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(57)【要約】
【課題】　画像形成装置において構成されたデータを格
納する記憶領域で、予め記憶領域に設定された処理に関
連付けたエラー処理の実行を可能にすること。
【解決手段】　画像形成装置は、記憶領域にデータが投
入されると、前記記憶領域において設定された処理の属
性を適用して、前記データを処理することが可能な処理
実行部と、処理実行部による処理の実行においてエラー
が検出された場合、エラー処理を実行するためのエラー
イベントを発生させるエラーイベント発生部と、エラー
イベント発生部により発生したエラーイベントに従い、
記憶領域に対応付けられたエラー処理を実行するエラー
処理実行部とを備える。
【選択図】　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶領域にデータが投入されると、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用
して、前記データを処理することが可能な処理実行手段と、
　前記処理実行手段による処理の実行においてエラーが検出された場合、エラー処理を実
行するためのエラーイベントを発生させるエラーイベント発生手段と、
　前記エラーイベント発生手段により発生した前記エラーイベントに従い、前記記憶領域
に対応付けられたエラー処理を実行するエラー処理実行手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記エラーイベント発生手段は、
　前記記憶領域において、前記処理の属性に対応したエラーイベントを発生させるための
エラー処理スクリプトが設定されているか確認し、前記確認の結果に基づきエラーイベン
トを発生させることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記エラーイベント発生手段は、
　前記エラー処理スクリプトが前記記憶領域に設定されている場合、ユーザ設定に基づく
ユーザエラーイベントを発生させ、
　前記エラー処理スクリプトが前記記憶領域に設定されていない場合、システムエラーイ
ベントを発生させる
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記エラー処理実行手段は、
　前記エラーイベント発生手段により発生した前記エラーイベントに対応する、実行すべ
きエラー処理を特定したエラー処理スクリプトファイルの登録の有無を判定し、
　前記判定結果に従い前記エラー処理スクリプトファイルが登録されている場合、前記エ
ラー処理スクリプトファイルにより特定される前記エラー処理を実行し、
　前記判定結果に従い前記エラー処理スクリプトファイルが登録されていない場合、デフ
ォルトのエラー処理を実行することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記処理実行手段による前記データの処理の履歴を示す履歴情報を生成する生成手段と
、
　前記処理実行手段による前記データの処理結果を他のデバイスで処理させるために、前
記データの処理結果と前記履歴情報を含む履歴情報リストとをネットワークを介して他の
デバイスとの間で送受信することが可能な通信手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記通信手段が前記他のデバイスから送信された前記データの処理結果及び前記履歴情
報リストを受信した場合に、
　前記処理実行手段は、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用して前記受信
したデータを処理することを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記エラーイベント発生手段は、前記受信したデータ処理の実行においてエラーが検出
された場合、エラー処理を実行するためのエラーイベントを発生させることを特徴とする
請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記通信手段が受信した前記履歴情報リストに基づいて前記データの処理結果及び前記
履歴情報リストの投入元を特定する特定手段を更に備え、
　前記エラーイベント発生手段が前記受信したデータ処理に対してエラーイベントを発生
させた場合に、
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　前記通信手段は、前記特定手段により特定された前記投入元に前記エラーイベントを送
信することを特徴とする請求項５または６に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記通信手段が前記他のデバイスから送信された前記エラーイベントを受信した場合に
、
　前記エラー処理実行手段は、前記通信手段が受信した前記エラーイベントに従い、前記
記憶領域に対応付けられたエラー処理を実行することを特徴とする請求項８に記載の画像
形成装置。
【請求項１０】
　記憶領域にデータが投入されると、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用
して、前記データを処理することが可能な処理実行工程と、
　前記処理実行工程による処理の実行においてエラーが検出された場合、エラー処理を実
行するためのエラーイベントを発生させるエラーイベント発生工程と、
　前記エラーイベント発生工程により発生した前記エラーイベントに従い、前記記憶領域
に対応付けられたエラー処理を実行するエラー処理実行工程と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記エラーイベント発生工程は、
　前記記憶領域において、前記処理の属性に対応したエラーイベントを発生させるための
エラー処理スクリプトが設定されているか確認し、前記確認の結果に基づきエラーイベン
トを発生させることを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記エラーイベント発生工程は、
　前記エラー処理スクリプトが前記記憶領域に設定されている場合、ユーザ設定に基づく
ユーザエラーイベントを発生させ、
　前記エラー処理スクリプトが前記記憶領域に設定されていない場合、システムエラーイ
ベントを発生させる
　ことを特徴とする請求項１１に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記エラー処理実行工程は、
　前記エラーイベント発生工程により発生した前記エラーイベントに対応する、実行すべ
きエラー処理を特定したエラー処理スクリプトファイルの登録の有無を判定し、
　前記判定結果に従い前記エラー処理スクリプトファイルが登録されている場合、前記エ
ラー処理スクリプトファイルにより特定される前記エラー処理を実行し、
　前記判定結果に従い前記エラー処理スクリプトファイルが登録されていない場合、デフ
ォルトのエラー処理を実行することを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置の制御
方法。
【請求項１４】
　前記処理実行工程による前記データの処理の履歴を示す履歴情報を生成する生成工程と
、
　前記処理実行工程による前記データの処理結果を他のデバイスで処理させるために、前
記データの処理結果と前記履歴情報を含む履歴情報リストとをネットワークを介して他の
デバイスとの間で送受信することが可能な通信工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記通信工程が前記他のデバイスから送信された前記データの処理結果及び前記履歴情
報リストを受信した場合に、
　前記処理実行工程は、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用して前記受信
したデータを処理することを特徴とする請求項１４に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１６】
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　前記エラーイベント発生工程は、前記受信したデータ処理の実行においてエラーが検出
された場合、エラー処理を実行するためのエラーイベントを発生させることを特徴とする
請求項１５に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記通信工程が受信した前記履歴情報リストに基づいて前記データの処理結果及び前記
履歴情報リストの投入元を特定する特定工程を更に備え、
　前記エラーイベント発生工程が前記受信したデータ処理に対してエラーイベントを発生
させた場合に、
　前記通信工程は、前記特定工程により特定された前記投入元に前記エラーイベントを送
信することを特徴とする請求項１４または１５に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記通信工程が前記他のデバイスから送信された前記エラーイベントを受信した場合に
、
　前記エラー処理実行工程は、前記通信工程が受信した前記エラーイベントに従い、前記
記憶領域に対応付けられたエラー処理を実行することを特徴とする請求項１７に記載の画
像形成装置の制御方法。
【請求項１９】
　請求項１０乃至１８のいずれか１項に記載の画像形成装置の制御方法をコンピュータに
実行させることを特徴するプログラム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ可読の記憶媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置は高機能、多機能化してきており、コピー、プリント、ＦＡＸ、送信（電
子メールやファイル転送）などの機能の他、ＪＡＶＡ（登録商標）などのプラットフォー
ムを備え、任意のアプリケーションプログラムを実行可能となっている。このＪＡＶＡプ
ログラムの代表的な例としてＯＣＲや文書管理などがあり、画像形成装置の機能として利
用できる。また、種々の機能によるデータの処理を可能にするために画像形成装置内にハ
ードディスクを備えるものもある。係る画像形成装置においては、ハードディスク内に作
成されたフォルダにデータを格納・保存すること（ＢＯＸ機能）が可能である。
【０００３】
　一方、パーソナルコンピュータを利用した印刷システムにおいては、特定のフォルダに
対してデータが入力（ドラッグアンドドロップ）されたときに、予めフォルダに設定され
た印刷処理を、入力されたデータに対して実行するホットフォルダがある。
【０００４】
　特許文献１には、パーソナルコンピュータに印刷サービス属性が設定されたホットフォ
ルダを作成し、ホットフォルダにドキュメント情報が投入されると、印刷サービス属性に
従った印刷要求をサーバに行う構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１１５６６０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来技術は、パーソナルコンピュータに設けられたホットフォル
ダで印刷設定を行い、プリンタやプリントサーバに印刷データを投入する技術である。画
像形成装置に固有のデータ送信、ＢＯＸ保存、コピーや印刷などの処理機能の属性を設定
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することによりホットフォルダを構成するものではない。
【０００６】
　画像形成装置に固有の処理機能を実行させるためにハードディスク内にホットフォルダ
を設ける場合、予め設定された画像形成装置の種々の処理機能を組み合わせた処理（オペ
レーション）が順次実行されることになる。この場合、例えば、印刷ジョブを途中で停止
させた場合等、画像形成装置の各処理に対応したエラー処理をホットフォルダに対してい
かに関連付けるかが問題となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、画像形成装置において構成されたデータを格納する記憶領域で、予め記憶領
域に設定された処理に関連付けたエラー処理の実行を可能にする画像形成技術の提供を目
的とする。
【０００８】
　上記の目的を達成する本発明に係る画像形成装置は、
　記憶領域にデータが投入されると、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用
して、前記データを処理することが可能な処理実行手段と、
　前記処理実行手段による処理の実行においてエラーが検出された場合、エラー処理を実
行するためのエラーイベントを発生させるエラーイベント発生手段と、
　前記エラーイベント発生手段により発生した前記エラーイベントに従い、前記記憶領域
に対応付けられたエラー処理を実行するエラー処理実行手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００９】
　あるいは、上記の目的を達成する本発明に係る画像形成装置の制御方法は、
　記憶領域にデータが投入されると、前記記憶領域において設定された処理の属性を適用
して、前記データを処理することが可能な処理実行工程と、
　前記処理実行工程による処理の実行においてエラーが検出された場合、エラー処理を実
行するためのエラーイベントを発生させるエラーイベント発生工程と、
　前記エラーイベント発生工程により発生した前記エラーイベントに従い、前記記憶領域
に対応付けられたエラー処理を実行するエラー処理実行工程と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、画像形成装置において構成されたデータを格納する記憶領域で、予め
記憶領域に設定された処理に関連付けたエラー処理の実行が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、
この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は
、特許請求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定さ
れるわけではない。
【００１２】
　（第１実施形態）　　
　（画像形成システムの構成）
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置を含む画像形成システムの全体的な構成
を説明するブロック図である。本実施形態に係る画像形成装置１００はネットワーク（例
えば、ＬＡＮ２０１１）を介して、情報処理装置１４０、他の画像形成装置１２０、１３
０と情報の通信が可能である。
【００１３】
　画像形成装置１００は、画像入力デバイスであるスキャナ２０７０、画像出力デバイス
であるプリンタ２０９５、全体的な制御を司る制御部２０００、ユーザーインターフェー



(6) JP 2008-191711 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

ス（ＵＩ）である操作部２０１２から構成される。
【００１４】
　スキャナ２０７０、プリンタ２０９５、操作部２０１２は、それぞれ制御部２０００に
接続され、制御部２０００は、ＬＡＮ２０１１などのネットワーク伝送手段、公衆回線に
接続されている。公衆回線からはカラー画像送信を含むＧ３、Ｇ４ファックスによる送信
が可能である。また、ＬＡＮ　２０１１には、画像形成装置１００と同様の機器構成をも
つ他の画像形成装置１２０、１３０が接続されている。
【００１５】
　ＬＡＮ２０１１には、情報処理装置（以下、「ＰＣ」という）１４０が接続されている
。ＰＣ１４０はＦＴＰ（File Transfer Protocol）、ＳＭＢ（Server Message Block）プ
ロトコルを使用したファイルの送受信、電子メールの送受信ができる。
【００１６】
　画像形成装置１２０、１３０は、それぞれスキャナ２２７０、２３７０、プリンタ２２
９５、２３９５、操作部２２１２、２３１２を有し、これらは制御部２２００、２３００
に接続され、制御される。
【００１７】
　（画像形成装置の構成）
　図２は、画像形成装置１００の構成を説明するブロック図である。制御部２０００は、
画像入力デバイスであるスキャナ２０７０や画像出力デバイスであるプリンタ２０９５と
、デバイスインタフェース（Ｉ／Ｆ）２０２０を介して接続する。一方、制御部２０００
は、ネットワークＩ／Ｆ２０１０を介してＬＡＮ２０１１と接続し、モデム（MODEM）２
０５０を介して公衆回線（ＷＡＮ）と接続する。制御部２０００は、デバイスＩ／Ｆ２０
２０、ネットワークＩ／Ｆ２０１０、モデム２０５０を介した通信により、画像情報やデ
バイス情報の入出力を行うことが可能である。
【００１８】
　ＣＰＵ２００１はシステム全体を制御するコントローラである。ＲＡＭ２００２はＣＰ
Ｕ２００１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。ＲＯＭ２００３はブート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。
【００１９】
　ＨＤＤ２００４はハードディスクドライブで、システムソフトウェア、画像データを格
納する。尚、ハードディスク内に格納されるのは、これらに限定されるものではない。例
えば、画像管理のためのデータなど、画像データ以外の一般データファイルを格納するこ
とも可能である。これは画像形成装置１００のＢＯＸと呼ばれる機能である。
【００２０】
　また、ハードディスクには、フォルダを作成することができ、フォルダ中に画像データ
ファイルや一般データファイルを格納することが可能である。フォルダは、画像形成装置
１００が内部的にしかアクセスできない領域とユーザがアクセス可能な領域から成る。ユ
ーザは、ユーザがアクセス可能な領域のフォルダに対して、画像データなどを格納するこ
とが可能である。ユーザがアクセス可能な領域のフォルダの説明は、図４を参照して後述
する。
【００２１】
　操作部Ｉ／Ｆ２００６は操作部２０１２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（ユーザ）が入力した情報を、ＣＰＵ２００１
に伝える役割をする。ネットワークＩ／Ｆ２０１０はＬＡＮ２０１１に接続し、画像情報
やデバイス情報の入出力を行うことが可能である。
【００２２】
　モデム（MODEM）２０５０は公衆回線(WAN)２０５１に接続し、画像情報やデバイス情報
の入出力を行うことが可能である。
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【００２３】
　以上のデバイスがシステムバス２００７上に配置される。
【００２４】
　イメージバス（Ｉｍａｇｅ　Ｂｕｓ）Ｉ／Ｆ２００５はシステムバス２００７と画像デ
ータを高速で転送する画像バス２００８とを接続する。イメージバスＩ／Ｆ２００５はシ
ステムバス２００７側と画像バス２００８側とで相互にデータのやりとりを可能にするた
めにデータ構造を変換することが可能なバスブリッジである。
【００２５】
　画像バス２００８はＰＣＩバス（Peripheral Component Interconnect Bus）またはＩ
ＥＥＥ１３９４に準拠したバスで構成される。画像バス２００８上には以下のデバイスが
配置される。
【００２６】
　ラスターイメージプロセッサ（ＲＩＰ）２０６０はＰＤＬコードをビットマップイメー
ジに展開する。デバイスＩ／Ｆ部２０２０は、画像入出力デバイスであるスキャナ２０７
０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
の変換を行うことが可能である。
【００２７】
　スキャナ画像処理部２０８０は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行うことが
可能である。またスキャナ画像処理部２０８０は、入力された画像がカラー原稿か白黒原
稿かを画像の彩度信号から判断し、その結果を保持する機能を有する。プリンタ画像処理
部２０９０は、出力画像データに対し、補正、加工、編集を行うことが可能である。
【００２８】
　画像回転処理部２０３０はスキャナ画像処理部２０８０と連携して、スキャナ２０７０
からの画像読み込みと同時に画像を回転しメモリ上に格納することが可能である。また、
画像回転処理部２０３０はメモリ上にある画像を回転し、メモリ上に格納、もしくはメモ
リ上にある画像をプリンタ画像処理部２０９０と連携して回転しながら印刷出力すること
が可能である。
【００２９】
　解像度変換処理部２０３１はメモリ上にある画像を解像度変換処理し、メモリ上に格納
することが可能である。色空間変換処理部２０３２はマトリクス演算により、例えばメモ
リ上にあるＹＵＶ画像をＬａｂ画像に変換し、メモリ上に格納することが可能である。
【００３０】
　階調変換処理部２０３３は、例えばメモリ上にある８ｂｉｔ、２５６階調の画像を誤差
拡散処理などの手法により１ｂｉｔ、２階調に変換し、メモリ上に格納することが可能で
ある。画像圧縮処理部２０４０は、多値画像データについてＪＰＥＧ、２値画像画像デー
タについてはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＲ、ＭＨの圧縮伸張処理を行うことが可能である。画
像回転処理部２０３０、解像度変換処理部２０３１、色空間変換処理部２０３２、階調変
換処理部２０３３、画像圧縮処理部２０４０はそれぞれ連結して動作することが可能であ
る。例えば、メモリ上の画像を画像回転、解像度変換する場合は、両処理をメモリを介さ
ずに行うことができる。
【００３１】
　図３は画像形成装置１００の外観を示す図である。画像入力デバイスであるスキャナ２
０７０は、原稿となる紙上の画像を照明し、不図示のＣＣＤラインセンサを走査すること
で、ラスターイメージデータ２０７１として電気信号に変換する。原稿は原稿フィーダ２
０７２のトレイ２０７３にセットされ、ユーザが操作部２０１２から読み取り起動を指示
することにより、ＣＰＵ２００１がスキャナ２０７０に指示を与える。指示を受けたスキ
ャナ２０７０の原稿フィーダ２０７２は原稿を１枚ずつフィードし原稿画像の読み取り動
作が実行される。
【００３２】
　画像出力デバイスであるプリンタ２０９５は、ラスターイメージデータ２０９６に基づ
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いて記録媒体（用紙）上に画像を形成する。画像形成の方式は、例えば、感光ドラムを用
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形成する
インクジェット方式等があるが、どの方式でも構わない。画像形成動作の起動は、ＣＰＵ
２００１からの指示２０９６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がある。また、排紙トレイ２１１１は印刷し終わっ
た用紙を受け付ける。
【００３３】
　（フォルダの説明）
　図４は、ユーザがアクセス可能な領域に設けられたフォルダの一例を示す図である。フ
ォルダ４００１、フォルダ４００２、フォルダ４００３の３つが図示され、フォルダ４０
０１にはデータ４０１１、４０１２が格納されている。フォルダ４００２にはデータ４０
２１、４０２２及び４０２３が格納され、フォルダ４００３にはデータ４０３１が格納さ
れている。このフォルダは画像形成装置のＢＯＸ機能からフォルダの管理を行う。また、
画像形成装置にＪＡＶＡプラットフォームがある場合には、ＪＡＶＡアプリケーションの
文書管理ソフトウェアからフォルダ管理を行うことも可能である。
【００３４】
　尚、フォルダに対するデータの格納数は、例示的なものであり、本発明の趣旨が図４に
示すデータ数に限定されないことは言うまでもない。また、ユーザがアクセス可能な領域
のフォルダは階層構造を有してもよい。
【００３５】
　スキャナ２０７０で読み取った画像データをユーザにより指定されたフォルダに格納す
ることが可能である。あるいは、画像形成装置１００と接続されたＰＣ１４０などのクラ
イアントマシンから、プリンタドライバを用いて生成された画像データをユーザにより指
定されたフォルダに格納することが可能である。
【００３６】
　更には、ＦＴＰ、ＳＭＢやＷｅｂＤＡＶ（Distributed Authoring and Versioning）プ
ロトコルなどを用いて、クライアントマシンから直接フォルダにアクセスして画像データ
等を格納することも可能である。
【００３７】
　（ホットフォルダの説明）
　次に、ホットフォルダについて説明する。本実施形態に係るホットフォルダとは、画像
形成装置１００に構成されたフォルダであって、データを格納し、予めフォルダに設定さ
れた処理（以下、「オペレーション」ともいう）を、フォルダに格納されたデータに対し
て実行する記憶領域をいう。ホットフォルダに予め設定された処理（オペレーション）は
、ホットフォルダ予め設定されたイベントの発生に応じて実行される。このホットフォル
ダに、例えば文書ファイルや印刷データファイルを投入することにより、投入されたファ
イルに対してオペレーションを実行する。図４で説明したファイルの保存・記憶を行うフ
ォルダ（ＢＯＸ）に対してホットフォルダ機能を設定することも可能である。この場合、
例えばフォルダ（ＢＯＸ）に文書ファイルの保存を行うと、ホットフォルダとしての処理
も実行することになる。
【００３８】
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、ホットフォルダに設定された属性（オペレー
ションの内容）に従い、入力されたデータから画像形成装置１００で処理すべきデータを
生成することが可能である。また、画像形成装置１００は、設定された属性（オペレーシ
ョンの内容）に従い、他の画像形成装置１２０、１３０等にデータを処理させるために、
ネットワークを介して自装置におけるデータの処理結果を送信することも可能である。Ｃ
ＰＵ２００１及びホットフォルダは、ホットフォルダ（記憶領域）にデータが投入される
と、ホットフォルダ（記憶領域）に対応付けられた処理の属性を適用して、データを処理
することが可能な処理実行部を構成することが可能である。
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【００３９】
　ホットフォルダに対して予め設定される処理（オペレーション）とは、画像形成装置１
００が有する固有の機能を実行するための処理をいう。例えば、「文書（データ、ファイ
ルを含む）の印刷」、「ＦＡＸ送信」や「ＳＭＢや電子メールを用いた外部機器への文書
送信」、「文書編集」等の処理が含まれる。
【００４０】
　尚、文書編集の一例としては、「文書の複製」、「文書の移動」、「文書の削除」、「
他の文書との結合」、「結合済み文書から文書の削除」、「ページの削除」等が挙げられ
る。また、文書編集の例として、「ＯＣＲ（光学文字認識）によるテキスト生成」、「文
書フォーマット（画像フォーマット）の変換」等も含まれる。
【００４１】
　フォルダに設定するイベントとしては、「文書の投入（フォルダへの格納）」、「文書
が投入されてから一定時間が経過」、「設定された時刻の到来」「ユーザが画像形成装置
にログインしたタイミング」が挙げられる。また、「文書のステータスが変更されたタイ
ミング」や「文書の印刷が実行されたタイミング」などをイベントとしてフォルダに設定
することが可能である。
【００４２】
　尚、上述の処理（オペレーション）やイベントは一例であり、本発明の趣旨はこの例に
限定されないことは言うまでもない。
【００４３】
　（ホットフォルダ設定ファイルの登録）
　ホットフォルダ設定ファイルの登録方法について図１７を用いて説明する。ＬＡＮ２０
１１に、画像形成装置１００、ＰＣ１４０が接続されている。
【００４４】
　ＰＣ１４０において、ホットフォルダ設定ファイルの作成が実行される。ホットフォル
ダ設定ファイルの作成は、例えば、予め定められた書式に従ってユーザが記述することが
可能である。あるいは、ホットフォルダ設定生成アプリケーションによって作成すること
も可能である。尚、ホットフォルダ設定ファイルの書式の一例については、後述する図７
（ａ）、（ｂ）、（ｃ）で説明する。
【００４５】
　ＰＣ１４０は、ＬＡＮ２０１１を通じて画像形成装置１００にホットフォルダ設定ファ
イルを送信する旨を通知する。この通知を受けた画像形成装置１００はホットフォルダ設
定ファイルの受信が可能である場合は、受信可能である旨をＰＣ１４０に送信する。
【００４６】
　ＰＣ１４０は、画像形成装置１００から送信された受信可能である旨の通知に従い、ホ
ットフォルダ設定ファイルを画像形成装置１００に送信する。
【００４７】
　一方、ＰＣ１４０は画像形成装置１００からホットフォルダ設定ファイルの受信ができ
ない旨の通知を受信した場合、あるいは受信可能である旨の通知を受信しない場合、ホッ
トフォルダ設定ファイルの送信を中止する。ホットフォルダ設定ファイルの送信を中止し
たＰＣ１４０は、その後、画像形成装置１００からホットフォルダ設定ファイルの受信が
可能である旨の通知を受信すると、ホットフォルダ設定ファイルの送信を開始することが
可能である。
【００４８】
　ＰＣ１４０は、ホットフォルダとするフォルダ（画像形成装置のＢＯＸ）に対して、ホ
ットフォルダ設定ファイルを送信する。ファイル送信のプロトコルとしては、例えば、Ｗ
ｅｂＤＡＶやＦＴＰなどのＬＡＮ２０１１上のファイル送信を行えるプロトコルを用いる
ことが可能である。
【００４９】
　ホットフォルダ設定ファイルが送信されることは、ＰＣ１４０から画像形成装置１００
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に予め通知されている。そのため、クライアントコンピュータからホットフォルダ設定フ
ァイルが送信されることは画像形成装置１００において既知となっている。画像形成装置
１００は、ホットフォルダ設定ファイルが送信されてきた場合、送信されたホットフォル
ダ設定ファイルを他から見られないように隠しファイルとする処理を行うことが可能であ
る。この場合、ホットフォルダ設定ファイルは、ホットフォルダ内に隠しフォルダとして
保存される。これにより、ホットフォルダ設定ファイルを編集、更新する場合以外、ホッ
トフォルダ設定ファイルへのアクセスは制限されることになる。
【００５０】
　尚、ＰＣ１４０がホットフォルダ設定ファイルを生成する場合に限らず、画像形成装置
１００がホットフォルダ設定ファイルを生成することも可能である。また、ホットフォル
ダ設定ファイルの送信プロトコル等は、例示的なものであり、同等の機能を有するもので
あれば適用可能であることは言うまでもない。
【００５１】
　画像形成装置１００のホットフォルダに文書ファイルが投入されることによりイベント
が発生した場合、ホットフォルダに予め設定されている処理（オペレーション）がＣＰＵ
２００１の制御の下に実行されることになる。設定されている処理（オペレーション）が
複数ある場合、ＣＰＵ２００１の制御の下に順次設定されている処理が実行されることに
なる。
【００５２】
　（ホットフォルダの具体的な動作）
　ホットフォルダの具体的な動作例について、図５を用いて説明する。ホットフォルダＡ
５００１には、イベント「文書投入」が発生したら、オペレーション「文書印刷」を実行
するという記載がされたホットフォルダ設定ファイル５００４が設定されているとする。
【００５３】
　図７（ａ）は、ホットフォルダ設定ファイルの書式を例示する図である。ホットフォル
ダ設定ファイル５００４は、オペレーションを起動させるためのイベントを特定するイベ
ント特定部７００２と、イベントの発生により起動するオペレーションを特定するオペレ
ーション特定部７００３からなる。
【００５４】
　ホットフォルダ設定ファイル５００４には、イベント特定部７００２に「文書投入」が
記載されており、オペレーション特定部７００３には、「文書印刷」が記載されている。
【００５５】
　ホットフォルダＡ５００１に、使用者が文書（データ）を格納すると、文書投入イベン
トが発生する。そして、格納された文書（データ）に対して、オペレーション特定部７０
０３に記載されている「文書印刷」オペレーションが実行される。
【００５６】
　尚、イベントが発生しても、対応するオペレーションがオペレーション特定部７００３
に記載されていない場合、何も実行しないようにすることも可能である。また、予め定め
たデフォルトのオペレーションを実行することも可能である。
【００５７】
　図７（ａ）は、ホットフォルダ設定ファイルの記載を例示的に示すものであり、本発明
の趣旨がこの表現形式に限定されるものではない。例えば、ＸＭＬやその他の表現方法に
よる記載であってもよい。ホットフォルダ設定ファイル５００４では、文書投入という単
一のイベントに対して、文書印刷を行うという単一のオペレーションを実行する設定例を
示している。ホットフォルダ設定ファイルの記載はこの他１つのイベントに対して発生す
る複数のオペレーションをオペレーション特定部に記載することも可能である。
【００５８】
　例えば、ホットフォルダＢ５００２に対するホットフォルダ設定ファイル５００５の例
を図７（ｂ）に示す。ホットフォルダ設定ファイル５００５のイベント特定部７００５に
「設定時刻（例えば、２２時）」が記載されおり、オペレーション特定部に「ＯＣＲ」７
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００６ａ、「フォルダＣに移動」７００６ｂが記載されている。
【００５９】
　時刻は不図示のタイマーにより計測され、「設定された時刻２２時」になるとイベント
が発生する。イベントが発生すると「ＯＣＲ」７００６ａを実行し、その後、読み込んだ
文書（データ）を「フォルダＣに移動」７００６ｂというオペレーションが実行される。
このように、一つのイベントに対して、複数のオペレーションを記載順に実行するように
ホットフォルダ設定ファイルを記載することも可能である。
【００６０】
　先に説明したホットフォルダＡ５００１の場合、「文書投入」というイベントが適用さ
れる対象は、投入された文書（データ）のみである。一方、ホットフォルダＢ５００２の
場合、「設定された時刻」になった場合、ホットフォルダＢ５００２内に存在する全ての
文書（データ）に対して適用される。このように、イベントは、その種類によって一つの
文書（データ）だけに適用されるものとホットフォルダ内の全ての文書（データ）に適用
されるものがある。
【００６１】
　尚、発生したイベントに対して実行するオペレーションを適用する対象となる文書（デ
ータ）を選択するためのフィルタリングを行うことも可能である。フィルタリングの仕組
みとして、例えば、オペレーションの実行の履歴を保存しておき、一度でもオペレーショ
ンが実行されている文書（データ）を除外するようにすることも可能である。また、フィ
ルタリングの実行は、この他、文書（データ）の属性に応じてオペレーションを実行する
ようにすることも可能である。
【００６２】
　図７（ｂ）の「ＯＣＲ」７００６ａというオペレーションが実行されると、読み取られ
た文書（データ）は、ホットフォルダ設定ファイル５００６が設定されているホットフォ
ルダＣ５００３に移動（格納）される。
【００６３】
　ここで、ホットフォルダ設定ファイル５００６は図７（ｃ）に示す設定がされているも
のとする。イベント特定部には「文書投入」７００７が記載され、オペレーション特定部
には、「文書送信」７００８ａ、「削除」７００８ｂが記載されている。図７（ｂ）の「
フォルダＣに移動」７００６ｂが実行されると、「ＯＣＲ」により読み取られた文書（デ
ータ）がホットフォルダＣ５００３に移動（格納）される。これにより図７（ｃ）のイベ
ント特定部に記載された「文書投入」７００７のイベントが発生する。このイベントに対
応して、予め指定された宛先に対して「文書送信」を実行し、その後、文書（データ）は
削除される。
【００６４】
　このように、ホットフォルダの設定を他のフォルダへの「文書移動」や「文書複製」な
どにすることにより、複数のホットフォルダ間で連携したオペレーションの実行が可能に
なる。
【００６５】
　（オペレーションの実行中にエラーが発生した場合の処理）
　次に、オペレーションの実行中にエラーが発生した場合について説明する。ここで、「
エラー」とは、例えば、オペレーションの実行が正常に完了しなかった状態、或は、ホッ
トフォルダの設定に誤りがあり、イベント特定部、オペレーション特定部に記載された各
処理が正常に完了しない状態をいう。イベント発生、オペレーションの実行は画像形成装
置１００のＣＰＵ２００１により監視されており、この監視結果に基づいてエラーの発生
を検出することができる。
【００６６】
　エラーの場合に発生する特別なイベントとして、「エラーイベント」がある。エラーイ
ベントには画像形成装置１００のシステムが発生させる「システムエラーイベント」とホ
ットフォルダ設定ファイルの記載に基づき、オペレーションの実行等に対応させて発生さ
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せる「ユーザエラーイベント」の２種類がある。
【００６７】
　ユーザエラーイベントは、イベント名称を設定することができ、１つのオペレーション
に対して複数のユーザエラーイベントを発生させることができる。エラーイベントから起
動される、実行すべきエラー処理の内容を特定するための記載を「エラー処理スクリプト
」とする。エラー処理スクリプトファイルをホットフォルダに登録することができる。
【００６８】
　また、エラー処理スクリプトファイルの登録時にシステムエラーイベントで起動するの
か、ユーザエラーイベントで起動するのかを設定しておくことが可能である。ユーザエラ
ーイベントの場合は、どの名称のイベントに対応して起動するのかを予め設定しておくこ
とが可能である。
【００６９】
　デフォルトエラー処理スクリプトファイルを登録することも可能である。デフォルトエ
ラー処理スクリプトファイルは、エラーイベントが発生したが、対応するエラー処理スク
リプトファイルが無い場合に起動されるエラー処理スクリプトファイルである。エラー処
理スクリプトファイル自体がエラーを起こす場合も有り得るため、そのような場合に登録
したデフォルトエラー処理スクリプトで対応することが可能である。
【００７０】
　尚、エラー処理スクリプトファイルの登録方法については前述したホットフォルダ設定
ファイルの登録方法と同様である。ただし、エラー処理スクリプトファイルの場合には、
登録時にどのエラーイベントに応じて起動するかについても同時に設定する必要がある。
エラー処理スクリプトファイルについても、ホットフォルダ設定と同様に、ホットフォル
ダ内に隠しフォルダとして保存することが可能である。
【００７１】
　（エラー処理スクリプトファイルの具体例）
　図６はエラーイベント及びエラー処理スクリプトファイルの具体例を説明する図である
。ホットフォルダ６００１にはホットフォルダ設定ファイル６００２が設定されている。
また、ホットフォルダ６００１には、エラー処理スクリプトファイルＳＥ６００４、エラ
ー処理スクリプトファイルＥ６００３が登録されている。エラー処理スクリプトファイル
ＳＥ６００４はシステムエラーイベントｓｅに対応し、エラー処理スクリプトファイルＥ
６００３はユーザエラーイベントｅに対応する。
【００７２】
　ホットフォルダ設定ファイル内に記載されているユーザエラーイベント、システムエラ
ーイベントが発生すると、各エラーイベントに対応して登録されているエラー処理スクリ
プトファイルにおけるエラー処理の内容が実行される。
【００７３】
　本実施形態では、一つのエラーイベントの発生に対して、実行されるエラー処理（一つ
のエラー処理スクリプトファイル）が対応した例のみを説明しているが、一つのエラー処
理スクリプトファイルが複数のエラーイベントの発生と対応付けられていてもよい。
【００７４】
　図８（ａ）、（ｂ）は、ユーザエラーイベントの具体例を説明する図である。図８（ａ
）は、ホットフォルダ設定ファイル６００２の記載例を示している。「文書投入」のイベ
ントに対応したオペレーションとして「文書印刷」が実行される。参照番号８００２はユ
ーザエラーイベントの設定を示す。オペレーション特定部で記載されたオペレーション（
「文書印刷」）の実行がエラーとなったとき、ユーザエラーイベント特定部（「ＥＲＲＥ
ＶＥＮＴ」）に記載された名称のユーザエラーイベントが発生する。
【００７５】
　この例においては、「文書印刷」のオペレーションがエラーとなったときに、ユーザエ
ラーイベント「ｅ」が発生する。尚、ユーザエラーイベントは、個々のオペレーション毎
に発生させることができる。
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【００７６】
　図８（ｂ）に示すホットフォルダ設定ファイル８００３は、「文書投入」のイベントが
発生すると、「文書印刷」８００４、「指定した宛先（foo@xxx）へ文書送信」８００５
、「文書削除」８００６が順番に実行される。ここで、「指定した宛先（foo@xxx）へ文
書送信」８００５と、「文書削除」８００６のオペレーションには、それぞれユーザエラ
ーイベントｅ１、ｅ２が記載されている。「文書送信」８００５、「文書削除」８００６
、それぞれのオペレーションの実行中にエラーが発生すると、ユーザエラーイベントｅ１
、ｅ２がそれぞれ発生することになる。
【００７７】
　また、「文書印刷」８００４のオペレーションに対しては、ユーザエラーイベントが記
載されていない。文書印刷がエラーとなった場合には、システムエラーイベントが発生す
る。
【００７８】
　ユーザエラーイベントと同様にホットフォルダ設定ファイルにオペレーションに対応し
たの実行に対応したシステムエラーイベントを設定することができる。ユーザエラーイベ
ントまたはシステムエラーイベントが発生すると、登録された内容のエラー処理が実行さ
れる。
【００７９】
　（エラーイベントの処理）
　図９は、オペレーション実行時に発生したエラーイベントの処理の流れを説明するフロ
ーチャートである。本処理は、画像形成装置１００のＣＰＵ２００１の全体的な制御の下
に実行される。ＣＰＵ２００１はホットフォルダ設定ファイルに記載されたオペレーショ
ンの実行が正常に行われているか監視し、正常にオペレーションが完了しない場合、エラ
ーの発生を検出する。エラーの発生の検出に従い、ＣＰＵ２００１は本エラーイベント処
理を実行する。
【００８０】
　Ｓ９０１において、現在実行中のオペレーションに対応するホットフォルダ設定ファイ
ルの項目（エラー処理を実行するためのエラーイベントを発生させるエラー処理スクリプ
トが設定されていか）を確認する。
【００８１】
　Ｓ９０２において、オペレーション（処理の属性）に対応したエラーイベントを発生さ
せるためのユーザ設定に基づくユーザエラーイベントが記載されているか判定する。ユー
ザエラーイベントが記載されていれば（Ｓ９０２－Ｙｅｓ）、処理をＳ９０３へ進める。
そして、Ｓ９０３において、ホットフォルダ設定ファイルに記載されたユーザ設定に基づ
くユーザエラーイベントを発生させて処理をＳ９０５へ進める。
【００８２】
　一方、ユーザエラーイベントの記載が無ければ（Ｓ９０２－Ｎｏ）、処理をＳ９０４へ
進める。Ｓ９０４において、デフォルト設定によるシステムエラーイベントを発生させて
処理をＳ９０５へ進める。
【００８３】
　Ｓ９０５では、発生したエラーイベントに対応する、実行すべきエラー処理を特定した
エラー処理スクリプトファイルがホットフォルダに登録されているか判定する。エラー処
理スクリプトファイルがホットフォルダに登録されている場合には（Ｓ９０５－Ｙｅｓ）
、処理をＳ９０６へ進め。エラー処理スクリプトファイルが登録されていなければ（Ｓ９
０５－Ｎｏ）、処理をＳ９０８へ進める。
【００８４】
　ＣＰＵ２００１はエラーイベントとエラー処理スクリプトファイルとの対応付けを行う
ことができる。そして、ＣＰＵ２００１は発生したエラーイベントに従い、ホットフォル
ダに対応付けられたエラー処理を実行することが可能である。
【００８５】
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　Ｓ９０６において、対応するエラー処理スクリプトファイルによるエラー処理が実行さ
れる。Ｓ９０７において、先のＳ９０６で実行されているエラー処理スクリプトによるエ
ラー処理がエラーを起こしていないか判定する。エラーを起こしていなければ（Ｓ９０７
－Ｎｏ）、エラー処理は完了したこととなり、終了する。
【００８６】
　Ｓ９０７の判定でエラーが発生した場合には（Ｓ９０７－Ｙｅｓ）、処理をＳ９１１へ
進め、Ｓ９１１において最終的なエラー処理としてデフォルトのシステムエラー処理を実
行する。
【００８７】
　発生したエラーイベントに対応したエラー処理スクリプトファイルが登録されていなか
ったため（Ｓ９０５－Ｎｏ）、Ｓ９０８において、デフォルトエラー処理スクリプトファ
イルがフォルダに登録されているか確認する。Ｓ９０８の判定でデフォルトエラー処理ス
クリプトが登録されていない場合（Ｓ９０８－Ｎｏ）、処理はＳ９１１に進められ、最終
的なエラー処理として、デフォルトのシステムエラー処理を実行する。
【００８８】
　Ｓ９０８の判定でデフォルトエラー処理スクリプトファイルが登録されていれば（Ｓ９
０８－Ｙｅｓ）、処理はＳ９０９へ進められる。
【００８９】
　Ｓ９０９において、デフォルトエラー処理スクリプトファイルによるエラー処理を実行
し、Ｓ９１０において、先のＳ９０９で実行されているデフォルトエラー処理スクリプト
ファイルによるエラー処理がエラーを起こしていないか判定する。エラーを起こしていな
ければ（Ｓ９１０－Ｎｏ）、エラー処理は完了したこととなり、終了する。
【００９０】
　Ｓ９１０の判定でエラーが発生した場合には（Ｓ９１０－Ｙｅｓ）、処理をＳ９１１へ
進め、Ｓ９１１において最終的なエラー処理として、デフォルトのシステムエラー処理を
実行する。
【００９１】
　ここで、エラー処理には、例えば、「登録された管理者にエラーが起こったことを電子
メールで通知する」、「エラー情報を印刷する」、「操作部２０１２にエラーが起こった
ことを表示する」等、エラーの発生の報知も含まれる。
【００９２】
　複数のホットフォルダ間で連携したオペレーションを実行している場合には、ＣＰＵ２
００１はどのホットフォルダでエラー処理を発生させるか判定することが可能である。Ｃ
ＰＵ２００１はユーザエラーイベントの記載の有無、エラー処理スクリプトファイルの登
録の有無、デフォルトエラー処理スクリプトファイルの登録の有無等の判定結果に基づい
て、どのホットフォルダでエラー処理を発生させるか決定する。例えば、エラーが発生し
たホットフォルダ側でエラー処理を行うことも可能であり、また、文書データの投入元に
エラー処理を戻すことも可能である。尚、エラー処理としては、上述の例に限定されず、
例えば、各ホットフォルダの双方で記載されたユーザエラーイベントを発生させたり、エ
ラー処理スクリプトファイルによるエラー処理をそれぞれ実行するようにしてもよい。
【００９３】
　（エラー処理スクリプトファイルの説明）
　次に、エラー処理スクリプトファイルの詳細を説明する。図１０はエラー処理スクリプ
トファイルの詳細を説明する図である。ホットフォルダ１０００１にホットフォルダ設定
ファイル１０００２の内容が設定されているものとする。
【００９４】
　また、ホットフォルダ１０００１には、ユーザエラーイベントｅ１に対応するエラー処
理スクリプトファイルＥ１（１０００３）、ユーザエラーイベントｅ２に対応するエラー
処理スクリプトファイルＥ２（１０００４）がそれぞれ登録されている。
【００９５】
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　エラー処理スクリプトファイルＥ１（１０００３）は、ユーザエラーイベントｅ１のエ
ラー発生時に「エラー情報を印刷する」というエラー処理を記載する。ユーザエラーイベ
ントｅ１のエラー発生時にＣＰＵ２００１はエラー処理スクリプトファイルＥ１（１００
０３）により記載されているエラー処理（エラー情報を印刷する処理）を実行する。
【００９６】
　また、エラー処理スクリプトファイルＥ２（１０００４）は、ユーザエラーイベントｅ
２のエラー発生時に「エラー情報を管理者に電子メールで通知する」というエラー処理を
記載する。ユーザエラーイベントｅ２のエラー発生時にＣＰＵ２００１はエラー処理スク
リプトファイルＥ２（１０００４）により記載されているエラー処理（エラー情報を管理
者に電子メールで通知する処理）を実行する。
【００９７】
　ホットフォルダ設定ファイル１０００２のイベント特定部には［文書投入］が記載され
ている。オペレーション特定部には、［文書印刷］、［当該文書を指定した宛先（ｆｏｏ
＠ｘｘｘ）へ送信］が記載されている。
【００９８】
　ホットフォルダ１０００１に文書データが格納されると、［文書投入］イベントが発生
し、オペレーション［文書印刷］、［文書を指定した宛先（ｆｏｏ＠ｘｘｘ）へ送信］が
順次実行される。ここで、［文書印刷］に対応するユーザエラーイベントとして「ｅ２」
が記載されており、［当該文書を指定した宛先（ｆｏｏ＠ｘｘｘ）へ送信］に対応するユ
ーザエラーイベントとして「ｅ１」が記載されている。
【００９９】
　「文書印刷」のオペレーションの実行中にエラーが発生した場合に、エラー情報を管理
者に送信するというエラー処理が実行される。また、「文書を指定した宛先（ｆｏｏ＠ｘ
ｘｘ）へ送信」するオペレーションの実行中にエラー処理が発生した場合に、エラー情報
を印刷するというエラー処理が実行される。
【０１００】
　図１１（ａ）、（ｂ）はホットフォルダ設定ファイルの記載を示す図である。図１０で
説明したホットフォルダ設定ファイル１０００２に対して、ユーザエラーイベント「ｅ２
」の次の行に継続コマンド（「ＣＯＮＴＩＮＵＥ：」）１１００１（図１１（ａ））が記
載されている点で相違する。継続コマンド（ＣＯＮＴＩＮＵＥ：）１１００１が記載され
ている場合、エラーが発生しても、エラー処理後に、次に記載されているオペレーション
を継続して実行させることができる。図１１（ａ）の場合、文書印刷のオペレーション実
行中にエラーが発生した場合、ユーザエラーイベントｅ２によって、管理者にエラー情報
が通知される。その後、次に記載されているオペレーションとして、指定された宛先へ文
書データの送信１１００３が行われる。
【０１０１】
　継続コマンドにより、エラー処理と、エラー処理後に実行される他のオペレーションと
を連携させることが可能になる。
【０１０２】
　尚、継続コマンドの記載は、ホットフォルダ設定ファイル側に限らず、例えば、エラー
処理スクリプトファイル側に記載することも可能である（図１１（ｂ）の参照番号１１０
０２）。
【０１０３】
　更に、エラー処理スクリプトファイルには、図１２に示すように複数のエラー処理を記
載することが可能である。図１２（ａ）の場合、エラーイベントが発生した場合、「エラ
ー情報を管理者に送信」するエラー処理１２００１と「エラー情報を印刷」するエラー処
理１２００２とが実行される。あるいは、エラー処理の実行ができなかった場合に代替す
るエラー処理を条件式を用いて記載して、エラー処理の実行を制御する（切替える）こと
も可能である。図１２（ｂ）の場合、「エラー情報を管理者に送信」する処理を試みて、
送信できなかった場合（条件式（ＩＦ（ＮＧ）））１２００３、「エラー情報を印刷」す



(16) JP 2008-191711 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

るように実行すべきエラー処理を制御する（切替える）ことも可能である。
【０１０４】
　本実施形態において、ホットフォルダ設定ファイル、エラー処理スクリプトファイルは
ホットフォルダ内に隠しファイルとして保存されると説明したが、本発明の趣旨は、この
構成に限定されるものでないことはいうまでもない。
【０１０５】
　例えば、ホットフォルダ設定ファイルまたはエラー処理スクリプトファイルはホットフ
ォルダ以外の記憶領域（例えば、画像形成装置１００のハードディスク（ＨＤＤ）２００
４等）に格納することも可能である。この場合、画像形成装置のＣＰＵ２００１がホット
フォルダとホットフォルダ設定ファイル、エラー処理スクリプトファイルとを関連付けて
格納すればよい。この場合、イベント発生時や、ユーザエラーイベント、システムエラー
イベントの発生時にホットフォルダ設定ファイルやエラー処理スクリプトファイルを読み
出して、各処理を実行することになる。
【０１０６】
　本実施形態によれば、画像形成装置において構成されたデータを格納する記憶領域で、
予め記憶領域に設定された処理に関連付けたエラー処理の実行が可能になる。
【０１０７】
　すなわち、本実施形態によれば、ホットフォルダの処理に関連付けたエラー処理の実行
が可能になる。
【０１０８】
　（第２実施形態）
　次に、ホットフォルダ間で連携したエラー処理に関する実施形態を説明する。
【０１０９】
　図１３は、ホットフォルダ１３００１とホットフォルダ１３００２との間で連携したエ
ラー処理の実行を説明する図である。
【０１１０】
　ホットフォルダ１３００１には、ホットフォルダ設定ファイル１３００３が設定されて
おり、複数のエラー処理スクリプトファイル１３００５ａ～ｃがホットフォルダ１３００
１に登録されているものとする。一方、ホットフォルダ１３００２には、ホットフォルダ
設定ファイル１３００４が設定されているが、エラー処理スクリプトファイルは登録され
ていないものとする。
【０１１１】
　ホットフォルダ設定ファイル１３００３には、オペレーションの実行により処理した文
書（データ）を、ホットフォルダ１３００１からホットフォルダ１３００２に移動（格納
）させる処理（文書移動処理）が記載されているものとする。
【０１１２】
　ホットフォルダ設定ファイル１３００４には、文書投入（格納）のイベントに応じて動
作するオペレーションが記載されているものとする。ホットフォルダ１３００１からホッ
トフォルダ１３００２に文書（データ）が格納された場合、文書投入（格納）のイベント
が発生し、文書投入（格納）イベントの発生に応じて動作するオペレーションが実行され
る。
【０１１３】
　このとき、ホットフォルダ設定ファイル１３００４のオペレーションの実行中にエラー
が発生した場合には、エラー処理スクリプトファイルがホットフォルダ１３００２に登録
されていない。
【０１１４】
　このため、デフォルトのエラー処理スクリプトファイルが登録されている場合はデフォ
ルトエラー処理スクリプトファイルによるエラー処理（図９のＳ９０９）が実行される。
また、デフォルトのエラー処理スクリプトファイルが登録されていない場合はデフォルト
のシステムエラー処理（図９のＳ９１１）が実行される。
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【０１１５】
　更に、投入された文書データに関してエラーが発生した場合、ホットフォルダ１３００
２は投入元のホットフォルダ１３００１に文書データとエラーイベント及び処理の履歴を
示す履歴情報を含む履歴情報リストを送信する。文書データが複数の処理を経た履歴を有
するデータである場合、履歴情報リストには各処理に対応した複数の履歴情報が含まれる
。
【０１１６】
　処理の履歴を示す履歴情報には、例えば、処理を実行したネットワークデバイスとして
の画像形成装置１００、画像形成装置１００におけるホットフォルダ、及びホットフォル
ダにおける処理を特定する処理ＩＤが含まれる。尚、処理の実行は、単一の画像形成装置
１００に限られない。例えば、ＬＡＮ２０１１を介して接続する他の画像形成装置１２０
、１３０、あるいはＰＣ１４０との間で印刷処理を実行するための印刷データを処理する
ために、複数の処理を連携して実行することも可能である。
【０１１７】
　画像形成装置１００のＣＰＵ２００１及びネットワークＩ/Ｆ２０１０は、ホットフォ
ルダによる文書データの処理結果と、履歴情報を含む履歴情報リストとをＬＡＮ２０１１
を介して他のデバイスとの間で送受信することが可能である。
【０１１８】
　履歴情報は、ホットフォルダによりオペレーションが実行される際に生成され、オペレ
ーションの実行結果に付加される情報である。
【０１１９】
　ホットフォルダ間で連携した処理を実行する場合、オペレーションの実行結果と履歴情
報とが一対となった情報として送受信されることになる。ホットフォルダ間で連携した処
理を実行する場合、データの投入元（図１３の場合、ホットフォルダ１３００１）から受
信した履歴情報に対して、更にデータの投入先（ホットフォルダ１３００２）で生成した
履歴情報が付加される。この履歴情報を参照することにより、ホットフォルダにおけるオ
ペレーションの実行結果（例えば、「ＯＣＲ」オペレーションの実行により入力した文書
データ）を一意に特定することができる。
【０１２０】
　（履歴情報の説明）
　図１４（ａ）は、３つの履歴情報からなる履歴情報リスト１４００４の具体例を示す図
である。図１４（ａ）には３つの処理に関する履歴情報１４００１、１４００２、１４０
０３が示されており、３つの処理がこの順番に処理されてきた履歴を示す。
【０１２１】
　各履歴情報は、３つフィールドから構成される。例えば、履歴情報１４００１の場合、
各フィールドには「ｄｅｖｉｃｅＡ：ＡＡＡ：０００１２４５」が格納されている。先頭
のフィールドの「ｄｅｖｉｃｅＡ」は、処理を実行したネットワークデバイス（例えば、
画像形成装置１２０）に固有の名称を表す。画像形成装置１２０をネットワーク上で一意
に特定できれば、名称でも数値でもあるいは、画像形成装置１２０（ネットワークデバイ
ス）のネットワークアドレス（ＩＰアドレスやＭＡＣアドレス）などを用いても構わない
。
【０１２２】
　次のフィールドの「ＡＡＡ」は、特定された画像形成装置１２０におけるホットフォル
ダの名称である。ホットフォルダを特定することが可能であれば名称以外のものを用いて
構わない。
【０１２３】
　最後のフィールドの「０００１２４５」は、ホットフォルダ「ＡＡＡ」における処理を
特定するための識別情報（ＩＤ）である。
【０１２４】
　履歴情報１４００２は、「ｄｅｖｉｃｅＡ」のホットフォルダ「ＡＡＡ」の処理「００
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０１２４５」を受けて、実行した「ｄｅｖｉｃｅＢ」のホットフォルダ「ＸＸＸ」の処理
「００３５２２２」の履歴を示す。「ｄｅｖｉｃｅＢ」としては、「ｄｅｖｉｃｅＡ」と
異なるネットワークデバイス、例えば、画像形成装置１００における、異なるホットフォ
ルダで連携した処理が実行されることになる。
【０１２５】
　更に、履歴情報１４００３は、「ｄｅｖｉｃｅＢ」のホットフォルダ「ＸＸＸ」の処理
「００３５２２２」を受けて、実行した「ｄｅｖｉｃｅＢ」のホットフォルダ「ＹＹＹ」
の処理「０００００７６」の履歴を示す。この場合は、同一のネットワークデバイス（ｄ
ｅｖｉｃｅＢ）において、異なるホットフォルダで連携した処理が実行されることになる
。
【０１２６】
　履歴情報リスト１４００４に含まれる各履歴情報を参照することにより、どのネットワ
ークデバイス（画像形成装置）による処理か、どのホットフォルダにおける処理か、ホッ
トフォルダにおけるどの処理かを特定することができる。
【０１２７】
　例えば、図１３に示すホットフォルダ１３００１の履歴情報を図１４（ａ）に示す１４
００２とすると、文書データが投入されたホットフォルダ１３００２による処理の履歴情
報は図１４（ａ）の１４００３に対応する。
【０１２８】
　ホットフォルダ１３００２（図１４（ａ）のＹＹＹ）に投入された文書データの処理に
おいてエラーが発生した場合、画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）のＣＰＵは、まず文書デ
ータの投入元を履歴情報リスト１４００４から調べる。図１４（ａ）の例では、ホットフ
ォルダ１３００２（ＹＹＹ）にデータを投入する直前に処理をしたことを示す履歴情報１
４００２に基づいて画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）とホットフォルダ（ＸＸＸ）が投入
元として特定される。
【０１２９】
　画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）のＣＰＵの制御の下、ホットフォルダ１３００２は履
歴情報リスト１４００４から自身の履歴情報（履歴情報１４００３）を削除した履歴情報
リスト１４００５（図１４（ｂ））を生成する。ホットフォルダ１３００２は履歴情報リ
スト１４００５と、エラーとなった文書データと、ホットフォルダ１３００２で発生した
エラーイベントとを、文書データの投入元であるホットフォルダ１３００１（ＸＸＸ）に
送信する。
【０１３０】
　ホットフォルダ１３００１（ＸＸＸ）は、受信したエラーイベントに従って、エラー処
理を実行するためのエラーイベントを発生させ、登録されているエラー処理スクリプトフ
ァイル１３００５ａ～ｃに基づくエラー処理を実行する。
【０１３１】
　画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）のＣＰＵの制御の下、ホットフォルダ１３００１はエ
ラー処理の終了後、履歴情報リスト１４００５から自身の履歴情報１４００２を削除した
履歴情報リスト１４００６（図１４（ｃ））を生成する。ホットフォルダ１３００１は、
履歴情報リスト１４００６に記載されている履歴情報１４００１に基づいてデータの投入
元を特定する。履歴情報１４００１は、画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）から見て直前に
実行された処理の履歴を示す。
【０１３２】
　図１４（ａ）の場合、データの投入元として、ｄｅｖｉｃｅＡ、ホットホットフォルダ
ＡＡＡ、ホットフォルダＡＡＡの処理の識別情報０００１２４５が特定される。画像形成
装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）のＣＰＵの制御の下、ホットフォルダ１３００１は、ネットワー
クを介して、データの投入元であるｄｅｖｉｃｅＡ、ホットホットフォルダＡＡＡに、文
書データ、エラーイベントと、履歴情報リスト１４００６を送信する。
【０１３３】
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　複数のホットフォルダが連携して動作する場合において、各動作に対応した履歴情報を
含む履歴情報リストに基づいて、データの投入元のホットフォルダを遡って特定（バック
トラック）することができる。特定されたホットフォルダにエラー処理スクリプトファイ
ルが登録されている場合は、エラー発生元のホットフォルダから送信されたエラーイベン
トに従ってエラー処理を実行することが可能になる。
【０１３４】
　尚、図１４（ａ）～（ｃ）に示した例では履歴情報リストによって、データの投入元と
なる全てのホットフォルダを順次遡って特定し、各ホットフォルダに登録されているエラ
ー処理を実行する例を示した。しかしながら、本発明の趣旨はこの例に限定されるもので
はなく、例えば、履歴情報リストを生成しないで、直前の投入元のホットフォルダにしか
エラー処理が戻らないようにしても構わない。すなわち、画像形成装置のＣＰＵは、ホッ
トフォルダの処理中にエラーが発生した場合、直前に処理を行ったデータの投入元のホッ
トフォルダに、文書データとエラーイベントを送信するようにすることも可能である。
【０１３５】
　また、ホットフォルダを順次遡って特定していく過程で、いずれかのホットフォルダに
おいてエラー処理が行われたら、そのエラー処理が行われたことを示す情報も含めて、履
歴情報リストを構成することも可能である。この場合、いずれかのホットフォルダでエラ
ー処理が実行された後は、履歴情報リストに含まれるエラー処理が行われたことを示す情
報の参照により、以後のエラー処理を行わないようにすることも可能である。あるいは、
特定のエラー処理スクリプトを別途登録しておき、エラー処理が行われたことを示す情報
の参照により、以後のエラー処理実行時には、特定のエラー処理スクリプトに基づくエラ
ー処理を実行することも可能である。
【０１３６】
　（ホットフォルダ間で連携したエラー処理の流れ）
　上述のホットフォルダ間で連携したエラー処理の流れを図１５のフローチャートを参照
して説明する。本処理は、画像形成装置のＣＰＵの制御の下に実行される。
【０１３７】
　Ｓ１５０１において、データの投入元のホットフォルダを遡って特定する過程で、既に
エラー処理が行われているかどうかを判定する。エラー処理が行われているか否かの判定
は、履歴情報リストに含まれるエラー処理が行われたことを示す情報の有無により判定す
ることが可能である。
【０１３８】
　ステップＳ１５０１の判定で、エラー処理がまだ行われていなければ（Ｓ１５０２―Ｎ
ｏ）、処理はステップＳ１５０２に進められ、エラー処理が行われていれば（Ｓ１５０２
－Ｙｅｓ）、処理はステップＳ１５０３へ進められる。
【０１３９】
　Ｓ１５０２では、エラーが発生したホットフォルダ（例えば、図１３のホットフォルダ
１３００２）から送信されたエラーイベントに対応する処理を、ホットフォルダ（例えば
、図１３のホットフォルダ１３００１）が実行する。エラーイベントを受信したホットフ
ォルダにエラー処理スクリプトファイルが登録されている場合、登録されているエラー処
理スクリプトファイルの内容に基づくエラー処理が実行され、処理はステップＳ１５０４
に進められる。
【０１４０】
　Ｓ１５０３では、既にエラー処理が行われた場合において、以後のエラー処理実行時に
は、エラー処理済み時のエラー処理スクリプトファイル（特定のエラー処理スクリプト）
に基づくエラー処理を実行する。尚、「特定のエラー処理スクリプト」としては、実行す
べき何らかのエラー処理を特定することも可能であり、既にエラー処理が行われた後は何
もエラー処理を実行しないようにすることも可能である。
【０１４１】
　Ｓ１５０４において、履歴情報リストから自身の履歴情報を削除し、削除後の履歴情報
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リストを生成する。
【０１４２】
　Ｓ１５０５において、削除後の履歴情報リストが空であるか（登録されているホットフ
ォルダ等が存在するか）どうかの判定が行われる。履歴情報リストが空であれば（Ｓ１５
０１－Ｙｅｓ）、自身のホットフォルダが最初の文書投入元となるため（例えば、図１４
（ａ）の場合のホットフォルダ（ＡＡＡ）に対応する）、処理を終了する。
【０１４３】
　Ｓ１５０１の判定で、履歴情報リストが空で無ければ（Ｓ１５０５－Ｎｏ）、処理はＳ
１５０６へ進められる。
【０１４４】
　Ｓ１５０６において、Ｓ１５０４で生成された履歴情報リストから自身のホットフォル
ダに文書データを投入した投入元の画像形成装置、ホットフォルダ等を特定する。
【０１４５】
　Ｓ１５０７において、先のＳ１５０６で特定された投入元の画像形成装置が、自身のホ
ットフォルダの存在する画像形成装置と同一であるか判定する。すなわち、投入元のホッ
トフォルダも同じ画像形成装置内かどうかの確認を行う。同一の画像形成装置の場合には
（Ｓ１５０７－Ｙｅｓ）、処理はＳ１５０８に進められる。
【０１４６】
　Ｓ１５０８において、文書データ、先のステップＳ１５０４で生成された履歴情報リス
ト、及び発生したエラーイベントを、履歴情報リストにより特定されたホットフォルダへ
送信する。例えば、図１４（ａ）のホットフォルダＹＹＹからＸＸＸへ送信する処理が実
行され処理は終了する。
【０１４７】
　Ｓ１５０７の判定で、画像形成装置が異なる場合には（Ｓ１５０７－Ｎｏ）、処理はＳ
１５０９に進められる。
【０１４８】
　Ｓ１５０９において、文書データ、先のステップＳ１５０４で生成された履歴情報リス
ト、及び発生したエラーイベントを、履歴情報リストにより特定された画像形成装置に送
信する。例えば、図１４（ａ）の画像形成装置（ｄｅｖｉｃｅＢ）から画像形成装置（ｄ
ｅｖｉｃｅＡ）に送信する処理が実行され処理は終了する。
【０１４９】
　尚、本フローチャートにおいて、Ｓ１５０１やＳ１５０７の判定を必ず行うようになっ
ているが、判定が不要な場合には、デフォルトの処理として、直接Ｓ１５０２やＳ１５０
３の処理を行ったり、直接Ｓ１５０８やＳ１５０９の処理を行うようにしてもよい。
【０１５０】
　異なる画像形成装置間での文書データの送信はネットワークにおける通信トラフィック
に負荷をかけることになる。そのため、負荷軽減のため文書データは戻さずに、エラーイ
ベントと履歴情報リストだけを文書データの投入元に戻すようにすることも可能である。
【０１５１】
　本実施形態に拠れば、ホットフォルダ間で連携した処理を実行する場合でも、履歴情報
リストに基づいて、データの投入元を特定し、発生したエラーイベントに対応するエラー
処理をデータの投入元で実行することが可能になる。
【０１５２】
　（第３実施形態）
　第３の実施例においては、ホットフォルダの所有者情報からエラー処理スクリプトファ
イルを自動的に選択する構成について説明する。
【０１５３】
　図１６において、ホットフォルダ１６０１、１６０２、１６０３には不図示のホットフ
ォルダ設定ファイルが設定されているものとする。ホットフォルダ１６０１、１６０２、
１６０３は所有者情報が設定されており、それぞれの所有者情報は、Ａ、Ｂ、Ｃである。
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所有者情報はホットフォルダ設定ファイルにおいて設定することも可能であり、画像形成
装置のＣＰＵ２００１の制御の下に別途設定することも可能である。
【０１５４】
　本実施形態に係るエラー処理スクリプトファイル１６０４、１６０５は第１実施形態及
び第２実施形態の場合と異なり、ホットフォルダに個別に登録されているものではない。
本実施形態に係るエラー処理スクリプトファイル１６０４、１６０５は各所有者情報と関
連付けられた情報が設定されている。画像形成装置１００のＣＰＵ２００１は、ホットフ
ォルダ側の所有者情報とエラー処理スクリプトファイル側の所有者情報とを対比して、両
者が一致するものを対応付けることが可能である。
【０１５５】
　例えば、ホットフォルダ１６０１にエラーが発生した場合には、所有者情報Ａに関連付
けられた情報が設定されているエラー処理スクリプトファイル１６０４の処理が実行され
る。また、ホットフォルダ１６０２にエラーが発生した場合には、所有者情報Ｂに関連付
けられた情報が設定されているエラー処理スクリプトファイル１６０５の処理が実行され
る。更に、ホットフォルダ１６０３にエラーが発生した場合には、所有者情報Ｃに関連付
けられた情報が設定されているエラー処理スクリプトファイル１６０５の処理が実行され
る。
【０１５６】
　エラー処理スクリプトファイルの設定は、所有者情報との関連の他、ホットフォルダで
発生したエラーイベントと所有者情報とを組み合わせることも可能である。画像形成装置
のＣＰＵ２００１は、エラー処理スクリプトファイルに設定された、所有者情報、ホット
フォルダで発生したエラーイベントとの組み合わせに基づいてエラー処理の実行を制御す
ることが可能である。
【０１５７】
　エラー処理スクリプトファイル１６０６には、所有者情報ＢかつエラーイベントＥ１が
設定されている。また、エラー処理スクリプトファイル１６０７には、所有者情報Ｃが設
定されているが、所有者情報Ｃに対してエラーイベントの条件は設定されていない。また
、エラー処理スクリプトファイル１６０７には、所有者情報ＢかつエラーイベントＥ２が
設定されている。
【０１５８】
　例えば、ホットフォルダ１６０２で発生したエラーイベントがＥ１である場合、ＣＰＵ
２００１は、所有者情報ＢかつエラーイベントＥ１の条件が充足すると判定し、エラー処
理スクリプトファイル１６０６の処理が実行される。一方、ホットフォルダ１６０２で発
生したエラーイベントがＥ２である場合、ＣＰＵ２００１は、所有者情報Ｂかつエラーイ
ベントＥ２の条件が充足されたと判定し、エラー処理スクリプトファイル１６０７の処理
が実行される。
【０１５９】
　ホットフォルダ１６０３において発生したエラーイベントがＥ１またはＥ２であっても
、ＣＰＵ２００１は所有者情報Ｃに関連付けられたエラー処理スクリプトファイル１６０
６を特定する。そして、エラー処理スクリプトファイル１６０６の処理が実行される。
【０１６０】
　本実施形態に拠れば、ホットフォルダで発生したエラーイベントと、ホットフォルダの
所有者情報との組み合わせをエラー処理スクリプトファイルに設定することで、エラー処
理の実行を制御することが可能になる。
【０１６１】
　（他の実施形態）
　なお、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
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することによっても、達成さ
れることは言うまでもない。また、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、
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達成されることは言うまでもない。
【０１６２】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
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。
【０１６３】
　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、不揮発性の
メモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【０１６４】
　また、コンピュータが読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。また、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）など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が実現される場合も含まれることは言うまでもない
。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】実施形態に係る画像形成装置を含む画像形成システムの全体的な構成を説明する
ブロック図である。
【図２】画像形成装置の構成を説明するブロック図である。
【図３】画像形成装置の外観を示す図である。
【図４】ユーザがアクセス可能な領域に設けられたフォルダの一例を示す図である。
【図５】ホットフォルダの具体的な動作を説明する図である。
【図６】エラーイベント及びエラー処理スクリプトの具体例を説明する図である。
【図７】ホットフォルダ設定ファイルの書式を例示する図である。
【図８】ユーザエラーイベントの具体例を説明する図である。
【図９】オペレーション実行時に発生したエラーイベントの処理の流れを説明する図であ
る。
【図１０】エラー処理スクリプトの詳細を説明する図である。
【図１１】ホットフォルダ設定ファイルの記載を示す図である。
【図１２】エラー処理スクリプトファイルの記載例を示す図である。
【図１３】ホットフォルダ１３００１とホットフォルダ１３００２との間で連携したエラ
ー処理の実行を説明する図である。
【図１４】３つの履歴情報からなる履歴情報リストの具体例を示す図である。
【図１５】ホットフォルダ間で連携したエラー処理の流れを説明する図である。
【図１６】ホットフォルダの所有者情報からエラー処理スクリプトファイルを自動的に選
択する構成を説明する図である。
【図１７】ホットフォルダ設定ファイルの登録を説明する図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１００　　　　画像形成装置
　１４０　　　　情報処理装置
　１２０　　　　画像形成装置
　１３０　　　　画像形成装置
　２００１　　　ＣＰＵ
　６００１　　　ホットフォルダ
　６００２　　　ホットフォルダ設定ファイル
　６００３　　　エラー処理スクリプトファイルＥ
　６００４　　　エラー処理スクリプトファイルＳＥ
　１３００１　　ホットフォルダ
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　１３００２　　ホットフォルダ
　１３００３　　ホットフォルダ設定ファイル
　１３００４　　ホットフォルダ設定ファイル
　１３００５ａ　エラー処理スクリプトファイル
　１３００５ｂ　エラー処理スクリプトファイル
　１３００５ｃ　エラー処理スクリプトファイル

【図１】 【図２】
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【図１３】

【図１４】



(26) JP 2008-191711 A 2008.8.21
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