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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各機器が実行する処理と処理の順番を指示する処理フロー定義情報にしたがって各処理
を順番に実行するシステムに対し、前記処理フロー定義情報を提供する定義情報作成シス
テムであって、
　前記機器のリストが登録された機器リスト記憶手段と、
　前記処理が順番に設定される第１欄と、処理を実行する前記機器が設定される第２欄と
が対比して表示される画面情報を記憶する画面情報記憶手段と、
　前記画面情報を解析して表示装置に表示する表示制御手段と、
　前記第１欄に対する処理と処理の順番の設定及び前記第２欄に対する処理と該処理を実
行する前記機器の対応づけを受け付ける設定受付手段と、
　前記設定受付手段が受け付けた処理の順番と処理に対応づけられた前記機器に基づき前
記処理フロー定義情報を作成する定義情報作成手段と、
　１つ以上の前記処理フロー定義情報を記憶する定義情報記憶手段と、
　を有することを特徴とする定義情報作成システム。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１欄のすべての処理を、処理を実行する前記第２欄の前記
機器と視覚的に紐づけて表示する、ことを特徴とする請求項１に記載の定義情報作成シス
テム。
【請求項３】
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　前記第１欄の処理と前記第２欄の前記機器とが視覚的に紐づけられた状態で、
　前記設定受付手段が前記第１欄へ単一の処理の追加を受け付けた場合、前記表示制御手
段は、最も後の処理と紐づけられている前記機器と、追加された前記単一の処理とを視覚
的に紐づけて表示する、ことを特徴とする請求項２に記載の定義情報作成システム。
【請求項４】
　前記第１欄の処理と前記第２欄の前記機器とが視覚的に紐づけられた状態で、
　前記設定受付手段が前記第２欄への機器の追加を受け付け、すでに前記機器と紐づけら
れている処理と追加された機器との新たな対応づけを受け付けた場合、
　前記表示制御手段は、追加された機器と対応づけられた処理及び該処理よりも後段の全
ての処理を、追加された機器と視覚的に紐づけて表示する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の定義情報作成システム。
【請求項５】
　前記第１欄の処理と前記第２欄の前記機器とが視覚的に紐づけられた状態で、
　前記設定受付手段が前記第２欄への機器の追加を受け付け、すでに前記機器と紐づけら
れている処理と追加された機器との新たな対応づけを受け付けた場合、
　前記表示制御手段は、追加された機器と対応づけられた処理のみを追加された機器と視
覚的に紐づけて表示し、
　追加された機器と対応づけられた処理よりも後段の全ての処理を、追加された機器より
も後段に追加した前記機器と視覚的に紐づけて表示する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の定義情報作成システム。
【請求項６】
　前記第１欄の処理と前記第２欄の前記機器とが視覚的に紐づけられた状態で、前記設定
受付手段が前記第２欄への機器の追加を受け付け、すでに前記機器と紐づけられている処
理と追加された機器との新たな対応づけを受け付けた場合に、
　追加された機器と対応づけられた処理及び該処理よりも後段の全ての処理を、追加され
た機器と紐づけするか、
　追加された機器と対応づけられた処理のみを追加された機器と紐づけするか、又は、
追加された機器と対応づけられた処理よりも後段の処理を追加された機器と紐づけるか否
かを問い合わせるか、 
　の設定を受け付ける設定画面を表示することを特徴とする請求項２～５のいずれか１項
に記載の定義情報作成システム。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記機器と紐づけされた１つ以上の処理を前記機器と同じ第１色
で表示し、異なる前記機器と紐づけされた１つ以上の処理を前記異なる前記機器と同じで
かつ前記第１色と異なる第２色で表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の定義情報作成システム。
【請求項８】
　前記機器と通信するための通信情報を記憶する通信情報記憶手段を有し、
　前記定義情報作成手段は、各処理の途中で処理を実行する前記機器が切り替わる場合、
切り替わる直前の前記機器が切り替わった後の前記機器に前記処理フロー定義情報を送信
するための前記通信情報を前記通信情報記憶手段から読み出し、前記処理フロー定義情報
の前記機器が切り替わる処理の直前に通信処理として挿入する、
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の定義情報作成システム。
【請求項９】
　各処理の途中で処理を実行する前記機器が切り替わり、かつ、切り替わった後の前記機
器がファイアウォールより外の機器の場合、
　前記定義情報作成手段は、内部の機器が外部の機器に対し処理の完了を周期的に問い合
わせる監視処理を含む前記処理フロー定義情報を作成する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の定義情報作成システム。
【請求項１０】
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　機器のリストが登録された機器リスト記憶手段と、
　処理が順番に設定される第１欄と、処理を実行する前記機器が設定される第２欄とが対
比して表示される画面情報を記憶する画面情報記憶手段と、を有する情報処理装置であっ
て、
　前記画面情報を端末に送信する画面情報送信手段と、
　前記端末が前記画面情報を解析して表示装置に表示し、前記第１欄に対する処理と処理
の順番の設定及び前記第２欄に対する処理と該処理を実行する前記機器の対応づけを受け
付けた設定内容を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した処理の順番と処理に対応づけられた前記機器に基づき各機器が
実行する処理と処理の順番を指示する処理フロー定義情報を作成する定義情報作成手段と
、
１つ以上の前記処理フロー定義情報を記憶する定義情報記憶手段と、を有し、
　前記処理フロー定義情報を、前記処理フロー定義情報にしたがって各処理を順番に実行
するシステムに提供する、ことを特徴とする情報処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各機器が実行する処理と処理の順番を指示する処理フロー定義情報を提供す
る定義情報作成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　定型的なデータの入力、変換、出力が組み合わされた一連の処理を管理者などがワーク
フローとして定義しておき、ユーザによるワークフローの実行開始を契機に各処理を順番
に実行する処理実行システムが知られている。ユーザとしては予め定義されたワークフロ
ーを選択して、実行すればよいので、個々の処理を個別に実行する手間を省くことができ
、効率的に業務を遂行できる。
【０００３】
　図２５はワークフローに含まれる処理の一例を示す図である。処理１は原稿のスキャン
、処理２は圧縮、処理３はＯＣＲ（Optical Character Recognition）、処理４はＰＤＦ
変換、処理５はメール送信である。このような処理を組み合わせてワークフローを定義す
ることは、ユーザサイドの管理者が行うことが多い。ユーザは管理者が定義してあるいく
つかのワークフローから所望のワークフローを選択することができる（例えば、特許文献
１参照。）。特許文献１では、ワークフローの定義名と各ワークフローが含む処理とを対
応づけて表示する画像形成装置が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ワークフローを実行する装置は最小で１台あればよく、従来は例えばＭＦＰ
（Multi Function Peripheral）等の装置が全ての処理を行っていた。しかし１台でワー
クフローを完結しようとすると、１台の装置では実行できない処理をワークフローに含め
ることができないし、ユーザによっては多くの種類の処理を組み合わせてワークフローを
定義したいという要望がある。
【０００５】
　このため、ワークフローに含まれる各処理を複数の装置が実行することが検討されてい
る。また、各処理を複数の装置が実行する場合、ワークフローの管理者が処理と装置を対
応づける作業を行うため、この作業を支援したり操作性を向上させることが考えられてい
る。しかしながら、従来、柔軟にワークフローを定義可能なＧＵＩは提供されていないと
いう問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑み、ワークフローの定義が容易な定義情報作成システムを提供
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することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、各機器が実行する処理と処理の順番を指示する処理フロー定義情報にしたが
って各処理を順番に実行するシステムに対し、前記処理フロー定義情報を提供する定義情
報作成システムであって、前記機器のリストが登録された機器リスト記憶手段と、前記処
理が順番に設定される第1欄と、処理を実行する前記機器が設定される第２欄とが対比し
て表示される画面情報を記憶する画面情報記憶手段と、前記画面情報を解析して表示装置
に表示する表示制御手段と、前記第１欄に対する処理と処理の順番の設定及び前記第２欄
に対する処理と該処理を実行する前記機器の対応づけを受け付ける設定受付手段と、前記
設定受付手段が受け付けた処理の順番と処理に対応づけられた前記機器に基づき前記処理
フロー定義情報を作成する定義情報作成手段と、１つ以上の前記処理フロー定義情報を記
憶する定義情報記憶手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　ワークフローの定義が容易な定義情報作成システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】処理と装置の対応の一例を示す図である。
【図２】管理者がワークフローを定義する手順を模式的に説明する図の一例である。
【図３】処理実行システムのシステム構成図の一例である。
【図４】ＭＦＰとしてのワークフロー実行要求装置のハードウェア構成図の一例である。
【図５】ワークフロー処理サーバ、管理サーバ又は管理者ＰＣのハードウェア構成図の一
例である。
【図６】管理サーバと管理者ＰＣの機能ブロック図の一例を示す図である。
【図７】装置リストテーブルの一例を示す図である。
【図８】フロー定義情報の一例を示す図である。
【図９】ＸＭＬ形式のフロー定義情報を示す図の一例である。
【図１０】ワークフロー実行要求装置（ＭＦＰ）とワークフロー処理サーバの機能ブロッ
ク図の一例である。
【図１１】管理者ＰＣと管理サーバがフロー定義情報を作成する手順を示すフローチャー
ト図の一例である。
【図１２】ワークフローの定義について説明する図の一例である。
【図１３】対応付けの変更について説明する図の一例である。
【図１４】管理者が「対応づけの変更に連動する」を選択した場合の対応づけ画面の一例
を示す図である。
【図１５】管理者が「対応づけの変更に連動しない」を選択した場合の対応づけ画面の一
例を示す図である。
【図１６】管理者が「対応づけを変更するか問い合わせる」を選択した場合の対応づけ画
面の一例を示す図である。
【図１７】管理者が処理１～５と物理装置を対応づけした際の表示例を示す図である。
【図１８】処理実行システムがワークフローを実行する手順を示すシーケンス図の一例で
ある。
【図１９】ワークフローの選択時の画面例を示す図の一例である。
【図２０】処理実行システムの概略構成図の一例である（実施例２）。
【図２１】処理実行システムのワークフロー実行時の概略を説明する図の一例である。
【図２２】監視用のフロー定義情報について説明する図の一例である。
【図２３】管理者ＰＣと管理サーバがフロー定義情報を作成する手順を示すフローチャー
ト図の一例である（実施例２）。
【図２４】処理実行システムがワークフローを実行する手順を示すシーケンス図の一例で
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ある（実施例２）。
【図２５】ワークフローに含まれる処理の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら説明する。しかしなが
ら、本発明の技術的範囲が、本実施の形態に限定されるものではない。
【実施例１】
【００１１】
　図１は処理と装置の対応の一例を示す図である。例えば、処理１、２、４，５はＭＦＰ
に対応づけられ、処理３はサーバに対応づけられている。ワークフローの管理者は何らか
のＧＵＩ（Graphical User Interface）を使用して、処理と装置を対応づける。
【００１２】
　図２は、本実施形態の処理実行システムにおいて、管理者がワークフローを定義する手
順を模式的に説明する図の一例である。図２では、すでに処理１～５を１つのワークフロ
ーとする処理の選択は完了している。なお、図の上段を「論理フロー欄」（特許請求の範
囲の第１欄に相当）、下段を「物理装置フロー欄」（特許請求の範囲の第２欄に相当）と
いう。管理者は、処理１～５を実行する物理装置を処理に対応づける操作を行う。以下、
図２の画面を対応づけ画面といい、対応づけ画面は管理者ＰＣ（Personal Computer）に
表示されているものとする。
【００１３】
　図２（ａ）：対応づけ画面には、処理１～５のいずれか１つ以上を実行可能な物理装置
のアイコン又は名称などの装置リストが表示される。ユーザは、例えばマウスやタッチパ
ネルなどのポインティングデバイスを操作して所望の物理装置の装置アイコン６１を物理
装置フローの欄にドラッグする。この時点で、管理者ＰＣが自動的に処理１～５を実行可
能な物理装置の装置アイコンを物理装置フロー欄に表示することもできる。
【００１４】
　図２（ｂ）：管理者ＰＣは処理１～５の処理アイコン６２をそれぞれ装置アイコン６１
と線で結ぶ。この処理１～５の処理アイコンと装置アイコンが線で結びつけられることで
、管理者は処理１～５と物理装置の対応を視覚的に把握できる。
【００１５】
　図２（ｃ）：管理者が対応付けを変更したい場合がある。例えば処理３をワークフロー
処理サーバに対応づける場合、管理者はワークフロー処理サーバの装置アイコンを物理装
置フローの欄にドラッグする。そして、処理３の処理アイコンからワークフロー処理サー
バの装置アイコンにポインティングデバイスをドラッグする。これにより、処理３とＭＦ
Ｐとの対応付けを、処理３とワークフロー処理サーバの対応づけに変更できる。
【００１６】
　図２（ｄ）：管理者ＰＣは、処理３の処理アイコンとワークフロー処理サーバの装置ア
イコンを線で結ぶ。これにより、管理者は処理３とワークフロー処理サーバが対応づけら
れたことを視覚的に把握できる。処理４、５と対応づけられる物理装置は元のＭＦＰのま
まであるが、下流の処理を自動的にワークフロー処理サーバに対応づけることも可能であ
る。詳細は後述する。
【００１７】
　このように本実施例の処理実行システムは、同一ビュー上で論理フローとそれに対応す
る物理装置のフローを作成するので、管理者は視覚的に処理と物理装置を対応づけること
ができる。また、自動的な対応づけが可能なので管理者が行うべき操作量を低減できる。
また、自動的に対応づけられた後も、容易に変更できる。
【００１８】
　なお、以下では、フロー定義情報を定義する者を管理者と称するのに対し、ワークフロ
ーを実行する者をユーザと称する。
【００１９】
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　また、ワークフローを定義する情報を「フロー定義情報」と称する。フロー定義情報に
は少なくとも以下の情報が含まれる。
(i) 処理１～５の順番
(ii) 処理を行う物理装置
(iii) 各処理１～５が必要とするジョブ設定
　ジョブ設定には、例えば、読み取りの解像度や濃度、メールアドレスなどが含まれる。
また、ジョブ設定には、管理者が設定するものとワークフローを実行するユーザが設定す
るものがある。
【００２０】
　〔構成例〕
　図３（ａ）は、処理実行システム５００のシステム構成図の一例を示す。ネットワーク
４００を介してワークフロー実行要求装置２００とワークフロー処理サーバ１００、及び
、管理サーバ２５０が接続されている。また、管理者ＰＣ１５０がネットワークに接続可
能である。
【００２１】
　ネットワーク４００は、ＬＡＮ、又は、複数のＬＡＮがルータなどを介して接続された
ＷＡＮである。また、ファイアウォールを考慮しなければインターネットを含んでいてよ
い。ネットワーク４００は有線で構築されていてもよいし、一部又は全てが無線ＬＡＮ（
IEEE802.11b/a/g/n等）で構築されていてもよい。さらに、ネットワーク４００は携帯電
話網、WiMAX網、ＰＨＳ網などの移動体向けに構築された通信網を含む。なお、処理実行
システム５００の各装置が無線ＬＡＮのアドホックモードなどで１対１で通信しても、ネ
ットワーク４００に含めることとする。
【００２２】
　ワークフロー実行要求装置２００は自らワークフローを実行すると共にワークフロー処
理サーバ１００にワークフローの実行を要求する装置である。例えば、ＭＦＰ２０１、携
帯端末２０２、クライアント端末２０３が図示されているが、通信機能を備えた情報処理
装置はワークフロー実行要求装置２００になりうる。ワークフロー実行要求装置２００は
処理実行システム５００に１台以上存在する。ＭＦＰ２０１は、コピー機、スキャナー、
プリンタ、ファックス装置など画像を形成する機能を備えた装置である。ＭＦＰ２０１は
このうち１つ以上の機能を有していればよい。ＭＦＰ２０１は、例えば原稿をスキャンし
て作成した画像データをジョブデータとして処理し、また、ワークフロー処理サーバ１０
０にフロー定義情報と共に送信する。
【００２３】
　携帯端末２０２は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ＰＤＡ（Personal D
igital Assistant）、デジタルカメラなど、ユーザが携帯又は所持する端末である。例え
ば、携帯電話のカメラやデジタルカメラで撮影したジョブデータである画像データとフロ
ー定義情報をワークフロー処理サーバ１００に送信する。
【００２４】
　クライアント端末２０３はノートＰＣ、デスクトップＰＣ、ワークステーション、テレ
ビ会議端末などユーザが使用する情報処理装置である。例えば、アプリケーションが作成
したアプリケーションデータ、Ｗｅｂから取得したＷｅｂデータをジョブデータとしてフ
ロー定義情報と共にワークフロー処理サーバ１００に送信する。
【００２５】
　なお、ワークフロー実行要求装置２００は、ユーザが直接、操作する装置であるとする
が、ジョブデータはユーザが直接、操作する装置が作成したり記憶している必要はない。
例えば、クライアント端末が、ＮＡＳ（Network Attached Storage）や他の装置に記憶さ
れているジョブデータを指定して、ＮＡＳ等からワークフロー処理サーバ１００に送信す
る（ワークフロー処理サーバ１００が読みに行く）ことも可能である。
【００２６】
　ワークフロー処理サーバ１００は、ＰＣ、サーバ装置、シンクライアント等の情報処理
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装置である。ＭＦＰ２０１がワークフロー処理サーバ１００となることも可能である。ワ
ークフロー処理サーバ１００は、ワークフローに含まれる一連の処理の１つ以上を実行す
る。ワークフロー処理サーバ１００は１台存在すればよいが、２台以上存在してもよい。
例えば、ワークフロー実行要求装置２００からジョブデータとしてジョブデータとフロー
定義情報を受信した場合、フロー定義情報に従いジョブデータにＯＣＲ処理を施したり、
電子メールで送信したりする。
【００２７】
　管理サーバ２５０は、管理者ＰＣ１５０からワークフローの定義を受け付ける。管理サ
ーバ２５０は管理者が定義した１つ以上のフロー定義情報を記憶しており、ワークフロー
実行要求装置２００から要求に応じて送信する。ユーザは、ワークフローのリストから実
行するワークフローを選択できる。
【００２８】
　以上のように、入力の処理を行うのは主にワークフロー実行要求装置２００であり、変
換の処理を行うのは主にワークフロー実行要求装置２００及びワークフロー処理サーバ１
００であり、出力の処理を行うのはワークフロー実行要求装置２００又はワークフロー処
理サーバ１００である。
【００２９】
　また、入力されるジョブデータは原稿などの物理的な媒体とワープロデータのような電
子データがあり、出力物としては用紙などの物理的な媒体とドキュメントボックスへの保
存や電子メールのような電子データがある。
【００３０】
　図３（ｂ）は、処理実行システム５００のシステム構成図の別の一例を示す。ネットワ
ーク４００を介してワークフロー実行要求装置２００とワークフローサーバ２６０が接続
されている。ワークフローサーバ２６０は、図３（ａ）のワークフロー処理サーバ１００
と管理サーバ２５０の機能を併せ持つ。したがって、ワークフローサーバ２６０はフロー
定義情報を記憶し、また、処理を実行する。図３（ａ）と（ｂ）のどちらの構成でもよい
が、本実施形態では図３（ａ）の構成に基づき説明する。
【００３１】
　図４は、ＭＦＰ２０１としてのワークフロー実行要求装置２００のハードウェア構成図
の一例を示す。ＭＦＰ２０１は、コントローラ１３０と、オペレーションパネル１２５と
、ファクシミリコントロールユニット（ＦＣＵ）１２６と、撮像部１２７及び印刷部１２
８を有する。
【００３２】
　コントローラ１３０は、ＣＰＵ１１４と、ＡＳＩＣ１１６と、ＮＢ（ノースブリッジ）
１１５と、ＳＢ（サウスブリッジ）１１７と、ＭＥＭ－Ｐ（システムメモリ）１１１と、
ＭＥＭ－Ｃ（ローカルメモリ）１１２と、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）１１３と、
メモリカードスロット１２３と、ＮＩＣ（ネットワークインタフェースコントローラ）１
１８と、ＵＳＢデバイス１１９と、ＩＥＥＥ１３９４デバイス１２１と、セントロニクス
デバイス１２２とを有する。
【００３３】
　ＣＰＵ１１４は、種々の情報処理を実行するためのＩＣであり、ＯＳやプラットホーム
上で、アプリケーションをプロセス単位で並列的に実行する。ＡＳＩＣ１１６は、画像処
理用のＩＣである。ＮＢ１１５は、ＣＰＵ１１４とＡＳＩＣ１１６を接続するためのブリ
ッジである。ＳＢ１１７は、ＮＢ１１５と周辺機器等を接続するためのブリッジである。
ＡＳＩＣ１１６とＮＢ１１５は、例えばＡＧＰ（Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ Ｇｒａｐｈｉ
ｃｓ Ｐｏｒｔ）を介して接続されている。
【００３４】
　ＭＥＭ－Ｐ１１１は、ＮＢ１１５に接続されたメモリである。ＭＥＭ－Ｃ１１２は、Ａ
ＳＩＣ１１６に接続されたメモリである。ＨＤＤ１１３は、ＡＳＩＣ１１６に接続された
ストレージであり、画像データ蓄積・文書データ蓄積・プログラム蓄積・フォントデータ
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蓄積・フォームデータ蓄積等を行うために使用される。ＨＤＤ１１３には種々のアプリケ
ーション（コピーアプリ、スキャナアプリ、プリンタアプリ、ファックスアプリ等）及び
プログラム１３１が記憶されている。プログラム１３１はユーザによるワークフローの定
義を受け付けるためのものである。
【００３５】
　メモリカードスロット１２３は、ＳＢ１１７に接続され、メモリカード１２４をセット
（挿入）するために使用される。メモリカード１２４は、ＵＳＢメモリ、ＳＤメモリ等の
フラッシュメモリであり、プログラム１３１を配布するために使用される。また、プログ
ラム１３１は所定のサーバからＭＦＰ２０１にダウンロードすることで配布することもで
きる。
【００３６】
　ＮＩＣ１１８は、ネットワーク４００等を介してＭＡＣアドレス等を使用したデータ通
信を行うためのコントローラである。ＵＳＢデバイス１１９は、ＵＳＢ規格に準拠したシ
リアルポートを提供するためのデバイスである。ＩＥＥＥ１３９４デバイス１２１は、Ｉ
ＥＥＥ１３９４規格に準拠したシリアルポートを提供するためのデバイスである。セント
ロニクスデバイス１２２は、セントロニクス仕様に準拠したパラレルポートを提供するた
めのデバイスである。ＮＩＣ１１８と、ＵＳＢデバイス１１９と、ＩＥＥＥ１３９４デバ
イス１２１と、セントロニクスデバイス１２２と、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｅｃｔ）バスを介してＮＢ１１５とＳＢ１１７に接続
されている。
【００３７】
　オペレーションパネル１２５は、ユーザがＭＦＰ２０１に入力を行うためのハードウェ
ア（操作部）であると共に、ＭＦＰ２０１がメニュー画面を表示するハードウェア（表示
部）である。オペレーションパネル１２５は、ＡＳＩＣ１１６に接続されている。ＦＣＵ
１２６と、撮像部１２７と、印刷部１２８は、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｅｃｔ）バスを介してＡＳＩＣ１１６に接続されている。
【００３８】
　撮像部１２７は、コンタクトガラスに載置された原稿を光学的に走査して、その反射光
をＡ／Ｄ変換して画像処理を施し、カラー又はモノクロのデジタルデータ（以下、画像デ
ータという）を生成する。
【００３９】
　印刷部１２８は、例えばタンデム型の感光ドラムを有し、上記の画像データやユーザＰ
Ｃから受信したＰＤＬデータに基づきレーザビームを変調し感光ドラムを走査して潜像を
形成する。潜像にトナーを付着して現像した１ページ毎の画像を用紙に熱と圧力で転写す
る。このような電子写真方式のプロッタに限られず、液滴を吐出して画像を形成するイン
クジェット型のプロッタエンジンでもよい。
【００４０】
　ＦＣＵ１２６は、ＮＩＣ１１８を介してネットワーク４００に接続し例えばＴ.３７，
Ｔ.３８の規格に対応した通信手順、又は、公衆通信網に接続し例えばＧ３、Ｇ４規格に
対応した通信手順、に従い画像データの送受信を行う。また、ＭＦＰ２０１の電源がＯＦ
Ｆのときに画像データを受信しても、印刷部１２８を起動して画像データを用紙に印刷す
ることができる。
【００４１】
　図５は、ワークフロー処理サーバ１００、管理サーバ２５０又は管理者ＰＣ１５０のハ
ードウェア構成図の一例を示す。ワークフロー処理サーバ１００、管理サーバ２５０又は
管理者ＰＣ１５０は、バスに接続された、ＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、
ＨＤＤ３０４、ディスプレイ３２０が接続されたグラフィックボード３０５、キーボード
・マウス３０６、メディアドライブ３０７、及び、ネットワーク通信部３０８を有する。
ＣＰＵ３０１はＨＤＤ３０４に記憶されたプログラム３１０をＲＡＭ３０３に展開して実
行し、各部品を制御して入出力を行ったり、データの加工を行ったりする。ＲＯＭ３０２



(9) JP 6123394 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

にはＢＩＯＳや、ブートストラップローダをＨＤＤ３０４からＲＡＭ３０３に読み出すス
タートプログラムが記憶されている。ブートストラップローダは、ＯＳをＨＤＤ３０４か
らＲＡＭ３０３に読み出す。
【００４２】
　ＨＤＤ３０４は、不揮発性のメモリであればよくＳＳＤ（Solid State　Drive）などで
もよい。ＨＤＤ３０４はＯＳ、デバイスドライバ、及び、後述する機能を提供するプログ
ラム３１０を記憶している。ディスプレイ３２０にはプログラムが指示し、グラフィック
ボード３０５が作成したＧＵＩ画面が表示される。
【００４３】
　キーボード・マウス３０６はユーザの操作を受け付ける入力装置である。メディアドラ
イブ３０７はコンパクトディスク、ＤＶＤ及びブルーレイディスクなどの光学メディアに
データを読み書きする。また、フラッシュメモリなどのメモリカードにデータを読み書き
してもよい。ネットワーク通信部３０８は、例えばＬＡＮに接続するためのイーサネット
（登録商標）カードである。ＴＣＰ／ＩＰ（ＵＤＰ／ＩＰ）やアプリケーション層のプロ
トコルの処理はＯＳやプログラム３１０が行う。アプリケーション層のプロトコルは各種
あるが、例えばＳＮＭＰ（Simple Network Management Protocol）、ＨＴＴＰ、ＦＴＰ、
ＳＭＢ（Server Message Block）等がある。
【００４４】
　プログラム３１０は、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルで、コン
ピュータで読み取り可能な記録メディアに記録して配布される。また、プログラム３１０
は、不図示のサーバからインストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルで配布さ
れる。
【００４５】
　〔機能、テーブル〕
　図６は、管理サーバ２５０と管理者ＰＣ１５０の機能ブロック図の一例を示す図である
。管理者ＰＣ１５０は画面データ要求部５１、操作受付部５２、表示制御部５３、フロー
定義情報送信部５４を有する。操作受付部５２は、管理者によるキーボード・マウス３０
６の操作を受け付ける。画面データ要求部５１は画面データを管理サーバ２５０に要求す
る。表示制御部５３は例えばブラウザアプリであり画面データを解析してディスプレイ３
２０に表示する。このディスプレイ３２０に表示される画面が対応付け画面である。操作
受付部５２がディスプレイ３２０に表示された対応づけ画面に対する管理者の操作を受け
付けることで、フロー定義情報が定義される。フロー定義情報送信部５４は、管理者が定
義したフロー定義情報を管理サーバ２５０に送信する。
【００４６】
　管理サーバ２５０は画面データＤＢ４４、装置リストテーブル４５、ワークフローリス
トＤＢ３８、接続情報ＤＢ４６、画面データ送信部４１、フロー定義情報受信部４２、及
び、フロー定義情報作成部４３を有している。画面データＤＢ４４は、例えばＨＴＭＬ、
JavaScript（登録商標）、及び、ＸＭＬ等で記述された画面データを記憶している。また
、装置リストテーブル４５には、処理を実行可能な物理装置の装置リストが登録されてお
り、ワークフローリストＤＢ３８には管理者が定義したワークフローのリストが登録され
ている。なお、物理装置とは、ワークフローを実行しうる処理実行システム５００の構成
要素であり、具体的にはワークフロー実行要求装置２００及びワークフロー処理サーバ１
００である。
【００４７】
　画面データ送信部４１は、管理者ＰＣ１５０からリクエストを受信すると画面データＤ
Ｂ４４から画面データを読み出して管理者ＰＣ１５０に送信する。フロー定義情報受信部
４２は管理者ＰＣ１５０から受信したフロー定義情報をフロー定義情報作成部４３に出力
する。フロー定義情報作成部４３は、接続情報ＤＢ４６を参照してフロー定義情報を作成
し、ワークフローリストＤＢ３８に登録する。なお、ワークフローリストＤＢ３８は、同
じものがワークフロー処理サーバ１００又はＭＦＰ２０１に記憶されている。
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【００４８】
　図７（ａ）は装置リストテーブル４５の一例を示す図である。装置リストテーブル４５
には処理と、処理を実行可能な物理装置及びマシンＩＤが対応づけて登録されている。マ
シンＩＤは処理実行システム５００において物理装置を一意に識別する識別情報である。
装置リストテーブル４５は画面データと共に管理者ＰＣ１５０に送信される。これにより
、管理者ＰＣは処理と物理装置の不整合を回避できる。
【００４９】
　図７（ｂ）は接続情報ＤＢ４６の一例を示す図である。接続情報ＤＢ４６には、接続先
の物理装置のＩＰアドレスと認証情報が登録されている。このＩＰアドレスにより、１つ
のワークフローを複数の物理装置で実行する場合に、例えばＭＦＰ２０１がワークフロー
処理サーバ１００にフロー定義情報とジョブデータを送信することができる。なお、ＩＰ
アドレスでなくマシンＩＤを登録しておき、ＤＮＳからマシンＩＤに基づきＩＰアドレス
を特定してもよい。認証情報は、物理装置（ＭＦＰ又はワークフロー処理サーバ）がユー
ザを認証する際に使用する情報である。例えば、ＭＦＰはユーザ名とパスワードが認証情
報であるが、ワークフロー処理サーバ１００の認証情報は管理者名とパスワードである。
ワークフローの実行時には、ワークフロー実行要求装置は適切な認証情報をユーザに要求
する。
【００５０】
　図８（ａ）（ｂ）はフロー定義情報の一例を示す図である。図８（ａ）は管理者やユー
ザから見たフロー定義情報を示し、図８（ｂ）は管理サーバ２５０が作成したフロー定義
情報を示している。図８（ｂ）ではワークフロー２，３は省略した。管理者ＰＣ１５０か
ら管理サーバ２５０に送信された直後は図８（ａ）の形態である。
【００５１】
　図８（ａ）に示すように、ワークフローリストＤＢ３８には各ワークフローのフロー定
義情報が登録されている。具体的には、ワークフロー名に、一連の処理の順番と各処理に
対応づけられた物理装置が登録されている。１つのワークフローが含む処理の最大数は５
以上でもよいし、５未満の場合もある。また、１つしか処理を含まないワークフローを定
義することもユーザの自由である。なお、図８（ａ）では各処理のジョブ設定（上記の(i
ii)）は省略されている。
【００５２】
　フロー定義情報作成部４３が接続処理を挿入することで図８（ｂ）のフロー定義情報が
作成される。詳細は後述するが、処理を実行する物理装置が切り替わる場合、接続処理が
挿入される。処理２－１と処理３－１が接続処理に対応する。
【００５３】
　図９はＸＭＬ形式のフロー定義情報を示す図の一例である。＜flows＞から＜/flows＞
までが１つのワークフローを定義している。また、＜flow＞から＜/flow＞はワークフロ
ーの各処理の順番を定義している。
【００５４】
　１つの処理は１つの＜plugin id＞タグ単位に記述され、何の処理が行われるかが記述
されている。例えば、「plugin id="SCAN"」は原稿を読み取る処理を意味しており、「ty
pe="input"」はデータの処理タイプが入力であることを意味している。「displayName="
スキャン" 」は管理者ＰＣ１５０やオペレーションパネル１２５などでユーザが目視する
際に表示される処理名である。「proceed=machineID_001」は処理に対応づけられた物理
装置のマシンＩＤである。
【００５５】
　この他、「plugin id="Compression"」は圧縮処理を、「plugin id="Connect"」は接続
処理を、「plugin id="OCR"」はＯＣＲを、「plugin id="PDFConverter"」はＰＤＦ変換
を、「plugin id="MailSend"」はメール送信を、それぞれ意味している。また、「type="
filter"」は処理タイプが変換を、「type="output"」は処理タイプが出力を、「type="se
nd"」はいずれにもあてはまらない接続処理のための送信を、それぞれ意味している。
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【００５６】
　また、<parameter>～</parameter>はジョブ設定であり、各処理に必要なジョブ設定が
記述される。ジョブ設定には管理者やユーザが設定するもののほか、固定値として決まっ
ているものもある。
【００５７】
　<current_point>タグはワークフローにおいて現時点（物理装置がフロー定義情報を取
得した時、又は、更新直後の時）において物理装置が処理すべき処理を示す。「current_
point」をカレントポイントと記載する場合がある。ＭＦＰ２０１又はワークフロー処理
サーバ１００は、カレントポイントを見て、実行すべき処理を判断する。また、処理を行
った場合は、カレントポイントを次に実行すべき処理に更新する。例えば、スキャンが完
了したら、<current_point>タグは次のように更新される。
<current_point>
　　<plugin id=" Compression "  />
</current_point>
　図１０は、ワークフロー実行要求装置（例えばＭＦＰ）とワークフロー処理サーバ１０
０の機能ブロック図の一例を示す。ワークフロー実行要求装置２００は、ログイン受付部
３７とフロー定義選択受付部３６を有する。ログイン受付部３７はワークフローの実行に
必要な認証情報を要求する。この認証情報は、例えばユーザが操作しているＭＦＰにログ
インするためのログイン情報としてもよい。つまり、ＭＦＰにログイン可能なユーザには
ワークフローを実行する権限を認める。この場合、物理装置が切り替わる際に、各物理装
置が接続情報ＤＢ４６を参照して必要な認証情報を取得しフロー定義情報に添付する。ま
た、厳密に認証情報を要求するのであれば、ログイン受付部３７はワークフローに含まれ
る処理を行う全ての物理装置の認証情報をユーザに要求する。
【００５８】
　フロー定義選択受付部３６は、ユーザによるワークフローの選択を受け付ける。社内の
ＭＦＰ２０１であれば管理サーバ２５０から予めワークフローリストＤＢ３８を取得でき
るので、ユーザは所定の操作でワークフローのリストをオペレーションパネル１２５に表
示させ、所望のワークフローを選択する。ワークフロー実行要求装置２００が例えば携帯
端末のような場合、管理サーバ２５０又はワークフロー処理サーバ１００にアクセスして
、ワークフローリストＤＢ３８に登録されているワークフローを受信する。
【００５９】
　また、フロー定義選択受付部３６はユーザが選択したワークフローに含まれる各処理に
おいて、必要なジョブ設定を要求する。例えば、入力ではスキャンにおいて設定可能な解
像度や濃度の設定を要求し、変換では例えば圧縮率を要求し、出力（印刷）ではメールア
ドレスの設定を受け付ける。また、入力が電子データの場合は処理対象となるジョブデー
タ（文書データ、画像データ、映像データなど）の設定を受け付け、出力が物理的な用紙
による印刷の場合、用紙サイズ、拡大／縮小、集約、カラー／モノクロ、印刷部数、仕上
げなどのジョブ設定を受け付ける。フロー定義選択受付部３６は、各処理のジョブ設定に
よりフロー定義情報を更新する。
【００６０】
　ＭＦＰ２０１は、ワークフローの実行に関する機能として、１つ以上のプラグイン２１
、フロー制御部２２、及び、ジョブ制御部２３、を有している。ジョブ制御部２３は、ワ
ークフローの各処理の実行を制御する。まず、ジョブ受信部３３は、フロー定義選択受け
受け部３６からフロー定義情報を取得する。この後、入力の処理を実行することで、ジョ
ブデータが得られる。フロー定義情報はジョブデータとジョブキュー３５に記憶される。
【００６１】
　また、他の物理装置（ＭＦＰはワークフロー処理サーバから。ワークフロ処理サーバは
ＭＦＰから。）からフロー定義情報とジョブデータが送信された場合は、これらをジョブ
キュー３５に蓄積する。なお、１つのジョブは、１つのPlugin idが付与された１つの処
理に相当する。
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【００６２】
　ジョブ受信部３３は、いったんジョブキュー３５に記憶したワークフローのフロー定義
情報に基づき、ジョブデータを自機で処理する必要があるか否かを確認する。すなわち、
カレントポイントの処理に自機のマシンＩＤが紐づけられていることを確認する。また、
カレントポイントの処理に自機のマシンＩＤが紐づけられている場合でも、「Plugin id
＝Connect」の場合は接続処理になるので、ジョブ実行部３１は、フロー定義情報を更新
した後、ジョブ転送部３２にフロー定義情報とジョブデータを転送させる。転送先は、フ
ロー定義情報に記述されている。
【００６３】
　カレントポイントの処理に自機のマシンＩＤが紐づけられており、かつ、カレントポイ
ントの処理が接続処理でない場合、ジョブ実行部３１がフロー定義情報とジョブデータを
ジョブキュー３５から読み出して処理を実行する。ジョブ実行部３１は、フロー制御部２
２にフロー定義情報とジョブデータを出力する。
【００６４】
　フロー制御部２２は、フロー定義情報に沿ってプラグイン２１を選択して処理を実行す
る。プラグイン２１は、これまで説明した、入力処理を行うもの、ＰＤＦ変換を行うもの
、電子メールを送信するもの、ＯＣＲ処理を行うもの、翻訳を行うもの、出力処理を行う
もの、などである。プラグイン２１は共通のプラットホーム上で動作可能になっており、
ＭＦＰ２０１やワークフロー処理サーバは１つのプラグイン２１を独立に追加したり、削
除することができる。プラグイン同士は互いの処理には関与しない。なお、このようなプ
ラグイン２１に限られずアプリケーションプログラムにより処理してもよい。
【００６５】
　フロー制御部２２は、カレントポイントの処理を確認して、その処理を行うプラグイン
２１を呼び出すと共にジョブを実行させる。ジョブが正常に完了すればフロー制御部２２
は、カレントポイントの処理を更新する。フロー制御部２２はフロー定義情報とジョブデ
ータをジョブキュー３５に記憶する。
【００６６】
　ジョブ検知部３４は、ジョブキュー３５にジョブが入力されたことを検知する。すなわ
ち、プラグイン２１が１つの処理を実行することで作成されたジョブデータがジョブキュ
ー３５に記憶されると、ジョブ検知部３４が検知する。そして、ジョブ実行部３１等が同
様の処理を繰り返し行う。
【００６７】
　ワークフロー処理サーバ１００は、１つ以上のプラグイン２１、フロー制御部２２及び
ジョブ制御部２３、を有している。すなわち、ジョブの実行に関してはＭＦＰ２０１と同
じ機能を有している。これは、ワークフローの実行手順については、ワークフロー処理サ
ーバ１００とＭＦＰ２０１とで同様となることを意味している。
【００６８】
　したがって、ＭＦＰ２０１とワークフロー処理サーバ１００とに処理が跨っても、接続
処理を介してフロー定義情報とジョブデータが送受信されるので、ワークフローを実行で
きる。すなわち、ワークフローを柔軟に構築することができる。
【００６９】
　〔フロー定義情報の作成の動作手順〕
　図１１は、管理者ＰＣ１５０と管理サーバ２５０がフロー定義情報を作成する手順を示
すフローチャート図の一例である。
【００７０】
　管理者ＰＣ１５０の画面データ要求部５１が対応づけ画面の画面データを管理サーバ２
５０に要求すると、管理サーバ２５０の画面データ送信部４１は画面データを管理者ＰＣ
１５０に送信する（Ｓ２１０）。
【００７１】
　画面データ要求部５１は画面データを受信する（Ｓ１１０）。
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【００７２】
　表示制御部５３は画面データを解析してディスプレイ３２０に対応づけ画面を表示する
（Ｓ１２０）。
【００７３】
　ユーザはキーボード・マウス３０６を操作して、１つ以上の処理を論理フロー欄に設定
する（Ｓ１３０）。
【００７４】
　つぎに、ユーザはキーボード・マウス３０６を操作して論理フロー欄の各処理を物理装
置と対応づける（Ｓ１４０）。詳しくは図１２～１７にて説明する。
【００７５】
　フロー定義情報送信部５４はフロー定義情報を管理サーバ２５０に送信する（Ｓ１５０
）。
【００７６】
　管理サーバ２５０のフロー定義情報受信部４２はフロー定義情報を受信する（Ｓ２２０
）。
【００７７】
　そして、フロー定義情報作成部４３は処理を行う物理装置が切り替わる対応付けがある
か否かを判定する（Ｓ２３０）。すなわち、ＭＦＰ２０１からワークフロー処理サーバ１
００へ、又は、ワークフロー処理サーバ１００からＭＦＰ２０１に、切り替わる処理があ
るか否かを判定する。
【００７８】
　処理を行う物理装置が切り替わる対応付けがない場合（Ｓ２３０のＮｏ）、フロー定義
情報作成部４３はフロー定義情報を更新することなくワークフローリストＤＢ３８に登録
する（Ｓ２５０）。
【００７９】
　処理を行う物理装置が切り替わる対応付けがある場合（Ｓ２３０のＹｅｓ）、フロー定
義情報作成部４３は、物理装置が切り替わる直前に接続処理を挿入する（Ｓ２４０）。そ
して、更新したフロー定義情報をワークフローリストＤＢ３８に登録する（Ｓ２５０）。
なお、図９に示したように、接続処理の「plugin id」は「Connect」、「type」は「send
」のように予め決まっている。また、接続処理は表示されないので「displayName」はな
い（ブランク）。また、処理する物理装置「proceed」は直前の処理を行う物理装置であ
る。また、フロー定義情報作成部４３は、接続情報ＤＢ４６から次の処理を行う物理装置
（接続先）に対応づけられているＩＰアドレスを読み出し、接続処理のジョブ設定（para
meter）に記述する。このように接続情報ＤＢ４６を利用することで容易に接続処理を挿
入できる。
【００８０】
　なお、本実施例のように管理サーバ２５０と管理者ＰＣ１５０が通信してフロー定義情
報を作成するのでなく、スタンドアロン型のＰＣを管理者が操作してフロー定義情報を作
成してもよい。
【００８１】
　〔ワークフローの定義例〕
　図１２はワークフローの定義について説明する図の一例である。図１２（ａ）は対応づ
け画面の初期状態の一例であり、管理者は上段の論理フロー欄に処理を順番に設定し、下
段の物理装置フロー欄に処理を実行する物理装置を定義する。また、対応づけ画面には、
処理リストと装置リストが表示される。装置リストと処理リストのアイコンはいずれも装
置リストテーブル４５の"物理装置"と"処理"を抽出したものである。処理リストの処理１
～５は実際にはＯＣＲ、ＰＤＦ変換など処理名が把握できるように表示されている。
【００８２】
　初期状態の対応づけ画面の上段には、例えば点滅しながら「処理１」と表示されている
。これは管理者が処理リストの処理アイコン６２をドラッグする場所を明示するためであ
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る。このような支援を行うことなく、管理者が任意の順番に処理アイコンを並べてもよい
し、処理アイコンを設定するマスだけを表示してもよい。なお、サーバクライアント環境
におけるアイコンのドラッグなどの操作は、いわゆるリッチクライアント環境で可能にな
っており、例えばＨＴＭＬ５のCanvasタグ、JavaScriptなどの技術を組み合わせて実現さ
れる。図１２（ａ）に示すように、管理者が処理を選択して論理フロー欄の"処理１"まで
ドラッグすると、１番目の処理が設定される。
【００８３】
　管理者が処理１を設定すると、装置リストから装置アイコン６１を選択することが可能
になる。表示制御部５３は、処理１を実行可能な物理装置のみを装置リストから選択可能
としたり、処理１を実行可能な物理装置が１つしかない場合は管理者が操作しなくても物
理装置フロー欄に処理１を実行可能な装置アイコンを表示する（このように自動的に物理
装置アイコンが配置されることを自動配置という）。自動配置した場合、処理アイコンと
装置アイコンが自動的に結線される。
【００８４】
　図１２（ｂ）に示すように、管理者が処理を選択して論理フロー欄にドラッグすると、
２番目の処理が設定される。表示制御部５３は、処理1の後段に「→」を表示して、処理
２の処理アイコンを予め定められた位置に表示する。管理者はこのような操作を繰り返し
、論理フローを定義する。そして、処理２を設定した後、ＭＦＰの装置アイコン６１を物
理装置フロー欄にドラッグした。
【００８５】
　なお、管理者は処理アイコンより先に物理装置を配置することも可能である。物理装置
のみが物理装置フローに配置された状態で、管理者が処理アイコンを論理フロー欄に配置
したが、該処理を物理装置により実行できない場合がある。この場合、表示制御部５３は
、該処理を実行可能な物理装置で、物理装置フロー欄の物理装置を置き換える。
【００８６】
　図１２（ｃ）に示すように、管理者が装置アイコン６１を物理装置フロー欄に設定する
と、処理アイコンと装置アイコンが結線される。これにより、ＭＦＰの装置アイコンと処
理１と処理２の処理アイコンが線で結ばれる。
　図１２（ｄ）は管理者が処理を追加した場合の対応づけ画面を示す。管理者が処理フロ
ー欄に処理アイコンを追加すると、表示制御部５３は、論理フローの処理の追加に対し、
自動的に前段の処理の対応づけを踏襲する。すなわち、処理２にはＭＦＰが対応づけられ
ているので、表示制御部５３は処理３をＭＦＰとを対応づける。こうすることで、管理者
は少ない操作で処理３を物理装置と対応づけることができる。
【００８７】
　したがって、管理者が論理フロー欄に処理アイコンをドラッグするだけで、複数の処理
と１台の物理装置との対応が可能になる。
【００８８】
　図１３は対応付けの変更について説明する図の一例である。処理１～５がＭＦＰに対応
づけられている。処理１～５のいずれかを別の物理装置に対応づけたい場合、図１３（ａ
）に示すように、管理者は装置アイコンを物理装置フロー欄にドラッグする。
【００８９】
　図１３（ｂ）では物理装置フローにワークフロー処理サーバの処理アイコンが追加され
た。この時点では対応付けを変更する処理が不明なので、表示制御部５３は何もしない。
また、例えば、処理３をワークフロー処理サーバ１００に対応づける場合、管理者ＰＣ１
５０としては処理３だけ対応づけを変更すればよいのか、処理３以降の処理４，５の対応
づけも変更すべきなのか判断できない。
【００９０】
　そこで、表示制御部５３は、対応付けの変更方法の設定を受け付けるダイアログボック
スを表示する。このダイアログボックスは、図１３（ｂ）の装置アイコンの追加時だけで
なく、管理者が任意のタイミングで表示させることができる。
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【００９１】
　図１３（ｃ）はダイアログボックスの一例を示す図である。「後続の論理フロー処理の
対応づけ」という記述に対し、「対応づけの変更に連動する」「対応づけの変更に連動し
ない」「対応づけを変更するか問い合わせる」という３つの変更法から１つの択一的に選
択可能である。管理者は後段の処理４，５の物理装置の変更の必要性などを考慮してラジ
オボタンをポインティングデバイスでクリックする。
【００９２】
　・「対応づけの変更に連動する」
図１４（ａ）は、管理者が「対応づけの変更に連動する」を選択した場合の対応づけ画面
の一例を示す図である。管理者は、処理３とワークフロー処理サーバ１００を対応づける
。対応づけは、論理フローの処理３からワークフロー処理サーバ１００へドラッグするこ
とや、対応づけのメニューから破線を表示させ、処理３からワークフロー処理サーバ１０
０へ接続することで実現される。
【００９３】
　図１４（ｂ）は対応付けの変更後の対応づけ画面の一例を示す図である。「対応づけの
変更に連動する」が選択されているので、処理３の対応付けの変更に伴い処理４，５の物
理装置もＭＦＰからワークフロー処理サーバ１００に変更されている。
【００９４】
　・「対応づけの変更に連動しない」
図１５（ａ）は、管理者が「対応づけの変更に連動しない」を選択した場合の対応づけ画
面の一例を示す図である。図１５（ｂ）は対応付けの変更後の対応づけ画面の一例を示す
図である。「対応づけの変更に連動しない」が選択されているので、処理３の対応付けを
変更しても、処理４，５の物理装置はＭＦＰのままである。この場合、表示制御部５３は
、ＭＦＰの処理アイコンを、ワークフロー処理サーバの処理アイコンの後段に表示し、処
理４，５と結線する。
【００９５】
　・「対応づけを変更するか問い合わせる」
図１６（ａ）は、管理者が「対応づけを変更するか問い合わせる」を選択した場合の対応
づけ画面の一例を示す図である。図１６（ｂ）は問い合わせのためのダイアログボックス
の一例を示す。表示制御部５３は「対応づけを変更するか問い合わせる」が選択されてお
り、装置アイコンが物理装置フロー欄に追加され処理３とワークフロー処理サーバの装置
アイコンが対応付けられた場合、このダイアログボックスを表示する。
【００９６】
　ダイアログボックスには「物理装置「ワークフロー処理サーバ」へ対応づけするものに
チェックをいれてOKボタンを押下してください」と表示されている。また、「全て選択」
ボタン、「全て解除」ボタンが用意されており、処理３よりも後段の処理４と処理５がチ
ェックボックスと共に表示されている。管理者は「全て選択」ボタンやチェックボックス
をクリックするなどして、ワークフロー処理サーバ１００に対応付けする処理（つまり対
応付けを変更する処理）を選択することができる。
【００９７】
　・作成後の色分け表示
　図１７（ａ）は、管理者が処理１～５と物理装置を対応づけした際の表示例を示す図で
ある。図１７（ａ）では処理１，２の処理アイコンとＭＦＰの装置アイコンが配置されて
いる領域は同一色に塗りつぶされており、処理３の処理アイコンとワークフロー処理サー
バ１００の装置アイコンが配置されている領域は同一色に塗りつぶされており、処理４，
５の処理アイコンとＭＦＰの装置アイコンが配置されている領域は同一色に塗りつぶされ
ている。すなわち、対応付けされている処理と物理装置が同じ色に色分けされている。し
たがって、管理者は色分けにより、処理と物理装置の対応付けを視覚的に容易に判別でき
る。
【００９８】
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　図１７（ｂ）は、処理１～５と物理装置の対応づけの別の表示例を示す図である。図１
７（ａ）ではアイコン以外の領域が色分けされていたが、図１７（ｂ）ではアイコンが色
分けされている。すなわち、処理１，２の処理アイコンとＭＦＰの装置アイコンは同一色
であり、処理３の処理アイコンとワークフロー処理サーバ１００の装置アイコンは同一色
であり、処理４，５の処理アイコンとＭＦＰの装置アイコンは同一色である。このような
色分けでも処理と物理装置の対応付けを視覚的に容易に判別できる。
【００９９】
　色分けの他、領域又はアイコンに網点を施すことで対応づけの違いを表現してもよいし
（対応付けが変わる毎に網点の有無が切り替わる）、アイコンの形状により対応づけの違
いを表現してもよい。
【０１００】
　〔ワークフローの実行の動作手順〕
　図１８は、処理実行システム５００がワークフローを実行する手順を示すシーケンス図
の一例である。図１９は、ワークフローの選択時の画面例を示す図の一例である。
S1：ユーザがＭＦＰ２０１を操作すると、ＭＦＰ２０１がワークフローのリストを表示す
る。図１９（ａ）はワークフローのリストが表示されるワークフロー選択画面の一例を示
す。ユーザはワークフロー１～３から所望のワークフローを選択し、ＯＫボタンを押下す
る。ＯＫボタンを押下することでワークフローの実行がスタートする。なお、ユーザは必
要であれば詳細ボタンを押下して、ワークフローに含まれる処理と処理の順番を表示させ
ることができる。
【０１０１】
　ワークフローがスタートすると、図１９（ｂ）に示すようにＭＦＰ２０１はユーザ名と
パスワードの入力を要求する。このユーザ名とパスワードはワークフローの実行のための
認証情報である。ＭＦＰ２０１にログインした際のユーザ名とパスワードを転用してもよ
い。ユーザ名とパスワードはフロー定義情報に含まれることが好ましく、含められている
ことで各物理装置が認証することができセキュリティが向上する。
【０１０２】
　S2：ユーザはワークフローを選択して、実行する。
S3：ＭＦＰ２０１はワークフローの処理を開始する。例えば、フロー定義情報に記述され
ている処理やマシンＩＤを抽出する。
S4：ＭＦＰ２０１は抽出したワークフロー処理サーバ１００にワークフロー接続要求を行
う。これは、ワークフローを実行する物理装置がワークフローの実行が可能な状態かどう
かを確認するための通信である。
S5：ワークフロー処理サーバ１００は、ワークフローの受け付け処理を行う。ワークフロ
ーの受け付け処理は、例えばワークフローに一意のJobIDを付与するなどの処理である。
S6：ワークフロー処理サーバ１００は、ワークフローの処理を開始する。ワークフローの
処理開始とは、フロー定義情報等が送信された場合にはワークフローを実行することをい
う。
S7：ワークフロー処理サーバ１００はワークフロー受付情報（例えばJobIDなど）をＭＦ
Ｐ２０１に送信する。
S8：ＭＦＰ２０１はワークフローの実行が可能であることを確認すると、処理１～５の実
行を開始する。ジョブ受信部３３はフロー定義情報を解析する。この解析は、カレントポ
イントの処理を自機が実行する処理であることを確認することである。
S9：解析の結果、自機が処理を行う場合は、フロー制御部２２がプラグイン２１を使用し
て自機に割り当てられた処理を実行する。処理１は入力なので、原稿をスキャンしたり、
ジョブデータとして指定された電子データを読み出す又は受信することでジョブデータが
用意される。
S10：フロー制御部２２は、カレントポイントを次の処理に変更することで、フロー定義
情報を更新する。ジョブデータとフロー定義情報はジョブキューに記憶される。
【０１０３】
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　S8～S10は各処理に対し繰り返し実行される。処理１，処理２まで実行されフロー定義
情報が更新されると、カレントポイントは処理2.1の接続処理となる。フロー定義情報を
解析すると接続処理であるので(S8)、フロー制御部２２は処理を行わずジョブ転送部にジ
ョブの転送を依頼する（S9）。また、フロー制御部２２はフロー定義情報を更新する（S1
0）。
S11：そして、ジョブ転送部は接続処理として、JobIDに紐づけてフロー定義情報とジョブ
データをワークフロー処理サーバ１００に送信する。なお、S11 ～S15の間、ＭＦＰ２０
１は処理の進捗を問い合わせてもよい。
S12：ワークフロー処理サーバ１００の処理手順も同様である。ジョブ受信部はジョブキ
ューにフロー定義情報とジョブデータを記憶し、フロー定義情報を解析する。
S13：解析の結果、自機が処理を行う場合は、フロー制御部２２がプラグイン２１を使用
して自機に割り当てられた処理を実行する。
S14：フロー制御部２２は、カレントポイントを次の処理に変更することで、フロー定義
情報を更新する。
【０１０４】
　フロー定義情報が更新されると、カレントポイントは処理3.1の接続処理となるので(S1
2)、フロー制御部２２は処理を行わずジョブ転送部にジョブの転送を依頼する(S13)。ま
た、フロー制御部２２はフロー定義情報を更新する(S14)。
S15：ジョブ転送部は接続処理として、フロー定義情報とジョブデータをＭＦＰ２０１に
送信する。
S16：ジョブ受信部はジョブキューにフロー定義情報とジョブデータを記憶し、フロー定
義情報を解析する。
S17：解析の結果、自機が処理を行う場合は、フロー制御部２２がプラグイン２１を使用
して自機に割り当てられた処理を実行する。
S18：フロー制御部２２は、カレントポイントを次の処理に変更することで、フロー定義
情報を更新する。S16～S18は処理４，５に対し繰り返し実行される。
【０１０５】
　以上説明したように、本実施例の処理実行システム５００は、論理フロー欄と物理装置
フロー欄を１画面に表示するので、管理者はフロー定義情報を容易に定義することができ
る。また、追加した処理に処理と物理装置の上流の対応づけを適用できるので、管理者の
操作量を低減できる。また、予め対応付けの変更方法を設定しておくことで、一部の処理
と物理装置の対応付けだけを変更したり、下流の全ての処理と物理装置の対応付けを変更
したりすることを任意に選択できる。
【実施例２】
【０１０６】
　実施例１ではワークフローを実行する物理装置がどこにあるかについて制限していない
が、ワークフローにインターネット上のクラウドコンピュータ（以下、単にクラウドとい
う）が処理する処理が含まれる場合がある。
【０１０７】
　図２０は、本実施例の処理実行システム５００の概略構成図の一例である。ワークフロ
ー実行要求装置２００とワークフロー処理サーバ１００は社内側であるのに対し、クラウ
ド６００は社外である。このため、クラウド６００からワークフロー処理サーバ１００又
はワークフロー実行要求装置２００に通信するにはファイアウォール６０１を超えなけれ
ばならない。
【０１０８】
　しかしながら、クラウド６００からファイアウォール６０１を超えることは防止される
ため、いったん、クラウドが実行したワークフローを社内に戻すことは困難である。そこ
で、本実施例ではクラウドに対応した処理実行システム５００について説明する。
【０１０９】
　図２１（ａ）は、本実施例の処理実行システム５００のワークフロー実行時の概略を説
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明する図の一例である。例えば、処理１、２をＭＦＰ２０１が、処理３をクラウドが、処
理４，５をＭＦＰが、実行する場合、処理２を実行したワークフロー実行要求装置２００
がクラウドを監視する。監視とは、クラウドに処理の完了を問い合わせることであり、社
内からの問い合わせに対しクラウドが応答することでクラウドが社内にフロー定義情報と
ジョブデータを送信することが可能になる。ファイアウォールでは一般に、管理者等が社
内側から送信したパケットの宛先ＩＰアドレスからの応答（外部からの通信の送信元ＩＰ
アドレスが、社内からの通信で設定した宛先ＩＰアドレスになっている）は通過を許可す
るという設定が可能である。よって、このような設定がされたファイアウォール６０１で
あれば、社内側の物理装置が送信したパケットに対する応答としてフロー定義情報とジョ
ブデータを受信できる。
【０１１０】
　図２１（ｂ）は、ワークフロー処理サーバ１００が行う処理が含まれるワークフローの
実行時の概略を説明する図の一例である。例えば、処理１をＭＦＰ２０１が、処理２をワ
ークフロー処理サーバ１００が、処理３をクラウドが、処理４をワークフロー処理サーバ
１００が、処理５をＭＦＰ２０１が、実行するとする。この場合、処理２を実行したワー
クフロー処理サーバ１００がクラウドを監視する。
【０１１１】
　なお、クラウドの直前の処理を行った物理装置がクラウドを監視してもよいし、クラウ
ドの後に処理を行う物理装置がクラウドを監視してもよい。または、常にワークフロー実
行要求装置２００がクラウドを監視することとしてもよい。本実施例では、クラウドの直
前の処理を行った物理装置がクラウドを監視するものとする。
【０１１２】
　〔監視処理を含むフロー定義情報〕
　社内の物理装置がクラウドを監視するため、フロー定義情報には監視処理が含められる
。すでに実施例１にて説明したように管理者は図８（ａ）のようなフロー定義情報を作成
する。そして、管理サーバ２５０のフロー定義情報作成部４３は接続処理を含むフロー定
義情報を作成するが、本実施例ではフロー定義情報作成部４３が監視処理を含むフロー定
義情報を作成する。
【０１１３】
　図２２は監視用のフロー定義情報について説明する図の一例である。フロー定義情報作
成部４３は、図２２（ａ）の接続処理が挿入されたフロー定義情報を参照して、接続処理
の後の物理装置として設定されている社外の物理装置（クラウド）を検出する。図２２（
ａ）では処理３がクラウドにより実行される。処理を行う物理装置がクラウドであること
は、例えば装置リストテーブル４５に登録されている。
【０１１４】
　図２２（ｂ）に示すように、フロー定義情報作成部４３は処理３を監視に、物理装置を
処理2.1を行うＭＦＰ２０１に設定した監視用のフロー定義情報を作成する。この監視用
のフロー定義情報は、監視だけ行えればよく、処理１～処理２.1はブランク（処理されな
い）が設定される。監視の対象は処理３を実行するクラウドなので、ＩＰアドレスなどは
装置リストテーブル４５に登録されている。
【０１１５】
　クラウドから複数回、フロー定義情報とジョブデータを受信する必要があるワークフロ
ーの場合、その数だけ監視用のフロー定義情報を作成する。
【０１１６】
　ワークフローの実行時には、物理装置は処理の進捗に応じてフロー定義情報更新と監視
用のフロー定義情報のカレントポイントを更新していく。そして、フロー定義情報と監視
用のフロー定義情報のカレントポイントが処理３になると、フロー定義情報だけがクラウ
ドに送信される。監視用のフロー定義情報は、処理３の物理装置がＭＦＰ（自機）なので
そのままＭＦＰが保持する。これにより、ＭＦＰはクラウドを監視することができる。な
お、監視の後、監視用のフロー定義情報には後続の処理がないので監視用のフロー定義情
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報は破棄される。
【０１１７】
　また、監視用のフロー定義情報は、ワークフローの実行時に物理装置が作成してもよい
。物理装置は、カレントポイントが接続処理であり接続処理の後の処理を実行する物理装
置がクラウドの場合、監視用のフロー定義情報を作成する。監視するのは自機なので、そ
のまま監視処理を行えばよい。
【０１１８】
　図２３は、管理者ＰＣ１５０と管理サーバ２５０がフロー定義情報を作成する手順を示
すフローチャート図の一例である。図２３は図１１と同様であるが、ステップＳ２４０で
フロー定義情報作成部４３が、物理装置が切り替わる直前に接続処理を挿入した後、接続
処理の後の処理を行う物理装置がクラウドか否かを判定する（Ｓ２４５）。
【０１１９】
　接続処理の後の処理を行う物理装置がクラウドの場合（Ｓ２４５のＹｅｓ）、フロー情
報作成部は監視用のフロー定義情報を作成する（Ｓ２４６）。以降の処理は実施例１と同
様でよい。　
　図２４は、処理実行システム５００がワークフローを実行する手順を示すシーケンス図
の一例である。図２４も図１８と同様であるが、処理３の実行手順が異なる。
【０１２０】
　ステップＳ8～10により、フロー定義情報と監視用のフロー定義情報のカレントポイン
トは処理３になる。
S11：ジョブ転送部は接続処理として、JobIDに紐づけてフロー定義情報とジョブデータを
ワークフロー処理サーバ１００に送信する。ワークフロー処理サーバ１００の処理手順は
実施例１と同様である。
S31：ジョブキューに少なくとも監視用のフロー定義情報を記憶しているので、ジョブ受
信部はフロー定義情報を解析する。
S32：解析の結果、自機が監視処理を行うと解析するので、ジョブ制御部（フロー制御部
２２でもよい）がクラウドの監視処理を行う。ジョブ制御部は、カレントポイントを次の
処理に変更することでフロー定義情報を更新するが、次の処理はないので、フロー定義情
報を破棄する。
S15：クラウドのジョブ転送部は接続処理として、問い合わせに対する応答としてフロー
定義情報とジョブデータをＭＦＰ２０１に送信する。以降は実施例１と同様である。
【０１２１】
　以上説明したように、本実施例の処理実行システム５００は、実施例１の効果に加え、
ファイアウォールを超えたワークフローを柔軟かつ容易に定義することを可能にする。
【符号の説明】
【０１２２】
　２１　　　プラグイン
　２２　　　フロー制御部
　２３　　　ジョブ制御部
　３１　　　ジョブ実行部
　３３　　　ジョブ受信部
　３４　　　ジョブ転送部
　３５　　　ジョブキュー
　１００　　ワークフロー処理サーバ
　１５０　　管理者ＰＣ
　２００　　ワークフロー実行要求装置
　５００　　処理実行システム
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２３】
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