は、画面情報ＤＢ２２９から画面定義情報を読み出して、その画面定義情報に基づいて
画面イメージ書き込み部２２８に画面イメージデータが書きこまれた画面を識別する。項
目情報取得／認識部２２５は、識別結果及びその画面に対応する画面定義情報に基づいて
、画面イメージデータから連携ＡＰＬ２１に出力するべきデータを取り出し、取り出した
データを確認するための確認画面を出力装置１４に表示させる。ユーザは、この確認画面
に基づいて取り出されたデータを確認することができる。なお、この確認画面の表示処理
は、省略する事が可能である。
【００４１】
　続いて、連携処理部２２６は、画面定義情報に含まれる連携方法情報に基づいて、取り
出されたデータを所定の連携ＡＰＬ２１に所定の連携方法で出力する。さらに、連携処理
部２２６は、連携ＡＰＬ２１から処理されたデータを受け取り、そのデータを確認する連
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携結果の確認画面を出力装置１４に表示させる。なお、この連携結果の確認画面の表示処
理は省略可能である。
【００４２】
　項目情報出力部２２７は、画面定義情報に含まれる出力方法情報に基づいて、連携結果
として得られたデータをターゲットＡＰＬ２３の所定の領域に出力する。さらに、項目情
報出力部２２７は、このデータ連携処理の結果を確認する結果確認画面を出力装置１４に
表示させる。なお、連携結果として得られたデータの出力処理及びその確認画面の表示処
理は省略可能である。また、図２と同様に、図５でも、連携ＡＰＬ２１による処理結果が
ターゲットＡＰＬ２３に戻される場合を示している。
【００４３】
　以下、図６から図２９を用いて各処理について詳しく説明する。なお、以下の説明にお
いて、ターゲットＡＰＬ２３を金融送金業務用プログラムであると仮定し、連携ＡＰＬ２
１を印鑑照合プログラムであると仮定する。そして、ターゲットＡＰＬ２３の「送金処理
」画面から取り出されたデータ項目に基づいて連携ＡＰＬ２１に印鑑照合処理を行わせ、
その照合結果をターゲットＡＰＬ２３に戻させる場合を例とする。また、説明にあたり、
具体的な送金処理画面の例を用いる。これらの仮定は、説明を具体的にすることにより理
解を容易にするためであり、ターゲットＡＰＬ２３及び連携ＡＰＬ２１を限定したり、本
発明の応用範囲を限定したりする趣旨ではない。
【００４４】
　まず、図６を用いて、表示画面取込処理の手順について説明する。図６に示すように、
まず、表示画面取込部２２１は、ターゲットＡＰＬ２３から表示画面を取り込み、その画
面中のキャレット或いはカーソルを非表示状態にする（ステップＳ１）。続いて、表示画
面取込部２２１は、その画面の画面イメージデータが存在するメモリ中の領域を取得し（
ステップＳ２）、その領域からその画面の画面イメージデータをコピーする（ステップＳ
３）。その後、表示画面取込部２２１は、その表示画面中のキャレット或いはカーソルを
表示状態に戻す（ステップＳ４）。表示画面取込部２２１は、コピーされた画目イメージ
データを、画面イメージ書き込み部２２８に書き込む（ステップＳ５）。
【００４５】
　図１７に、表示画面取込部２２１によって取り込まれた表示画面の一例を示す。図１７
に示す表示画面は、金融送金業務用プログラムによる送金処理において表示される。この
画面には、この画面で行われる処理を示す文字情報として図１７の向かって左上に「送信
処理」が表示され、さらに、画面識別番号として図１７の向かって右上に「Menu 00201」
が表示されている。なお、画面識別番号は、画面種別定義部２２２が設定する画面ＩＤと
一致する必要はない。
【００４６】
　また、この画面には、取引情報として、顧客データベース番号（ＣＩＦ番号、ＣＩＦ：
Customer Interaction File）、顧客名、送金金額、印鑑照合の結果を入力する欄、及び
送金処理の申し込み用紙から読取られた印鑑（以下、読取印という）の画像イメージ（以
下、読取印）が表示されている。
【００４７】
　以下、図１７に示すこの表示画面の画面イメージデータを参照しながら、図７から図１
０を用いて、画面種別定義処理の手順について説明する。この画面種別定義処理は、画面
定義処理に含まれる。まず、図７に示すように、画面種別定義処理において、画面種別定
義部２２２は、画面イメージ書き込み部２２８から画面イメージデータを読み出す（ステ
ップＳ１１）。続いて、画面種別定義部２２２は、画面を識別する画面ＩＤを設定する（
ステップＳ１２）。さらに、画面種別定義部２２２は、画面種別判定定義サブルーチン（
ステップＳ１３）、認識項目定義サブルーチン（ステップＳ１４）、及び連携方法定義サ
ブルーチン（ステップＳ１５）を行い、処理を終了する。各サブルーチンについて詳しく
は後述する。
【００４８】
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　画面定義情報は、連携させるべきデータを含む画面に対応して作成される。画面定義情
報は、画面種別判定情報、認識項目情報及び連携方法情報を含む。連携ＡＰＬ２１による
処理結果を所定のアプリケーションに出力する場合、画面定義情報は、更に、出力方法情
報を含む。画面種別判定情報は画面種別判定定義サブルーチンにおいて、認識項目定義情
報は認識項目定義サブルーチンにおいて、連携方法情報と出力方法情報は連携方法定義サ
ブルーチンにおいて、それぞれ作成される。
【００４９】
　以下、図８及び図１８を用いて、上記画面種別判定定義サブルーチンの手順について説
明する。図８に示すように、画面種別定義部２２２は、取り込まれた画面から画面種別判
定情報として取り出すべき項目の指定を受けると、その項目に項目ＩＤを付す（ステップ
Ｓ２１）。続いて、画面種別定義部２２２は、画面イメージ中で取り出すべき項目が表示
されている領域（識別部分）の指定を受けると（ステップＳ２２）、その座標に基づいて
画面イメージデータからイメージデータを切り出す（ステップＳ２３）。画面種別定義部
２２２は、項目ＩＤ、座標及び切り出したイメージデータを含む画面識別判定情報を作成
する。ステップＳ２１からＳ２３を画面種別判定情報として取り出すべき全ての項目につ
いて行った場合(ステップＳ２４：Ｙｅｓ）、処理を終了する。そうでない場合（ステッ
プＳ２４：Ｎｏ）、ステップＳ２１にもどる。
【００５０】
　図１８に、図１７に示す画面についての画面種別判定情報の一例を示す。図１８に示す
ように、図１７に示す画面についての画面種別判定情報は、２つある。１つは、図１７の
向かって左上に表示される「送信処理」という文字が表示される画面中の領域を示す座標
情報及びその座標情報に基づいて切り出されたイメージデータを含む画面種別判定情報で
あり、１つは、「Menu 00201」という番号が表示される画面中の領域を示す座標情報及び
その座標情報に基づいて切り出されたイメージデータを含む画面種別判定情報である。な
お、図１８において、例として、領域は、矩形を形成する４つの頂点のうち相対する２つ
の頂点の座標を用いて示されている。また、図１８において画面種別判定情報には「項目
ＩＤ」の代わりに「項目名」が含まれているが、いずれであってもよい。画面種別判定情
報は、後述のデータ連携処理において、ターゲットＡＰＬ２３から取り込まれた画面を識
別する際に用いられる。
【００５１】
　次に、図９及び図１９を用いて、認識項目定義サブルーチンの手順について説明する。
図９に示すように、まず、画面種別定義部２２２は、表示画面取込部２２１によって取り
込まれた画面から認識項目として取り出すべきデータの項目名の指定を受ける。なお、こ
の項目名は、画面中の項目名と一致させることとしても良い（ステップＳ３１）。続いて
、画面種別定義部２２２は、その画面中において、認識項目が表示される領域の指定を受
ける（ステップＳ３２）。さらに、画面種別定義部２２２は、その領域に表示されるデー
タの属性の指定を受ける(ステップＳ３３）。画面種別定義部２２２は、ステップＳ３１
からＳ３３の指定に基づいて、画面種別定義部２２２は、項目名、指定された領域を示す
座標情報、及びデータ属性を示すデータ属性情報を含む認識項目情報を作成する。データ
属性として、例えば、文字データ、エディット・コントロール、スタティック・コントロ
ール及びイメージデータ等が挙げられる。ステップＳ３１からＳ３３を認識項目として取
り出すべき全ての項目について行った場合(ステップＳ３４：Ｙｅｓ）、処理を終了する
。そうでない場合（ステップＳ３４：Ｎｏ）、ステップＳ３１にもどる。認識項目情報は
、後述のデータ連携処理において、ターゲットＡＰＬ２３から取り込まれた画面から連携
ＡＰＬ２１に連携させるべきデータを取り出す際に用いられる。
【００５２】
　図１９に、図１７に示す画面についての認識項目情報の一例を示す。図１９に示すよう
に、図１７に示す画面についての認識項目情報は、４つある。１つ目は、ＣＩＦ番号の入
力欄に対応する認識項目情報であり、２つ目は、顧客名の入力欄に対応する認識項目情報
であり、３つ目は、送金金額の入力欄に対応する認識項目情報であり、４つ目は、読取印
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の画像イメージに対応する認識項目情報である。また、図１９に示すように、各認識項目
情報は、項目名、その項目が画面上に表示されている領域を示す座標情報、及びその項目
のデータ属性情報を含む。図１８と同様に、図１９においても、領域は、矩形を形成する
相対する２つの頂点の座標を用いて示されている。
【００５３】
　次に、図１０、図２０及び図２１を用いて、連携方法定義サブルーチンの手順について
説明する。図１０に示すように、まず、画面種別定義部２２２は、連携ＡＰＬ２１の指定
と連携方法の指定を受ける（ステップＳ４１）。画面種別定義部２２２は、指定に基づい
て、連携ＡＰＬ２１を識別する連携先識別情報と連携方法を指定する連携方法指定情報を
含む連携方法情報を作成する。連携方法として、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission C
ontrol Protocol / Internet Protocol）、ＨＴＴＰ（Hypertext Transmission Protocol
）、ＡＰＩ（Application Program Interface）、ＤＬＬ（Dynamic Link Library）等が
挙げられる。
【００５４】
　図２０に、連携方法情報の一例を示す。図２０に示す例では、連携方法情報には、連携
ＡＰＬ２１を識別する連携先識別情報として連携ＡＰＬ２１のプログラム名が含まれてい
る。また、連携ＡＰＬ２１とターゲットＡＰＬ２３間のデータの連携方法としてＴＣＰ／
ＩＰ、ソケット通信が指定されている。
【００５５】
　続いて、画面種別定義部２２２は、連携ＡＰＬ２１が連携されたデータを処理した結果
として得られた情報（以下、連携結果情報）を連携ＡＰＬ２１からターゲットＡＰＬ２３
へ出力するか否かを指定する情報を受ける(ステップＳ４２）。指定に基づいて、連携結
果情報をターゲットＡＰＬ２３へ出力すると判定した場合（ステップＳ４２：Ｙｅｓ）、
ステップＳ４３に進む。そうでない場合（ステップＳ４２：Ｎｏ）、ステップＳ４６に進
む。
【００５６】
　ステップＳ４２でＹｅｓの場合、ステップＳ４３において、画面種別定義部２２２は、
ユーザの指定に基づいて連携結果情報の項目名及びその連携結果情報を表示するべき画面
中の出力先領域を示す座標情報を含む出力方法情報を作成する(ステップＳ４３及びＳ４
４）。なお、連携結果情報として複数の項目を出力する場合、各項目に対応して複数の出
力方法情報が作成される。
【００５７】
　画面種別定義部２２２は、連携結果情報を出力するべき全ての項目についてステップＳ
４１からＳ４３を行った場合(ステップＳ４５：Ｙｅｓ）、処理を終了する。そうでない
場合（ステップＳ４５：Ｎｏ）、ステップＳ４３にもどる。この出力方法情報は、後述の
データ連携処理において、連携結果情報をターゲットＡＰＬ２３の画面に出力する際に用
いられる。
【００５８】
　ステップＳ４２でＮｏの場合、ステップＳ４６において、出力方法情報を作成する必要
はないため、処理を終了する。
　図２１に、出力方法情報の一例を示す。図２１に示すように、出力方法情報は、連携結
果情報の項目名とその連携結果情報を出力するべき画面上の出力先領域を示す座標情報を
含む。図２１の場合、連携結果情報として出力される項目は１つであるため、作成される
出力方法情報も１つである。この出力方法情報に基づいて、連携結果情報は、図１７に示
す画面中の照合結果の入力欄に表示される。
【００５９】
　上記の画面種別定義処理において作成された画面定義情報は、画面情報ＤＢ２２９に書
き込まれる。続いて、定義重複確認処理において、作成された画面定義情報が、先に作成
された画面定義情報と重複しているか否か確認される。この定義重複確認処理は、画面定
義処理に含まれる。以下、図１１を用いて、定義重複確認処理の手順について説明する。



(12) JP 4102365 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

図１１に示すように、まず、定義重複確認部２２３は、まだ重複確認処理を行っていない
画面定義情報を画像情報ＤＢ２２９から読み出す（ステップＳ５１）。画像情報ＤＢ２２
９中の全ての画面定義情報について重複確認処理を既に行っていた場合（ステップＳ５２
：Ｙｅｓ）、ステップＳ５８に進む。そうでない場合（ステップＳ５２：Ｎｏ）、ステッ
プＳ５３以降を行う。
【００６０】
　画面定義情報には１以上の画面種別判定情報が含まれる。各画面種別判定情報には、画
面上の領域を示す座標情報及びイメージデータが含まれる。ステップＳ５３において、定
義重複確認部２２３は、ステップＳ５１で読み出した画面定義情報から、まだ重複判定処
理が行われていない画面種別判定情報からイメージデータを取得する。ステップＳ５１で
読み出した画面定義情報中の全ての画面種別判定情報について重複確認処理を既に行って
いた場合（ステップＳ５４：Ｙｅｓ）、ステップＳ５７に進む。そうでない場合（ステッ
プＳ５４：Ｎｏ）、ステップＳ５５及びＳ５６を行う。
【００６１】
　ステップＳ５５において、定義重複確認部２２３は、ステップＳ５３で取得したイメー
ジデータに対応する座標情報に基づいて、画面イメージ書き込み部２２８に書き込まれて
いる画面イメージデータからイメージデータを切り出す。そして、定義重複確認部２２３
は、ステップＳ５３で取得したイメージデータと、切り出したイメージデータとを比較し
、イメージデータの比較結果に基づいて、両者が一致するか否か判定する。このイメージ
を比較する手順については、イメージ比較サブルーチンとして、詳しくは後述する。そし
て、定義重複確認部２２３は、ステップＳ５３で取得したイメージデータについての判定
結果を一時記憶格納領域に記録し（ステップＳ５６）、ステップＳ５３に戻る。
【００６２】
　ステップＳ５７において、定義重複確認部２２３は、一時記憶格納領域に記録された判
定結果が、「全ての判定において一致」を示すか否か判定し、ステップＳ５１で読み出さ
れた画面定義情報についての判定結果を「一致」として一時記憶格納領域に格納し、ステ
ップＳ５３にもどる。
【００６３】
　ステップＳ５８において、定義重複確認部２２３は、判定結果が「一致」となっている
画面定義情報の数をカウントする。さらに、定義重複確認部２２３は、その数が「１」で
ある場合「重複なし」と判定し、その数が「２以上」である場合「重複有り」と判定する
。定義重複確認部２２３は、判定結果をユーザに通知し、処理を終了する。
【００６４】
　なお、上記において、画面定義情報を作成するごとに定義重複確認処理を行うとして説
明した。しかし、定義するべき全ての画面についての画面定義情報を作成し、画面情報Ｄ
Ｂ２２９に書き込んだ後、定義重複確認処理をおこなって、画面情報ＤＢ２２９に重複し
た画面定義情報が格納されているか否か判定することとしてもよい。
【００６５】
　以下、図１２及び図２２を用いて、画面種別判定処理の手順について説明する。この画
面種別判定処理は、データ連携処理に含まれる。まず、画面種別判定処理に先立って、図
６を用いて説明したようにして表示画面取込処理が行われる。その後、画面種別判定部２
２４は、画面イメージ書き込み部２２８から画面イメージデータを取得し（ステップＳ６
１）、さらに、画面情報ＤＢ２２９から、まだ画面種別判定処理が行われていない画面定
義情報を１つ取り出す（ステップＳ６２）。
【００６６】
　画像情報ＤＢ２２９中の全ての画面定義情報について画面種別処理を既に行っていた場
合（ステップＳ６３：Ｙｅｓ）、ステップＳ６９に進む。そうでない場合（ステップＳ６
３：Ｎｏ）、ステップＳ６４以降を行う。
【００６７】
　画面定義情報には、１以上の画面種別判定情報が含まれ、各画面種別判定情報には、画
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面イメージデータ中の領域を示す座標情報及びイメージデータが含まれる。ステップＳ６
４からＳ６６は、ステップＳ６２で取得した画面定義情報に含まれる全ての画面種別判定
情報について行われる。
【００６８】
　ステップＳ６４において、画面種別判定部２２４は、ステップＳ６２で取得した画面定
義情報から１つの画面種別判定情報を取得する。さらに、画面種別判定部２２４は、その
画面種別判定情報中の座標情報に基づいて、ステップＳ６１で取得した画面イメージデー
タからイメージデータを切り出す。
【００６９】
　以下、図２２を用いて、画面イメージデータ中から切り出される領域について説明する
。
　図２２には、図１８に示す画面種別判定情報中の座標によって示される領域が矢印で示
されている。図２２に示すように、画面イメージデータから、文字「送金処理」が表示さ
れる領域及び画面識別番号「Menu 00201」が表示される領域が、画面種別判定処理のため
に図１８に示す画面種別判定情報に基づいて切り出される。
【００７０】
　続いて、画面種別判定部２２４は、ステップＳ６４で取得した画面種別判定情報中のイ
メージデータと、画面イメージデータから切り出したイメージデータとを比較するイメー
ジ比較サブルーチンを行う（ステップＳ６５）。このイメージ比較サブルーチンについて
、詳しくは後述する。
【００７１】
　続いて、画面種別判定部２２４は、イメージ比較サブルーチンの結果に基づいて、画面
種別判定情報に含まれるイメージデータとステップＳ６４で切り出されたイメージデータ
とが一致するか否か判定する（ステップＳ６６）。両者が一致しない場合（ステップＳ６
６：Ｎｏ）、ステップＳ６２にもどる。両者が一致する場合（ステップＳ６６：Ｙｅｓ）
、ステップＳ６７に進む。
【００７２】
　ステップＳ６７において、画面種別判定部２２４は、ステップＳ６２で取得された画面
定義情報中の全ての画面種別判定情報についてステップＳ６４からＳ６６を行ったか否か
判定する。全ての画面種別判定情報についてステップＳ６４からＳ６６を行った場合（ス
テップＳ６７：Ｙｅｓ）、ステップＳ６８に進む。そうでない場合（ステップＳ６７：Ｎ
ｏ）、ステップＳ６４に戻る。
【００７３】
　ステップＳ６８において、画面種別判定部２２４は、ステップＳ６２で取得した画面定
義情報は、ステップＳ６１で取得した画面イメージデータに対応すると判定し（ステップ
Ｓ６８）、処理を終了する。
【００７４】
　ステップＳ６９において、画面種別判定部２２４は、画面情報ＤＢ２２９には、ステッ
プＳ６１で取得された画面イメージデータに対応する画面定義情報は格納されていないと
判定する。画面種別判定部２２４は、取り込まれたその画面は、データベースに登録され
ていないため処理エラーが発生した旨をユーザに通知し、処理を終了する。
【００７５】
　以下、図１３及び図２３を用いてイメージ比較サブルーチンの手順について説明する。
図１３に示すように、まず、画面種別判定部２２４は、ステップＳ６４で取得した画面種
別判定情報中のイメージデータと、画面イメージデータから切り出したイメージデータと
について、１画素ごとの色の分布を検出する（ステップＳ７１）。続いて、画面種別判定
部２２４は、画面種別判定情報中のイメージデータと画面イメージデータから切り出した
イメージデータのそれぞれについて、色の分布に基づいて背景色となっている色を決定し
、その色をマスクする（ステップＳ７２）。
【００７６】
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　さらに、画面種別判定部２２４は、画面種別判定情報中のイメージデータにおいてマス
クされずに残った部分の画像パターンと、画面イメージデータから切り出したイメージデ
ータにおけるマスクされずに残った部分の画像パターンとを比較し、両者のマッチングを
行う（ステップＳ７３）。そのマッチング結果は、上記ステップＳ６６の判定に用いられ
る（ステップＳ７４）。
【００７７】
　以下、図２３を用いて、イメージ比較サブルーチンにおいてマスクされる部分について
説明する。
　図２３には、図１８に示す２つの画面種別判定情報中に含まれるイメージデータと、各
画面種別判定情報に含まれる座標に基づいて切り出されたイメージデータとが示されてい
る。例えば、項目名が「処理名」である２つのイメージデータは、文字「送金処理」を表
示する。これらのイメージデータにおいて、網掛け部分が背景色として判定され、マスク
される。この結果、両イメージデータ中、文字「送金処理」を表示する画像パターンがマ
スクされずに残り、画面種別判定部２２４によって互いに比較される。
【００７８】
　次に、図１４及び図２４を用いて、項目情報取得・認識処理の手順について説明する。
この項目情報取得・認識処理は、データ連携処理に含まれる。画面定義情報には、１以上
の認識項目情報が含まれる。以下のステップＳ８１からＳ９３は、ステップＳ６１で取得
した画面イメージデータに対応する画面定義情報に含まれる認識項目情報それぞれについ
て行われる。
【００７９】
　まず、項目情報取得／認識部２２５は、１つの認識項目情報を画面定義情報から取得し
、その認識項目情報に含まれるデータ属性を示す情報に基づいて、項目認識の処理モード
を判定する（ステップＳ８１）。例えば、データ属性が「文字データ」を示す場合、項目
情報取得／認識部２２５は、処理モードをＯＣＲ（Optical Character Reader）等を用い
た文字認識であると判定し（ステップＳ８１：認識）、ステップＳ８２に進む。また、例
えば、データ属性が「エディット・コントロール」や「スタティック・コントロール」を
示す場合、項目情報取得／認識部２２５は、処理モードをデータ項目の読み出しであると
判定し（ステップＳ８１：項目読み出し）、ステップＳ８９に進む。データ属性が「イメ
ージデータ」を示す場合（ステップＳ８１：イメージ）、ステップＳ９３に進む。
【００８０】
　ステップＳ８２において、項目情報取得／認識部２２５は、その認識項目情報に含まれ
る座標情報に基づいて、取り込まれた画面イメージデータからイメージデータを切り出し
て、そのイメージデータを構成する画素１つ１つを走査して色の判定を行う事により、文
字を示す色と背景を示す色とを判定する（ステップＳ８２）。
【００８１】
　続いて、項目情報取得／認識部２２５は、背景画像と文字を分離する閾値を用いてイメ
ージデータを２値化することにより、文字を示す色と背景を示す色とを分離する（ステッ
プＳ８３）。２値化することによって文字を示す色が白、背景画像を示す色が黒となって
しまった場合、項目情報取得／認識部２２５は、両者の色を示す値（ビット）を反転させ
る（ステップＳ８４）。
【００８２】
　さらに、項目情報取得／認識部２２５は、連続する黒画素群（ラベル情報）を取得する
ことにより、１文字ずつのラベル情報を抽出する（ステップＳ８５）。項目情報取得／認
識部２２５は、ラベル情報を抽出した結果に基づいて１文字のサイズを判定し、その１文
字のサイズが文字認識処理のために適当ではない場合、適当なサイズになるように文字を
拡大又は縮小する（ステップＳ８６）。
【００８３】
　続いて、項目情報取得／認識部２２５は文字の認識を行い（ステップＳ８７）、その認
識結果をユーザに通知する。なお、２以上の認識項目情報が画面定義情報に含まれる場合
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、全ての認識項目情報についての認識処理が終了した後に、確認画面を表示させることに
より認識結果をユーザに通知する事としても良い。
【００８４】
　ステップＳ８９において、項目情報取得／認識部２２５は、認識項目情報に含まれる座
標に基づいて認識すべきデータ項目のコントロールハンドルを取得する。さらに、認識項
目情報に含まれるデータ属性を示す情報に基づいて、コントロールがエディット・コント
ロールであるのか、スタティック・コントロールであるのか判定する（ステップＳ９０）
。
【００８５】
　コントロールがエディット・コントロールである場合（ステップＳ９０：エディット・
コントロール）、項目情報取得／認識部２２５は、例えば、クラスメンバ関数GetLine()
等を用いて、コントロールからデータを読み出し、認識結果として取得し（ステップＳ９
１）、ステップＳ８８に進む。コントロールがスタティック・コントロールである場合（
ステップＳ９０：スタティック・コントロール）、項目情報取得／認識部２２５は、例え
ば、クラスメンバ関数GetText()等を用いて、コントロールからデータを読み出して、認
識結果として取得し（ステップＳ９２）、ステップＳ８８に進む。
【００８６】
　ステップＳ９３において、項目情報取得／認識部２２５は、認識項目情報に含まれる座
標情報に基づいて、画面イメージデータからイメージデータを切り出して、ステップＳ８
８に進む。
【００８７】
　以下、図２４を用いて、画面イメージデータ中から連携すべきデータを取り出して認識
する処理について説明する。
　図２４には、図１９に示す４つの認識項目情報に基づいて取り出される画面イメージデ
ータ中の４つの認識項目を示す。例えば、項目名が「ＣＩＦ番号」である認識項目は、画
像イメージデータからイメージデータとして切り出され、文字認識処理を経て文字データ
として取得される。また、例えば、項目名が「顧客名」である認識項目及び項目名が「送
金金額」である認識項目は、それぞれ画像イメージデータ中の入力欄から直接にデータと
して取得される。また、項目名が「読取印」である認識項目は、画像イメージデータから
イメージデータとして切り出され、そのまま取得される。なお、図２４において、具体的
なクラスメンバ関数が記載されているが、これは例示に過ぎない。図２５に、図１９に示
す認識項目情報に基づいて図２４に示す画面から取得された認識項目を示す。
【００８８】
　図２６に、図２４に示す画面から取得された認識項目の確認画面の一例を示す。図２６
において、データ属性が「イメージデータ」である認識項目以外の認識項目については、
画面イメージデータから切り出され、まだ認識処理がされていないデータ、及び、認識処
理の結果得られたデータの両方が比較可能なように表示される。図中、認識項目毎に、切
り出されたままで認識処理がされていないデータが上段に表示され、認識処理の結果得ら
れたデータが下段に表示される。データ属性が「イメージデータ」である認識項目につい
ては、画面イメージデータから切り出されたイメージデータが表示される。ユーザは、こ
の確認画面に基づいて、認識処理が適切に行われているか否か判定し、必要に応じて、こ
の確認画面において認識結果を修正する。確認及び修正の結果、データ連携処理を行って
よいと判定した場合、ユーザは、図２６に示す「連携開始」ボタンを押下する。これによ
り、項目情報取得／認識部２２５から認識結果が連携処理部２２６に出力され連携処理が
開始される。なお、ユーザへの認識結果の通知及び確認画面の表示は省略可能である。
【００８９】
　以下、図１５を用いて連携処理の手順について説明する。この連携処理は、データ連携
処理に含まれる。図１５に示すように、まず、連携処理部２２６は、項目情報取得／認識
部２２５から認識結果を連携すべきデータとして受け取る（ステップＳ１０１）。さらに
、連携処理部２２６は、取り込まれた画像イメージデータに対応する画像定義情報から連
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携方法情報を取り出す（ステップＳ１０２）。
【００９０】
　連携方法情報には、連携すべきデータの出力先となる連携ＡＰＬ２１を識別する連携先
識別情報及び連携方法を指定する連携方法指定情報を含む。連携処理部２２６は、連携方
法情報に基づいて、指定された連携ＡＰＬ２１に、指定された連携方法で、連携すべきデ
ータを出力する(ステップＳ１０３）。その応答として、連携処理部２２６は、連携ＡＰ
Ｌ２１から処理されたデータ（連携結果情報）を受け、その連携処理の結果の確認画面を
出力する（ステップＳ１０４）。その後、処理を終了する。なお、連携処理の結果の確認
画面の出力は省略可能である。
【００９１】
　以下、図２７及び図２８を用いて、この説明において連携ＡＰＬ２１として仮定されて
いる印鑑照合プログラムによって行われる処理について説明する。上記のように、ターゲ
ットＡＰＬ２３である金融送金業務用プログラムの画面から、４つの項目、「ＣＩＦ番号
」、「顧客名」、「送金金額」及び「読取印」が取得され、連携ＡＰＬ２１に出力される
。連携ＡＰＬ２１は、そのＣＩＦ番号及び顧客名に対応する届出印の画像イメージを不図
示の届出印を記録するＤＢから取得し、その届出印の画像イメージとターゲットＡＰＬ２
３から取得された読取印の画像イメージが一致するか否か判定する。なお、印鑑の照合処
理について詳しくは省略する。
【００９２】
　図２７に、連携ＡＰＬ２１による印鑑照合処理の結果を示す画面の一例を示す。図２７
に示す画面には、ターゲットＡＰＬ２３の画面から取得されたＣＩＦ番号、顧客名及び読
取印の画像イメージ、並びに、ＤＢから取得された届出印の画像イメージが表示されてい
る。さらに、画面には照合結果として、両者を重ね合わせた画像が表示されている。図２
７に示す画面によると、印鑑照合の結果、読取印と届出印の画像データは一致していると
判定されている事が分かる。
【００９３】
　図２８に、連携処理の結果の確認画面の一例を示す。図２８は、連携処理の結果、読取
印と届出印の画像データは一致していると判定されていた場合の確認画面を示す。ユーザ
は、この確認画面に基づいて、連携処理が良好に実行されたか否か判定し、連携処理が良
好に実行された場合、「処理継続」ボタンを押下することにより、後続する処理の実行を
指示することができる。
【００９４】
　以下、図１６及び図２９を用いて、項目情報出力処理の手順について説明する。なお、
この項目情報出力処理は、連携結果情報をターゲットＡＰＬ２３に出力することが必要な
場合に行われる。連携結果情報をターゲットＡＰＬ２３に出力することが不要な場合は、
省略可能である。
【００９５】
　まず、図１６に示すように、項目情報出力部２２７は、連携処理部２２６から連携結果
情報を受け取り（ステップＳ１１１）、さらに、現在処理中の画面に対応する画面定義情
報から出力方法情報を取得する（ステップＳ１１２）。画面定義情報には、１以上の出力
方法情報が含まれ、各出力方法情報には、連携結果情報の項目名及びその連携結果情報を
表示するべき画面中の出力先領域を示す座標情報が含まれる。
【００９６】
　以下の処理は、出力方法情報毎に行われる。
　まず、項目情報出力部２２７は、１つの出力方法情報を取り出し、出力方法情報に含ま
れる座標情報に基づいて、出力先領域についてのコントロール情報を、ターゲットＡＰＬ
２３中の出力先となる画面の画面データから取得し（ステップＳ１１３）、このコントロ
ール情報に基づいて、画面中の出力先領域に、その連携結果情報を表示させる（ステップ
Ｓ１１４）。
【００９７】
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　さらに、項目情報出力部２２７は、全ての出力方法情報についての出力処理を終了した
か否か判定する（ステップＳ１１５）。全ての出力方法情報について出力処理が終了して
いない場合（ステップＳ１１５：Ｎｏ）、項目情報出力部２２７は、出力処理が済んだ出
力方法情報の数を１インクリメントし、未処理の出力方法情報を１つ取り出す（ステップ
Ｓ１１６）。さらに、項目情報出力部２２７は、まだ出力処理が済んでいない項目を連携
結果情報から取り出し（ステップＳ１１７）、ステップＳ１１４にもどる。
【００９８】
　カウント数が、出力方法情報の総数と同じ値になった場合、項目情報出力部２２７は全
ての出力方法情報について出力処理が終了したと判定し（ステップＳ１１５：Ｙｅｓ）、
処理を終了する。
【００９９】
　図２９に、ターゲットＡＰＬ２３の画面に連携結果情報を出力した画面の一例を示す。
図２９において、「照合結果」と記載された入力欄に連携結果情報として「印鑑の照合を
確認」が出力されている。
【０１００】
　次に、第１実施形態の変形例について説明する。第１実施形態では、ターゲットＡＰＬ
２３の画面から連携すべきデータを取り出し、取出したデータを連携ＡＰＬ２１に出力す
るとして説明した。しかし、ターゲットＡＰＬ２３の画面を識別し、その識別された画面
に、連携ＡＰＬ２１で処理されたデータを連携すべきデータとして出力させることも可能
である。以下、この場合について説明する。
【０１０１】
　この変形例によれば、ターゲットＡＰＬ２３の画面を識別するが、その識別された画面
から連携すべきデータを取り出す必要はなく、そのデータを連携ＡＰＬ２１に出力する必
要もない。従って、上記第１実施形態と第１実施形態の変形例とは、以下の点が異なる。
【０１０２】
　・第１実施形態の変形例によれば、スクリーンプラグ２２は、項目情報取得/認識部２
２５を備える必要はない。従って、第１実施形態の変形例に係わるスクリーンプラグ２２
は、図３の機能構成図から項目情報取得／認識部２２５を除いた構成を有することとして
もよい。
【０１０３】
　・第１実施形態の変形例によれば、画面定義情報は、認識項目情報を含まない。
　・第１実施形態の変形例によれば、画面種別定義部２２２は、画面種別定義処理におい
て認識項目定義サブルーチンを行わない。
【０１０４】
　・第１実施形態の変形例によれば、データ連携処理において項目情報取得・認識処理は
行われない。
　以下、図３０を用いて、第１実施形態の変形例の場合のデータ連携処理の概要について
説明する。なお、第１実施形態において既に説明したため、ここでは改めて各処理につい
て詳しく説明することを省略する。
【０１０５】
　図３０に示すように、第１実施形態の変形例によれば、キーボード等の入力装置１３か
らの入力を契機としてデータ連携処理が開始されると、まず、表示画面取込部２２１は、
ターゲットＡＰＬ２３から表示画面を取り込む表示画面取込処理を行う。取り込まれた表
示画面の画面イメージデータは画面イメージ書き込み部２２８に書き込まれる。画面種別
判定部２２４は、画面情報ＤＢ２２９から画面定義情報を読み出して、その画面定義情報
に基づいて画面イメージ書き込み部２２８に画面イメージデータが書きこまれた画面を識
別する。画面種別判定部２２４は、画面の識別結果を確認するための確認画面を出力装置
１４に表示させる。ユーザは、この確認画面に基づいて取り出されたデータを確認するこ
とができる。なお、この確認画面の表示処理は、省略する事が可能である。連携処理部２
２６は、連携方法情報に基づいて、指定された連携方法で指定された連携ＡＰＬ２１から
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処理されたデータを受け取り、そのデータを確認する連携結果の確認画面を出力装置１４
に表示させる。なお、この連携結果の確認画面の表示処理は省略可能である。項目情報出
力部２２７は、画面定義情報に含まれる出力方法情報に基づいて、得られたデータをター
ゲットＡＰＬ２３の所定の領域に出力する。さらに、項目情報出力部２２７は、このデー
タ連携処理の結果を確認する結果確認画面を出力装置１４に表示させる。なお、確認画面
の表示処理は省略可能である。このように、第１実施形態と異なり、第１実施形態の変形
例では、ターゲットＡＰＬ２３の画面から情報を取得する項目情報取得・認識処理が行わ
れない。この両者の相違点は、図５と図３０を比較すると明確である。
【０１０６】
　以下、ターゲットＡＰＬ２３を金融送金業務用プログラムであると仮定し、連携ＡＰＬ
２１を伝票処理及び印鑑照合プログラムであると仮定して、第１実施形態の変形例につい
て具体的に説明する。連携ＡＰＬ２１は、口座番号及び送金金額が記載され、読取印が押
印された預金入金票を、スキャナを用いて画像イメージデータとして読みこみ、その画像
イメージデータから読取印の画像イメージを切り出し、口座番号及び送金金額を文字デー
タとして認識する。さらに、連携ＡＰＬ２１は、口座番号に対応するＣＩＦ番号、顧客名
及び届出印の画像イメージを不図示のＤＢから取得し、読取印の画像イメージと届出印の
画像イメージに基づいて印鑑を照合する。
【０１０７】
　一方、スクリーンプラグ２２は、ターゲットＡＰＬ２３の「送金処理」画面を識別し、
ＣＩＦ番号、顧客名、送金金額、照合結果及び読取印の画像イメージを連携ＡＰＬ２１か
ら受け取り、受け取ったこれらの情報を識別された画面に出力させる。「送金処理」画面
の例は、図１７に示される。第１実施形態の変形例の場合、ターゲットＡＰＬ２３の「送
金処理」画面中の「ＣＩＦ番号」、「顧客名」、「送金金額」、「照合結果」及び「読取
印」の各入力欄は、画面の識別当初は「空（から）」であり、スクリーンプラグ２２が、
連携ＡＰＬ２１による処理データをこの画面に出力させる。
【０１０８】
　これにより、スキャナを用いて預金入金伝票を画像データとして読みこみ、その画像デ
ータから必要な情報を取得する機能を有していないターゲットＡＰＬ２３に、その機能を
有する連携ＡＰＬ２１による処理結果を与える事が可能となる。延いては、ターゲットＡ
ＰＬ２３に改造を行わずに、ターゲットＡＰＬ２３に新たな機能を組み込むことが可能と
なる。
【０１０９】
　なお、これらの仮定は、説明を具体的にすることにより理解を容易にするためであり、
ターゲットＡＰＬ２３及び連携ＡＰＬ２１を限定したり、本発明の応用範囲を限定したり
する趣旨ではない。
【０１１０】
　次に、第１実施形態の更なる変形例について説明する。第１実施形態では、ターゲット
ＡＰＬ２３と連携ＡＰＬ２１は、同じコンピュータにインストールされているが、両者を
異なるコンピュータにインストールする事としても良い。この場合、スクリーンプラグ２
２は、ターゲットＡＰＬ２３がインストールされるコンピュータに備えられることとなる
。この場合も、処理の手順は上記の通りである。
【０１１１】
　また、上記説明において、連携結果情報は、ターゲットＡＰＬ２３から連携すべきデー
タを取り出した画面と同一画面上に出力されるとして説明したが、ターゲットＡＰＬ２３
中のデータを取り出した画面と異なる画面に出力される事としても良い。この場合、連携
結果情報を出力する画面を予め定義する必要がある。
【０１１２】
　また、連携結果情報は、ターゲットＡＰＬ２３以外の第３のプログラムに出力されるこ
ととしてもよい。この場合、出力方法情報は、第３のプログラムを識別する情報を更に含
むこととなる。また、連携結果情報は、そのプログラムにおいてさらに処理される事とし
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ても良い。
【０１１３】
　次に、第２実施形態について説明する。第１実施形態において、ターゲットＡＰＬ２３
から取り出されたデータが連携ＡＰＬ２１に出力されて連携処理され、その連携処理結果
がターゲットＡＰＬ２３に戻される場合について説明した。この場合、データは、ターゲ
ットＡＰＬ２３から連携ＡＰＬ２１の方向に出力される。第２実施形態では、ターゲット
ＡＰＬと連携ＡＰＬとが双方向にデータを取り出し、連携することを可能とする構成につ
いて説明する。
【０１１４】
　図３１に、第２実施形態に係わるシステムの構成を示す。図３１に示すように、ターゲ
ットＡＰＬ２３－１と２３－２が同じコンピュータにインストールされている。スクリー
ンプラグ２２－１は、ターゲットＡＰＬ２３－１の画面上から連携すべきデータを取り出
し、そのデータをターゲットＡＰＬ２３－２に出力する。その応答として、スクリーンプ
ラグ２２－１は、ターゲットＡＰＬ２３－２から連携処理の結果を受け、ターゲットＡＰ
Ｌ２３－１に出力する。一方、スクリーンプラグ２２－２は、ターゲットＡＰＬ２３－２
の画面上から連携すべきデータを取り出し、そのデータをターゲットＡＰＬ２３－１に出
力する。その応答として、スクリーンプラグ２２－２は、ターゲットＡＰＬ２３－１から
連携処理の結果を受け、ターゲットＡＰＬ２３－２に出力する。つまり、ターゲットＡＰ
Ｌ２３－２は、ターゲットＡＰＬ２３－１の連携ＡＰＬとなっており、ターゲットＡＰＬ
２３－１は、ターゲットＡＰＬ２３―２の連携ＡＰＬとなっている。これにより、２つの
プログラム間で双方向にデータを連携させることが可能となる。この場合も、データ連携
のために両プログラムを改造する事は不要である。
【０１１５】
　なお、第１実施形態の変形例と同様に、ターゲットＡＰＬ２３－１及びターゲットＡＰ
Ｌ２３―２は、異なる２つのコンピュータにインストールされる事としてもよい。この場
合、ターゲットＡＰＬ２３－１とスクリーンプラグ２２－１は、一方のコンピュータにイ
ンストールされ、ターゲットＡＰＬ２３－２とスクリーンプラグ２２－２は、他方のコン
ピュータにインストールされる。
【０１１６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、その他の様々な変更が可能である。
　上記のように、本発明に係わるデータ連携技術によれば、既存のアプリケーションを改
造することなく、既存のアプリケーションの表示画面に表示される情報を、更なる別のア
プリケーションにおいて用いることを可能とするという効果を奏する。さらに、データの
紙媒体への出力及び人手を用いた入力作業も不要となるという効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上のように、本発明に係わるデータ連携技術は、コンピュータを用いて処理を行うシ
ステムに有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】コンピュータの構成図である。
【図２】第１実施形態に係わるシステムの構成図である。
【図３】スクリーンプラグの機能構成図である。
【図４】画面定義処理の概要を説明する図である。
【図５】データ連携処理の概要を説明する図である。
【図６】表示画面取込処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】画面種別定義処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】上記画面種別判定定義サブルーチンの手順を示すフローチャートである。
【図９】認識項目定義サブルーチンの手順を示すフローチャートである。
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【図１０】連携方法定義サブルーチンの手順を示すフローチャートである。
【図１１】定義重複確認処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】画面種別判定処理の手順を示すフローチャートである。
【図１３】イメージ比較サブルーチンの手順を示すフローチャートである。
【図１４】項目情報取得・認識処理の手順を示すフローチャートである。
【図１５】連携処理の手順を示すフローチャートである。
【図１６】項目情報出力処理の手順を示すフローチャートである。
【図１７】ターゲットＡＰＬの表示画面の一例を示す図である。
【図１８】画面種別判定情報の一例を示す図である。
【図１９】認識項目情報の一例を示す図である。
【図２０】連携方法情報の一例を示す図である。
【図２１】出力方法情報の一例を示す図である。
【図２２】画面イメージデータ中から切り出される領域について説明する図である。
【図２３】イメージ比較サブルーチンにおいてマスクされる部分について説明する図であ
る。
【図２４】画面イメージデータ中から連携すべきデータを取り出して認識する処理につい
て説明する図である。
【図２５】図１９に示す認識項目情報に基づいて図２４に示す画面から取得された認識項
目を示す図である。
【図２６】図２４に示す画面から取得された認識項目の確認画面の一例を示す図である。
【図２７】連携ＡＰＬによる印鑑照合処理の結果を示す画面の一例を示す図である。
【図２８】連携処理の結果の確認画面の一例を示す図である。
【図２９】ターゲットＡＰＬの画面に連携結果情報を出力した画面の一例を示す図である
。
【図３０】第１実施形態の１変形例におけるデータ連携処理の概要を説明する図である。
【図３１】第２実施形態に係わるシステムの構成図である。
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