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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置と、前記画像形成装置にネットワークで接続された情報処理装置とを備え
た情報配信システムであって、
　前記画像形成装置は、
　文書画像の入力を受け付ける入力部と、
　前記文書画像に含まれる文書構成要素の属性を解析して、前記属性に応じて前記文書画
像から前記文書構成要素を抽出する解析部と、
　抽出された文書構成要素を表示し、少なくとも１つの文書構成要素の選択を受け付ける
第１操作表示部と、
　選択された文書構成要素を前記情報処理装置に送信する送信部と、を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記画像形成装置から前記文書構成要素を受信する通信部と、
　受信した文書構成要素を表示し、前記情報処理装置で用いられるアプリケーションに取
り込む文書構成要素の選択を受け付ける第２操作表示部と、
　選択された文書構成要素を前記アプリケーションに取り込む展開部と、
を備えたことを特徴とする情報配信システム。
【請求項２】
　前記解析部は、前記属性が文字属性であると解析された前記文書構成要素に対して、文
字認識処理を施すことを特徴とする請求項１に記載の情報配信システム。
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【請求項３】
　前記解析部は、前記文書構成要素の属性を、文字、画像、図表、グラフ、およびその他
の属性に解析することを特徴とする請求項１に記載の情報配信システム。
【請求項４】
　前記第１操作表示部は、表示する前記文書構成要素の属性を決定する入力を受け付け、
　前記解析部は、受け付けた前記属性決定の入力に従って、前記文書構成要素の属性を決
定することを特徴とする請求項１に記載の情報配信システム。
【請求項５】
　前記第１操作表示部は、表示する前記文書画像の領域を指定する入力を受け付け、
　前記解析部は、前記第１操作表示部から指定する入力を受け付けられた前記領域に対し
て、前記属性を決定して領域を抽出することを特徴とする請求項１に記載の情報配信シス
テム。
【請求項６】
　前記第１操作表示部から選択入力が受け付けられた文書構成要素を格納する記憶部を、
さらに備え、
　前記送信部は、前記記憶部に格納された文書構成要素を送信することを特徴とする請求
項１に記載の情報配信システム。
【請求項７】
　前記送信部は、前記情報処理装置から送信される識別情報を受信する場合、受信した前
記識別情報に基づく送信先に、前記文書構成要素を送信することを特徴とする請求項１に
記載の情報配信システム。
【請求項８】
　前記第２操作表示部は、前記文書構成要素をシンボルとして表示し、前記アプリケーシ
ョンに取り込む文書構成要素のシンボルの選択を受け付け、
　前記展開部は、選択されたシンボルの文書構成要素を前記アプリケーションに取り込む
ことを特徴とする請求項１に記載の情報配信システム。
【請求項９】
　前記通信部は、前記画像形成装置が識別可能な識別情報を送信することを特徴とする請
求項７に記載の情報配信システム。
【請求項１０】
　前記情報処理装置は、
　前記文書構成要素を表示して編集入力を受け付ける編集モード表示から受け付けられた
編集入力に従って前記文書構成要素を編集する編集部を、さらに備え、
　前記第２操作表示部は、前記編集モード表示をおこなうとともに、前記編集部によって
編集処理を施された文書構成要素を、表示することを特徴とする請求項１に記載の情報配
信システム。
【請求項１１】
　前記第２操作表示部は、前記編集処理を施された文書構成要素を、更新して表示するこ
とを特徴とする請求項１０に記載の情報配信システム。
【請求項１２】
　前記情報処理装置は、
　前記第２操作表示部で受け付けられた検索要求情報に基づいて、ネットワーク上の共有
データとして保存されている前記文書構成要素を検索する検索部、
をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の情報配信システム。
【請求項１３】
　前記検索部は、前記ネットワークを介して、さらに、前記画像形成装置に共有データと
して格納された前記文書構成要素を検索することを特徴とする請求項１２に記載の情報配
信システム。
【請求項１４】
　メール配信サーバと、前記メール配信サーバにネットワークで接続された情報処理装置



(3) JP 4897520 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

とを備えた情報配信システムであって、
　前記メール配信サーバは、
　文書画像を含む電子メールを受信する受信部と、
　前記文書画像に含まれる文書構成要素の属性を解析して、前記属性に応じて前記文書画
像から前記文書構成要素を抽出する解析部と、
　抽出された文書構成要素を前記情報処理装置に送信する送信部と、を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記メール配信サーバから前記文書構成要素を受信する通信部と、
　受信した前記文書構成要素を表示し、前記情報処理装置で用いられるアプリケーション
に取り込む文書構成要素の選択を受け付ける操作表示部と、
　選択された文書構成要素を前記アプリケーションに取り込む展開部と、
を備えたことを特徴とする情報配信システム。
【請求項１５】
　前記解析部は、前記属性が文字属性であると解析された前記文書構成要素に対して、文
字認識処理を施すことを特徴とする請求項１４に記載の情報配信システム。
【請求項１６】
　前記解析部は、前記文書構成要素の属性を、文字、画像、図表、グラフ、およびその他
の属性に解析することを特徴とする請求項１４に記載の情報配信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報配信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、他の端末装置との間でデータを通信可能なネットワーク複合機を備えたネットワ
ーク通信システムが考案されている。例えば、スキャナで読み取った原稿を、ＯＣＲ処理
した送信先に自動的に送信する技術がある（特許文献１）。
【０００３】
　この特許文献１に記載された技術では、スキャナで読み取った原稿から文字情報および
画像情報を判別し、文字画像から送信先と本文情報を取得し、画像情報については添付フ
ァイルとして読み取った宛先に電子メールで送信することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２４４４１１号公報
【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、この従来技術では、スキャナで読み取った原稿から別途文字認識処理を
行い、さらに電子メール送信の処理を行うという複数の処理を実行しなければならず、利
用者の作業が煩雑になってしまうという問題がある。すなわち、入力される文書情報を構
成している要素である文書構成要素ごとに文書情報から抽出し、常に情報端末に新しく抽
出された文書構成要素を表示することができれば利用者にとって利便なものとなる。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、その目的は、入力する文書情報から文
書情報を構成する要素を抽出して配信し、配信先の情報端末において表示する利便性の高
い情報配信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、画像形成装置と、前記画像
形成装置にネットワークで接続された情報処理装置とを備えた情報配信システムであって
、前記画像形成装置は、文書画像の入力を受け付ける入力部と、前記文書画像に含まれる
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文書構成要素の属性を解析して、前記属性に応じて前記文書画像から前記文書構成要素を
抽出する解析部と、抽出された文書構成要素を表示し、少なくとも１つの文書構成要素の
選択を受け付ける第１操作表示部と、選択された文書構成要素を前記情報処理装置に送信
する送信部と、を備え、前記情報処理装置は、前記画像形成装置から前記文書構成要素を
受信する通信部と、受信した文書構成要素を表示し、前記情報処理装置で用いられるアプ
リケーションに取り込む文書構成要素の選択を受け付ける第２操作表示部と、選択された
文書構成要素を前記アプリケーションに取り込む展開部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、メール配信サーバと、前記メール配信サーバにネットワークで接続さ
れた情報処理装置とを備えた情報配信システムであって、前記メール配信サーバは、文書
画像を含む電子メールを受信する受信部と、前記文書画像に含まれる文書構成要素の属性
を解析して、前記属性に応じて前記文書画像から前記文書構成要素を抽出する解析部と、
抽出された文書構成要素を前記情報処理装置に送信する送信部と、を備え、前記情報処理
装置は、前記メール配信サーバから前記文書構成要素を受信する通信部と、受信した前記
文書構成要素を表示し、前記情報処理装置で用いられるアプリケーションに取り込む文書
構成要素の選択を受け付ける操作表示部と、選択された文書構成要素を前記アプリケーシ
ョンに取り込む展開部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、入力する文書画像から抽出された文書構成要素を配信することができ
、複数の処理を実行する必要がなくなりユーザの利便性が向上するという効果を奏する。
【００１１】
　また、本発明によれば、ユーザは文書画像を含む電子メールを送信するだけで、文書構
成要素を抽出することができるので、ユーザはＯＣＲ処理やメール送信など複数の処理を
行う必要がなくなり、ユーザの利便性が図られるという効果を奏する。
【００１２】
　また、本発明によれば、画像形成装置やメール配信サーバが入力する文書画像から抽出
された文書構成要素が表示されて、アプリケーションで使用でき、ユーザの利便性を向上
することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる情報配信システムの最良な実施の形態を
詳細に説明する。
【００１４】
（１．実施の形態１）
　実施の形態１による情報配信システムは、それぞれネットワークで接続される画像形成
装置と、情報処理装置とからなり、画像形成装置においては、入力する文書情報を解析し
て文書情報を構成する要素である文書構成要素を抽出し、抽出される文書構成要素をプレ
ビュー表示し、該プレビュー表示から選択入力を受け付け、選択入力が受け付けられた文
書構成要素情報をネットワークを介して情報処理装置に送信する。情報処理装置は、画像
形成装置が送信する文書構成要素情報をネットワークを介して受信し、受信する文書構成
要素情報をシンボルとしてのアイコンにより、画面上の所定位置に矩形状に配置されたコ
ンテンツバー（ウィジェット）に収容される態様で表示し、また、起動された（オープン
された）アプリケーションの画面を表示し、かつ、表示されたアイコンが選択されてアプ
リケーション上に取り込む（展開される）指示入力を受け付けると、受け付けた指示入力
に従って、アイコンで表示されている当該文書構成要素情報を起動中の該アプリケーショ
ンで取り込んで表示する。
【００１５】
　この構成によって、画像形成装置で入力する文書情報を文書構成要素ごとに抽出して表
示し、表示されたものから選択された場合は、情報処理装置に送信されて画面表示され、
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画面上に起動された他のアプリケーションで使用することができるので、画像形成装置が
入力する文書情報から抽出された文書構成要素が、情報処理装置に表示されて、アプリケ
ーションで使用できる利便性の高い情報配信システムとなる。
【００１６】
　図１は、実施の形態１による情報配信システムの機能的ブロック図である。実施の形態
１による情報配信システムは、それぞれネットワーク３で接続される画像形成装置１１０
と、情報処理装置２００とからなる。
【００１７】
（１．１．全体構成）
　画像形成装置１１０は、スキャナ１、入力処理部２、情報配信装置１００、出力処理部
４，画像出力部５を備える。画像形成装置は、内部に情報配信装置１００を備えて、スキ
ャナ１によって読み取った画像から文書構成要素を抽出して情報処理装置２００に配信す
る。情報配信装置１００は、第１の操作表示部１１、解析部１２、記憶部１３，第１の表
示制御部１４、および第１の通信部１５を備える。
【００１８】
　スキャナ１は、原稿を読み取る。入力処理部２は、スキャナによって読み取られた原稿
のアナログデータを、電子的なデジタルデータに変換し、デジタル変換された画像データ
を情報配信装置１００に送信する。文書情報の入力については、第１の通信部１５が、ネ
ットワーク３を介して文書データを受信することもできる。また、情報配信装置１００は
、各種記録媒体に格納された文書データを入力手段（不図示）を介して入力することもで
きる。
【００１９】
　記憶部１３は、入力する画像データ、および処理を施す各種のデジタルデータを格納す
る。出力処理部５は、読み込んだ原稿画像の画像データに対して出力処理を施す。画像出
力部６は、出力処理部５によって出力処理を施された画像データを画像出力する。画像出
力は、画像形成装置としての機能である。
【００２０】
　画像形成装置は、スキャナ１、あるいはネットワーク３を介した電子データを入力する
。情報配信装置１００は、解析部１２が、入力する文書データの属性を解析して、文書を
構成する要素である文書構成要素を抽出する。
【００２１】
　表示制御部１４は、抽出された文書構成要素を、第１の操作表示部１１に表示させる。
第１の操作表示部１１は、表示される文書構成要素をインタフェース（Ｉ／Ｆ）として、
操作者からの選択入力、および各種の編集入力を接触入力によって受け付ける。
【００２２】
　第１の操作表示部１１は、液晶表示機能を有するいわゆるタッチパネルとして構成でき
る。第１の通信部１５は、受け付けられた文書構成要素をネットワーク３を介して、情報
処理装置２００に送信する。
【００２３】
（１．２．解析部）
　解析部１２は、入力する文書データに対して、文字、中間調画像、図表、画像、および
その他の画像種のうちいずれの属性であるかを解析し、属性によって領域に分割する。属
性ごとに領域に分割された要素が文書構成要素である。
【００２４】
　図２は、解析部１２の機能的ブロック図である。解析部１２は、領域識別部１２１およ
び属性解析部１２２を有する。領域識別部１２１は、文書データの各領域を識別する。領
域識別部１２１は、たとえば、文字属性の場合は段落ごと、写真画像および図表画像属性
の場合はそれぞれ写真画像および図表画像ごとに識別し、識別結果に基づいて領域を分割
する。領域識別部１２１は、文書データの濃度変化、エッジ部の検出、および中間調領域
の検出などの公知技術によって文書データの領域を識別する。
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【００２５】
　領域識別１２１は、例えば、文字であると判定した部分が連続した状態であることを検
知して文字領域を識別する。また、中間調画素が連続することを検出して、写真画像の領
域であると識別することができる。また、エッジ部と、濃淡の差が激しいことを検出する
ことによって、図表画像の領域であることを識別できる。それ以外については、文字、写
真、および図表画像でないものと判定し、領域識別処理を施す。これらは公知技術である
ので詳細な説明を省略する。
【００２６】
　属性解析部１２２は、領域識別部１２１によって識別される領域の情報が文字、写真画
像、中間調画像、図表画像、およびその他の画像のうちいずれの属性の情報であるかを解
析する。この結果、属性ごとに領域分割されることになる。属性ごとに領域分割された要
素が文書構成要素として生成される。
【００２７】
　図３は、領域識別部１２１の機能的ブロック図である。領域識別部１２１は、レイアウ
ト解析部１２１１と、文字解析部１２１２とを有する。レイアウト解析部１２１１は、領
域識別部１２１および属性解析部１２２によって抽出された文書構成要素に対して、文書
中におけるレイアウト構造を解析する処理を施す。レイアウト解析部１２１１が行うレイ
アウト解析は、例えばエッジ検出、中間調検出、画素位置の検出などの検出情報を、公知
のアルゴリズムに当てはめて、それぞれの分割領域のレイアウトを解析する。あるいは、
既に文書構成要素が抽出されているので、抽出された文書構成要素に対して、公知のアル
ゴリズムに当てはめてレイアウト解析することができる。文字解析部１２１２は、文字属
性であると解析された文書構成要素に対して、文字認識処理を施す。
【００２８】
　図４は、文字解析部の機能的ブロック図である。文字解析部１２１２は、文字要素を機
械処理可能なフォーマットに変換する。文字解析部１２１２は、光学的読取（ＯＣＲ）部
１２１２１、スプラインベクトル変換部１２１２２、および文字切り出し部１２１２３を
有する。
【００２９】
　文字切り出し部１２１２３は、濃淡検出によって文字を切り出す。スプラインベクトル
変換部１２１２２は、切り出された文字に対してスプライン整形処理を施す。ＯＣＲ部１
２１２１は、画像として読み取られた文字に対して光学的読み取りを行って文字認識する
。ここで文字解析は、公知のアルゴリズムを適用することによって可能である。
【００３０】
　文字解析部１２１２は、文字要素を機械処理可能なフォーマットに変換するので、編集
処理を正確で迅速なものとすることができる。また、ＯＣＲ部１２１２１によって、文字
画像をテキスト情報として抽出するので、効率的で利便性の高い表示および編集処理が可
能になる。また、スプラインベクトル変換部１２１２２によって、文字の表示をより滑ら
かな表示とすることができる。また、文字切り出し部１２１２３を有することによって、
正確に文字を切り出して文字解析を行うことができる。
【００３１】
　ここで、解析部１２は、第１の操作表示部１１が受け付けた操作者による属性について
の設定入力によって、分割した領域の属性を決定する構成とすることができる。例えば、
操作者が表示された画面から操作者自身の判断によって解析部１２によって解析されて表
示された文字画像は実際は写真画像であると判断し、操作者が写真画像である旨の設定入
力を行った場合、この写真画像である属性の決定を受け付ける。これによって、分割され
た領域である文書構成要素の属性を、操作者の入力によって変更あるいは決定することが
できる。
【００３２】
（１．３．操作表示部での表示）
　第１の操作表示部１１は、人間の指先、スタイラスペン、その他の接触入力具を介して



(7) JP 4897520 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

接触することによって入力を受け付ける。第１の操作表示部１１は、指先やペン先からの
押圧により抵抗の変化を検知する抵抗膜方式、あるいはアナログ容量結合方式などの公知
技術によって、表示面のそれぞれの位置における入力を検出して受け付ける。以下に入力
の形態として、第１の操作表示部１１に対して接触して入力を行う接触入力を例に挙げて
説明するが、必ずしも接触入力のみに限定されるものではなく、マウス、キーボード、お
よび押圧スイッチを含む種々の入力方式を適用することができる。
【００３３】
　図５は、操作表示部の１例を示す模式図である。第１の操作表示部１１の操作表示面５
００は、操作部５１０、表示部５３０を備える。操作部５１０からは、数字の入力、編集
項目の入力、画像出力のためのスタート入力などが可能である。
【００３４】
　表示部５３０において、文書データを入力した状態のプレビュー画像５３２を表すプレ
ビュー画像モード、および解析部１２によって抽出された文書構成要素のうちで、選択さ
れたものを表示される要素画像モード５３４を表示する。表示制御部１４は、入力した文
書画像データ、および解析部１２によって抽出された文書構成要素を、図５に示した形態
で第１の操作表示部１１に表示させる。
【００３５】
　今、要素画像モード５３４において表示されている文書構成要素は、表示部５３０を入
力インタフェースとして、接触入力による複写操作によって、プレビュー画像５３２から
選択されて収められたものである。このような選択は、接触入力によるドラッグアンドド
ロップ操作で可能できる。また、このような選択は、接触入力によるコピーアンドペース
ト操作によっても可能である。
【００３６】
　図６は、操作表示部の他の１例を示す模式図である。第１の操作表示部１１では、この
例では画面６００は、プレビュー画面６２０、および要素画像表示６５０に分けられて表
示されている。プレビュー画像６２０は、文書構成要素に分割されて表示されている。ま
た、要素画像表示も文書構成要素ごとに収められる。
【００３７】
　ここで、文書構成要素６２２～６２５、および６３１～６３４が今、操作者によって選
択されて、ドラッグアンドドロップ操作によって、右側の要素画像モードによる要素画像
表示６５０に収められた状態である。ここで、プレビュー画面６２０における文字要素で
ある文書構成要素６２１～６２５のうち、６２２～６２５が選択されて、右側の要素画像
６５０において文書構成要素６４２～６４５に複写して収められている。
【００３８】
　同様に、写真画像である文書構成要素６３１～６３４が今、操作者によって選択されて
、ドラッグアンドドロップ操作によって、右側の要素画像表示６５０において写真画像で
ある文書構成要素６５１～６５４に複写して収められている。
【００３９】
　ここで、第１の操作表示部１１からはこの画面をインタフェースとして、各種の編集設
定の入力が可能であり、表示制御部１４は、受け付けられた編集入力によって文書構成要
素情報に対して編集処理を施して、再び、要素画像モードに表示する。例えば、要素画像
６５１に対して、フィルタ処理を施して人物の背景を白くする処理を施すことができる。
また、第１の操作表示部１１は、編集設定および印刷設定を含む各種の設定入力をこれら
２つのモジュールによる表示から受け付ける構成とすることができる。
【００４０】
　ここで、表示制御部１４は文書構成要素を好適な要素情報として編集処理を施すことも
できる。例えば、通信機能に応じて、画像情報を低減することもできる。ここで、写真画
像６３４を表示のためにサムネイル画像として生成し、サムネイル画像を当該画像のアイ
コン画像として使用することができる。そして、実際に送信する場合は、もとの要素画像
情報を送信する構成とする。
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【００４１】
　文字として抽出された文書構成要素を、接触入力によるドラッグアンドドロップ操作に
よって右側の要素画像モードに挿入する場合、文字画像情報としてではなく、既に文字解
析されたテキスト情報として、要素ごとに挿入する。
【００４２】
　表示制御部１４は、解析部１２によって分割された文書構成要素について、プレビュー
画像での表示と、要素画像モードでの表示とを対応付けて、記憶部１３に記憶させる。こ
の対応付けによって、要素画像モードからの編集入力によっては、対応する基の文書構成
要素に対して編集処理を施すことができる。
【００４３】
　また、第１の操作表示部１１は、送信先、文書構成要素の属性、要素画像モードにおけ
る文書構成要素の削除、追加などを、操作者からの入力を受け付ける。
【００４４】
　また、ここで、第１の操作表示部１１からの操作入力については、第１の操作表示部１
１に展開されるプルダウンメニューの中から操作者による接触入力によって選択する方式
としてもよい。プルダウンメニューとしては、例えば、追加、移動、削除、拡大・縮小、
および日付入力（不図示）などが可能である。また、これらのメニューを右クリック操作
で出現するように構成できる。これらの技術は公知技術であるので、詳細な説明を省略す
る。
【００４５】
　例えば、削除動作では、要素画像モードにおける文書構成要素６５２を削除する設定を
受け付け、表示制御部１４がこの文書構成要素６５２を削除した状態で新たに、第１の操
作表示部１１の要素表示モジュール６５０に表示させる（不図示）。
【００４６】
　第１の操作表示部１１はまた、指による接触入力の他、表示する文書構成要素に対して
、スタイラスペン等によるドラッグ操作を受け付けることができる。より細かな操作が可
能になるからである。また、ドラッグ操作以外でも、所定のメニューを第１の操作表示部
１１に表示させることによって、表示されたメニューからの接触入力による設定入力によ
って、電子メールモジュール表示において文書構成要素を挿入して表示することができる
。
【００４７】
　通信部１５は、第１の操作表示部１１における要素画像モード６５０において表示され
た文書構成要素の情報を、ネットワーク３を介して情報処理装置２００に送信する。これ
によって、この画像形成装置では、第１の操作表示部１１でプレビュー画像を見ながら文
書構成要素を選択し、選択された文書構成要素を自動的に情報処理装置に送信することが
できる。
【００４８】
　また、画像形成装置は、第１の操作表示部１１によって表示されたプレビュー画像、要
素画像モード、あるいはその両方のモードによる表示情報を、出力処理部５に送信し、画
像出力部６を介して画像出力することもできる。情報配信装置１００で編集された文書デ
ータの出力については、他にもファックス送信機能による出力など、画像形成装置の種々
の機能に応じた出力が可能である。
【００４９】
（１．４．情報処理装置）
　情報処理装置は、画像形成装置で抽出され選択された文書構成要素情報を、ネットワー
ク経由で受信し、画面表示し、画面上に起動された他のアプリケーションにおいて取り込
んで使用可能とする。こうして、画像形成装置が入力する文書情報から抽出された文書構
成要素が、情報処理装置に表示されるので、操作者は、情報処理装置に起動しているアプ
リケーションで、表示される文書構成要素を挿入して取り込むことによって使用できる。
【００５０】
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　情情報処理装置２００は、第２の通信部６１、展開部６２、文書編集部６３、第２の表
示制御部６４、および第２の操作表示部６５を備える（図１）。
【００５１】
　第２の通信部６１は、情報配信装置１００が送信する文書構成要素情報をネットワーク
３を介して受信する。
【００５２】
　第２の表示制御部６４は、受信する文書構成要素情報をアイコンによりコンテンツバー
に収容される態様で第２の操作表示部６５に表示させる。
【００５３】
　第２の操作表示部６５は、例えばワード（登録商標）などのアプリケーションを起動し
ており、このアプリケーションの画面に対して、表示されたアイコンが選択されてアプリ
ケーション上に取り込む指示入力を受け付ける。
【００５４】
　展開部６２は、第２の操作表示部６５が受け付けた指示入力に従って、アイコンで表示
されている当該文書構成要素情報をアプリケーションに取り込む。
【００５５】
　また、文書編集部６３は、第２の操作表示部６５によって選択された文書構成要素情報
に対して、編集入力が受け付けられた場合、受け付けられた編集処理を施す。そして、第
２の表示制御部６４は、編集処理を施された文書構成要素情報を、第２の操作表示部６５
に表示させる。
【００５６】
　図７は、実施の形態１の情報処理装置の第２の操作表示部における表示画面を示す模式
図である。第２の操作表示部６５の機械的な構成は、第１の操作表示部１１において説明
したのと同様である。例えば接触入力を受け付けることなど、第１の操作表示部１１にお
いて説明したのと同様である。
【００５７】
　第２の操作表示部６５の画面７００では、他のアプリケーション画面７１０、および文
書構成要素を収める形態で表示するコンテンツバー７５０が表示されている。ここで、コ
ンテンツバー７５０には、例えば、文字による文書構成要素画像７５１、および画像７５
２が表示されていて、操作者は、接触入力によるドラッグアンドドロップ操作（矢印７６
０で示す）によって、画像７５２を、左側に表示されているワードプロセッサの編集画面
に挿入する。挿入されたものが画像７１２である。画像７５２だけでなく、文字情報７５
１も同様に挿入可能とする。
【００５８】
　ここで、ドラッグアンドドロップ操作によって選択された画像７５２は、この画像情報
が展開部６２によって、ワードプロセッサに挿入可能なデータ形式に変換する。そして、
起動されているワードプロセッサは、変換された画像情報を、接触入力によって指定され
た場所に挿入して取り込む。
【００５９】
　ここで、コンテンツバー７５０に収められた文書構成要素に対して、挿入する前に編集
処理を施す場合、操作者は、第２の操作表示部６５上で選択して編集項目を入力する。編
集項目は、右クリックによって出現するとしても、プルダウンメニューを表示する構成と
することもできる。そして、文書編集部６３は、選択して編集入力される編集項目に従っ
て、文書構成要素情報に対して編集処理を施す。
【００６０】
　第２の表示制御部６４は、編集処理を施された文書構成要素情報を再び、コンテンツバ
ー７５０に表示させる。この場合、編集処理を施した文書構成要素画像を更新して表示さ
せても良く、あるいは、重ねて表示する形態によって、編集前の画像を表示してもよい。
あるいは、編集後の文書構成要素画像を収める他のコンテンツバー（不図示）を表示させ
る構成とすることもできる。



(10) JP 4897520 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

【００６１】
（１．５．情報装置および表示手順）
　図８は、実施の形態１の情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明する
フローチャートである。スキャナ１が原稿を読み込むと、入力処理部２が読み込まれた原
稿画像のアナログデータをデジタルデータに変換し、情報配信装置１００が受信する。解
析部１２は読み込んだ画像データを解析する。ここで、解析部１２が有する領域識別部１
２１による領域の識別、属性解析部１２２による属性の解析に基づいて、解析部１２は文
書データの属性を解析し、文書構成要素を抽出する。領域識別部１２１が有するレイアウ
ト解析部１２１１と文字解析部１２１２とによってレイアウトおよび文字情報が解析され
る。文字解析部１２１２はＯＣＲ処理、文字切り出し処理などによって文字解析を行う。
そして、解析部１２は、属性情報を解析するとともに、文書構成要素を抽出する（ステッ
プＳ１０１）。
【００６２】
　第１の表示制御部１４は、入力した状態のプレビュー画像モードのプレビュー画面（図
６の符号６２０）、および選択された文書構成要素を表示する要素画像モードの要素画像
表示（図６の符号６５０）を表示させる。ここで、表示制御部１４は、表示データを、プ
レビュー画像モードにおいて解析された文書構成要素ごとに表示させるように生成する（
ステップＳ１０２）。ここでは、まだ操作者から選択入力がなされていないので、要素画
像モードは新規作成画面の状態である。第１の操作表示部１１は、表示制御部１４によっ
て生成された文書構成要素ごとに、プレビュー画像６１０と要素画像モード６５０とを並
列して表示する。
【００６３】
　第１の操作表示部１１は、プレビュー画像６１０における文書構成要素の選択入力を受
け付けるか否かを判定し（ステップＳ１０３）、操作者が、選択して、要素画像表示６５
０にドラッグアンドドロップ操作により収容する入力を行った場合（ステップＳ１０３の
Ｙｅｓ）、この入力を受け付ける。
【００６４】
　第１の操作表示部１１は、表示制御部１４によって生成された文書構成要素ごとに、プ
レビュー画像６２０における文書構成要素を選択して、要素画像モード６５０にドラッグ
アンドドロップ操作により収容する（図６）。但しここで、新規画面としては、要素画像
モードにおいて、プレビュー画像６２０で表示された全ての文書構成要素を収容する構成
とすることもできる。この場合、操作者による選択操作は必要に応じて、不必要な部分を
削除していくことになる。両モードにおける文書構成要素は、第１の表示制御部１４によ
って対応付けられる。
【００６５】
　第１の通信部１５は、選択された文書構成要素情報を、ネットワーク３を介して、情報
処理装置２００に送信する（ステップＳ１０４）。情報処理装置２００の第２の通信部６
１は、文書構成要素情報を受信したか否かを検出し（ステップＳ１０５）、検出した場合
、第２の表示制御部６４は、第２の操作表示部６５において文書構成要素のアイコンを、
コンテンツバー７５０（図７）に収容する形態で表示する（ステップＳ１０６）。
【００６６】
　ここで、第２の操作表示部６５は、表示画面を介してアイコンが選択されたか否かを検
出し（ステップＳ１０７）、検出した場合（ステップＳ１０７のＹｅｓ）、第２の操作表
示部６５は、さらに、起動されたアプリケーションに選択されたアイコンを取り込む指示
入力を受け付けたかを検出する（ステップＳ１０８）。即ち、コンテンツバー７５０に表
示された文書構成要素が、起動されている他のアプリケーション画面へドラッグアンドド
ロップされる操作入力を受け付けたか否かを検出する。
【００６７】
　このドラッグアンドドロップ操作入力を検出した場合（ステップＳ１０８のＹｅｓ）、
展開部６２は、指示入力に従って、アイコンに該当する文書構成要素情報をアプリケーシ
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ョンで取り込む（ステップＳ１０９）。
【００６８】
（１．６．効果）
　この構成によって、画像形成装置で入力する文書情報を文書構成要素ごとに抽出して表
示し、表示されたものから操作者の選択を受け付けた場合、情報処理装置に送信されてそ
こで表示画面に表示され、画面上に起動された他のアプリケーションに取り込んで使用す
ることができるので、画像形成装置が入力する文書情報から抽出された文書構成要素が、
情報処理装置に表示されて、アプリケーションでデータ変換の操作を意識することなく使
用できる利便性の高い情報配信システムとなる。
【００６９】
（変形例）
　ここで、情報処理装置の第２の操作表示部は、コンテンツバーを表示バーの形態で表示
し、指示入力をドラッグアンドドロップおよびコピーペーストの少なくともいずれかによ
って行う構成とすることが望ましい。文書構成要素を見易い形態で表示し、簡易な操作に
よって、表示される文書構成要素を画面上のアプリケーションで使用することができるか
らである。
【００７０】
　ここで、画像形成装置の解析部１２は、解析する文書構成要素の属性に応じたデータ形
式で文書構成要素情報を生成し、情報処理装置２００の展開部６２は、第２の操作表示部
６５に表示する文書構成要素情報を、アプリケーション上に、アプリケーションおよび文
書構成要素情報の属性に基づいたデータ形式で取り込むことが望ましい。例えば、解析す
る文書構成要素が文字情報である場合、テキストファイルで、また画像情報である場合は
画像情報で文書構成要素情報を生成すると、送信時のファイル容量を抑えることができ、
また、情報処理装置の画面上で他のアプリケーションに取り込む時も、それぞれテキスト
ファイルあるいは画像ファイルとして取り込むことによって、より正確に表示することが
できるからである。
【００７１】
　ここで、第１の操作表示部１１は、表示する文書構成要素の属性を決定する入力を受け
付け、解析部１２は、受け付けられた入力に従って、文書構成要素の属性を決定する構成
とすることが望ましい。操作者の判断により属性を正確に決定することができるからであ
る。
【００７２】
　ここで、第１の操作表示部１１は、表示する文書情報の領域を指定する入力を受け付け
、解析部１２は、第１の操作表示部１１から指定を受け付けられた領域に対して、属性を
決定して文書構成要素を抽出する構成とすることが望ましい。これによって、必要である
と操作者が判断した領域のみから、文書構成要素情報を抽出することができるので、効率
の良い文書構成要素の抽出が可能になるからである。
【００７３】
　ここで、第１の操作表示部１１は、表示する文書情報の領域を矩形の形状で指定する入
力を受け付ける構成をすることが望ましい。これによって、領域を矩形で指定することに
よって、簡易な操作により、必要な領域のみから文書構成要素情報を抽出することができ
るので、効率の良い運用が可能になるからである。
【００７４】
　ここで、記憶部１３は、第１の操作表示部１１から選択入力が受け付けられた文書構成
要素情報を格納しておき、第１の通信部１５は、記憶部１３に格納された文書構成要素情
報を記憶部１３から読み出して送信する構成とすることが望ましい。これによって、記憶
部１３に格納しておいた文書構成要素を、送信に都合の良い時に一挙に送信するなどして
、通信効率を高めることができるからである。
【００７５】
　ここで、解析部１２は、文書情報が入力された場合、画像形成装置が他の機能を実行し
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ている場合でも並行して、文書構成要素の解析を実行する構成とすることが望ましい。こ
れによって、画像形成装置が他の機能を実行している時でもバックグラウンドで文書構成
要素情報を抽出することができるので、利便性の高い文書構成要素情報の抽出が可能にな
るからである。
【００７６】
　また、ここで、解析部１２が抽出した文書構成要素の全てを自動的に配信する構成とす
ることもできる。これによって、入力する文書情報を自動的に解析処理して、この文書情
報に含まれる全ての文書構成要素情報を自動的に配信することができるからである。
【００７７】
（２．実施の形態２）
　実施の形態２による情報配信システムが実施の形態１と異なる点は、情報処理装置は、
識別情報を画像形成装置に送信し、画像形成装置は、受信する識別情報に対応する送信先
に、文書構成要素情報を送信することである。これによって、画像形成装置は自動的に送
信先を決定して文書構成要素情報を送信することができる。
【００７８】
　図９は、実施の形態２による情報配信システムの機能的ブロック図である。情報処理装
置２２０は、第２の操作表示部６５から識別情報を受け付ける。画像形成装置１２１に設
けられた情報配信装置１２０の第１の通信部２５は、識別情報を受信し、記憶部１３に記
憶される識別情報・送信先対応テーブル（不図示）に従って、対応する送信先に、文書構
成要素情報を送信する。
【００７９】
　ここで、情報処理装置２２０は、識別情報を受け付けて識別する識別部７１を、さらに
備え、受け付けた識別情報が正規のものであると識別した場合のみ、情報配信装置１２０
に送信することが望ましい。これによって、情報処理装置２２０を操作する操作者のアク
セス権を判定し、アクセス権を有する場合のみ、情報配信装置１２０からの文書構成要素
情報を受信して表示させることができるからである。
【００８０】
　さらに、情報配信装置２２０は、受信する識別情報を正規のものであるか否かを照合す
る照合部２６を有する構成とすることが望ましい。これによって、照合が成功した送信先
にのみ文書構成要素情報を送信することができるからである。
【００８１】
　ここで、情報処理装置２２０の第２の通信部６１は、自身が有するＩＰアドレスを含む
ネットワーク上のアドレスを識別情報として送信することが望ましい。この構成によって
自動的、あるいは操作者の手動によって装置のアドレスを送信して、画像形成装置から文
書構成要素情報を送信させることができるからである。
【００８２】
　図１０は、実施の形態２の情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明す
るフローチャートである。情報処理装置２２０においては、第２の操作表示部６５が識別
情報の入力を受け付けたか否かを検出し（ステップＳ２０１）、検出した場合（ステップ
Ｓ２０１のＹｅｓ）、識別部７１は、受け付けた識別情報が正規の識別情報であるか否か
を判定し（ステップＳ２０２）、正規の識別情報であると判定した場合（ステップＳ２０
２のＹｅｓ）、第２の通信部６１は識別情報を、画像形成装置に送信する（ステップＳ２
０３）。
【００８３】
　一方、識別部７１が、正規の識別情報ではないと判定した場合（ステップＳ２０２のＮ
ｏ）、第２の操作表示部６５は、エラー表示を行って終了する（ステップＳ２０４）。
【００８４】
　識別情報を送信される画像形成装置は、第１の操作表示部１１において、文書構成要素
の選択を受け付けた場合（ステップＳ１０３のＹｅｓ）、選択された識別情報を第１の通
信部１５は識別情報と対応テーブルとを参照して対応する送信先に、送信する（ステップ
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Ｓ２０５）。
【００８５】
　このように実施の形態２による情報配信システムでは、情報処理装置からの識別情報を
画像形成装置が受信して、対応する識別情報の送信先にのみ、文書構成要素情報を送信す
ることによって、画像形成装置は自動的に正規の送信先を決定して文書構成要素情報を送
信することができる。
【００８６】
（３．実施の形態３）
　実施の形態３による情報配信システムが、実施の形態１と異なる点は、情報処理装置の
第２の操作表示部は、文書構成要素情報を表示して編集入力を受け付ける編集モード表示
による表示を行い、文書編集部編集モード表示から受け付けられた編集入力に従って文書
構成要素情報を編集し、編集処理を施された文書構成要素情報を、第２の操作表示部６５
は再び、表示することである。
【００８７】
　図１１は、実施の形態３による情報配信システムの機能的ブロック図である。情報処理
装置２３０の第２の表示制御部８４は、文書構成要素情報を表示して編集入力を受け付け
る編集モード表示を、第２の操作表示部６５に表示させる。文書編集部８３は、第２の操
作表示部６５における編集モード表示から受け付けられた編集入力に従って、文書構成要
素情報を編集する。そして、第２の表示制御部８４は、文書編集部８３によって編集処理
を施された文書構成要素情報を、第２の操作表示部６５に表示させる。
【００８８】
　この構成によって、情報処理装置において表示された文書構成要素に編集作業を施して
、編集後の結果を表示させることができる。
【００８９】
　図１２は、情報処理装置において表示された編集処理モードの１例を示す図である。編
集処理モード画面１２００においては、各文書構成要素１２１０、１２２０、１２３０、
および１２３５が示されている。例えば、画像で示された見出し画像１２１０の場所に、
例えば、操作者からの入力によって変更を加えて、変更後の見出しを（不図示）表示させ
ることができる。また、文字要素である文書構成要素１２３０および１３３５を順序づけ
る入力を行い、順序づけを矢印で表示することもできる。
【００９０】
　図１３は、実施の形態３による情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説
明するフローチャートである。情報処理装置２３０の第２の表示制御部８４は、第２の操
作表示部６５に、文書構成要素情報を表示して編集入力を受け付ける編集モードで表示さ
せる（ステップＳ３０１）。第２の操作表示部６５は、編集モードで表示された文書構成
要素情報から編集入力を受け付けたか否かを検出し（ステップＳ３０２）、検出した場合
（ステップＳ３０２のＹｅｓ）、文書編集部８３は、受け付けられた編集入力に従って文
書構成要素情報に編集処理を施す（ステップＳ３０３）。第２の操作表示部６５は、編集
処理を施された文書構成要素情報を、再び表示する（ステップＳ３０４）。
【００９１】
　このようにして、情報処理装置２３０において表示された文書構成要素に編集作業を施
して、編集後の結果を表示させることができる。
【００９２】
（変形例）
　ここで、第２の操作表示部６５は、編集処理を施された文書構成要素情報を、更新して
表示するほか、更新した要素画像と、更新前の要素画像とを並列的に表示するとしても良
い。あるいは、更新前の表示を、薄く影のような形態で表示するとしても良い。編集前後
の要素情報を比較することができるからである。
【００９３】
（４．実施の形態４）



(14) JP 4897520 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

　実施の形態４による情報配信システムが実施の形態１と異なる点は、コンテンツバーに
表示される文書構成要素が他の情報処理装置に共有データとして保存されている点である
。また、本実施の形態では、情報処理装置が検索部を備え、第２の操作表示部はコンテン
ツバーに表示される文書構成要素を検索する検索要求入力を受け付けて、検索部が、受け
付けられた検索要求入力に基づいて、他の情報処理装置に共有データとして保存されてい
る文書構成要素を検索する検索要求情報を生成し、ネットワークを介して送信させる。
【００９４】
　図１４－１は、実施の形態４による情報配信システムの機能的ブロック図である。他の
情報処理装置２４０ａにはその記憶部に共有データ２４１として文書構成要素が保存され
ている。実施の形態４による情報配信システムの情報処理装置２４０は、検索部９６を備
える。第２の操作表示部６５は、他の情報処理装置２４０ａの共有データとしての文書構
成要素を検索する検索要求入力を、図１４－２に示す検索フィールド１４０２から受け付
け、検索部９６は、受け付けられた検索要求入力に基づいて、他の情報処理装置に保存さ
れている共有データ２４１の中から、第２の操作表示部のコンテンツバーに表示される文
書構成要素をネットワークを介して検索する検索要求情報を生成し、送信させる。
【００９５】
　図１５は、実施の形態４による情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説
明するフローチャートである。情報処理装置２４０の第２の操作表示部６５は、文書構成
要素についての検索要求情報を受け付けたか否かを検出し（ステップＳ４０１）、検出し
た場合（ステップＳ４０１のＹｅｓ）、検索部９６は、他の情報処理装置の共有データ２
４１として保存されている文書構成要素をネットワークを介して検索して送信させる共有
検索要求情報を生成する（ステップＳ４０２）。第２の通信部６１は、共有検索要求情報
を他の情報処理装置に送信する（ステップＳ４０３）。そして、他の情報処理装置２４０
ａにおいて検索して取得された場合は、送信させて受信する。
【００９６】
　これによって、情報処理装置２４０が保有しない文書構成要素についても、他の情報処
理装置２４０ａが共有データとして保有しているものを検索し、送信させて取得し、自己
の情報処理装置２４０のコンテンツバーに表示することができる。
【００９７】
　なお、他の情報処理装置２４０ａにおいては共有データ２４１としての文書構成要素を
他の情報処理装置２４０ａのコンテンツバーに表示するように構成してもよい。
【００９８】
（変形例）
　ここで、検索部９６は、ネットワークを介して、さらに、画像形成装置の記憶部１３に
共有データとして格納された文書構成要素情報を検索する構成としてもよい。
【００９９】
　図１６は、実施の形態４の変形例による情報配信システムにおける情報装置および表示
手順を説明するフローチャートである。情報処理装置２４０の第２の操作表示部６５は、
画像形成装置の記憶部１３に共有データとして格納されている文書構成要素についての検
索要求情報を受け付けたか否かを検出し（ステップＳ５０１）、検出した場合（ステップ
Ｓ５０１のＹｅｓ）、検索部９６は、画像形成装置の記憶部１３に格納されている共有デ
ータとしての文書構成要素をネットワークを介して検索して送信させる記憶部検索要求情
報を生成する（ステップＳ５０２）。第２の通信部６１は、記憶部検索要求情報を画像形
成装置に送信する（ステップＳ５０３）。そして、画像形成装置の記憶部１３において検
索して取得された場合は、送信させて受信する。
【０１００】
　これによって、画像形成装置の記憶部１３に共有データとして格納された文書構成要素
情報を取得して、自己の情報処理装置２４０のコンテンツバーに表示することができる。
【０１０１】
（５．実施の形態５）
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　図１７は、実施の形態５による情報配信システムの機能的ブロック図である。実施の形
態５による情報配信システムが実施の形態１と異なる点は、画像形成装置の代わりに、実
施の形態１～４において説明されてきた画像形成装置におけるスキャナ１、入力処理部２
、出力処理部４、および画像出力部５を備える必要はなく、メール配信サーバ１５０（文
書配信サーバ）として構成する。例えば、携帯電話１７０１、デジタルカメラ１７０２、
ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）１７０３から画像情報を含む電子メールを
情報処理装置２００等のユーザの宛先に送信した場合、かかる電子メールを指定された宛
先に配信するために、このメール配信サーバ１５０で第１の通信部５５により一旦受信し
、解析部５２によって、受信した画像を含む電子メールを解析して文書構成要素を抽出す
る。なお、電子メールの解析および文書構成要素の抽出は、実施の形態１～４と同様に行
われる。
【０１０２】
　これによって、メール配信サーバ１５０は、電子メールから文書構成要素情報を抽出し
、指定された宛先のユーザが使用する情報処理装置２００に送信して情報処理装置２００
において文書構成要素を表示させることができる。従って、携帯電話１７０１やデジタル
カメラ１７０２で撮像した画像、ＰＣ１７０３で取得した画像等を電子メールで送信する
だけで、文書構成要素情報を抽出することができるので、ユーザはＯＣＲ処理やメール送
信など複数の処理を行う必要がなくなり、ユーザの利便性が図られる。
【０１０３】
（６．ハードウェア構成など）
　図１８は、実施の形態による画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である
。この画像形成装置は、ファックスやスキャナなどの複合的機能を備える複合機（ＭＦＰ
）として構成されている。図に示すように、このＭＦＰは、コントローラ２２１０とエン
ジン部２２６０とをＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃ
ｏｎｎｅｃｔ）バスで接続した構成となる。コントローラ２２１０は、ＭＦＰ全体の制御
、画像表示制御、各種制御、画像処理制御、情報配信など、ＦＣＵＩ／Ｆ２２３０、第１
の操作表示部１１からの入力を制御するコントローラである。エンジン部２２６０は、Ｐ
ＣＩバスに接続可能な画像処理エンジンなどであり、例えば取得した画像データに対して
誤差拡散やガンマ変換などの画像処理部分が含まれる。
【０１０４】
　コントローラ２２１０は、ＣＰＵ２２１１と、ノースブリッジ（ＮＢ）２２１３と、シ
ステムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）２２１２と、サウスブリッジ（ＳＢ）２２１４と、ローカル
メモリ（ＭＥＭ－Ｃ）２２１７と、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）２２１６と、ハードディスクドライブ５と
を有し、ノースブリッジ２２１３とＡＳＩＣ２２１６との間をＡＧＰ（Ａｃｃｅｌｅｒａ
ｔｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｏｒｔ）バス２２１５で接続した構成となる。また、ＭＥ
Ｍ－Ｐ２２１２は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２２１２ａと、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２２１２ｂとをさらに有する。
【０１０５】
　ＣＰＵ２２１１は、ＭＦＰの全体制御を行うものであり、ＮＢ２２１３、ＭＥＭ－Ｐ２
２１２およびＳＢ２２１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介して他の
機器と接続される。
【０１０６】
　ＮＢ２２１３は、ＣＰＵ２２１１とＭＥＭ－Ｐ２２１２、ＳＢ２２１４、ＡＧＰ２２１
５とを接続するためのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ２２１２に対する読み書きなどを制御
するメモリコントローラと、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【０１０７】
　ＭＥＭ－Ｐ２２１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展
開用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ２２１２ａとＲＡＭ２２１２
ｂとからなる。ＲＯＭ２２１２ａは、プログラムやデータの格納用メモリとして用いる読
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み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ２２１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモリ、
画像処理時の画像描画メモリなどとして用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリであ
る。
【０１０８】
　ＳＢ２２１４は、ＮＢ２２１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブ
リッジである。このＳＢ２２１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ２２１３と接続されており
、このＰＣＩバスには、ＦＣＵＩ／Ｆ２２３０なども接続される。
【０１０９】
　ＡＳＩＣ２２１６は、マルチメディア情報処理用のハードウェア要素を有するマルチメ
ディア情報処理用途向けのＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）であり、ＡＧ
Ｐ２２１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ５およびＭＥＭ－Ｃ２２１７をそれぞれ接続するブリッ
ジの役割を有する。
【０１１０】
　このＡＳＩＣ２２１６は、ＰＣＩターゲットおよびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ２２１６
の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－Ｃ２２１７を制御するメモリコントローラ
と、ハードウェアロジック等により画像データの回転などを行う複数のＤＭＡＣ（Ｄｉｒ
ｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）と、エンジン部２２６０
との間でＰＣＩバスを介してＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）２２
４０、ＩＥＥＥ（ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）１３９４インタフェース２２５０が接続
される。
【０１１１】
　ＭＥＭ－Ｃ２２１７は、送信用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモ
リであり、ＨＤＤ１３は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積
、フォームの蓄積を行うためのストーレジである。
【０１１２】
　ＡＧＰ２２１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスア
クセラレータカード用のバスインタフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ２２１２に高スループッ
トで直接アクセスすることにより、グラフィクスアクセラレータカードを高速にするもの
である。
【０１１３】
　ＡＳＩＣ２２１６に接続する第１の操作表示部１１は、操作者からの操作入力を受け付
けて、ＡＳＩＣ２２１６に受け付けられた操作入力情報を送信する。
【０１１４】
　なお、実施の形態のＭＦＰで実行される情報配信プログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込
まれて提供される。
【０１１５】
　実施の形態のＭＦＰで実行される情報配信プログラムは、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ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等のコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１１６】
　さらに、実施の形態によるＭＦＰで実行される情報配信プログラムを、インターネット
等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロー
ドさせることにより提供するように構成しても良い。また、実施の形態のＭＦＰで実行さ
れる情報配信プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するよ
うに構成しても良い。
【０１１７】
　実施の形態のＭＦＰで実行される情報配信プログラムは、上述した各部（解析部１２、
記憶部１３、第１の表示制御部１４、および第１の通信部１５など）を含むモジュール構
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成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭから情
報配信プログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ
、解析部１２、記憶部１３、第１の表示制御部１４、および第１の通信部１５などが主記
憶装置上に生成されるようになっている。
【０１１８】
　図１９は、実施の形態による情報処理装置のハードウェア構成を示す図である。実施の
形態による情報処理装置は、図１９に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
２３０１などの制御装置と、ＲＯＭ（Read Only Memory）２３０２やＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）２３０３などの記憶装置と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＣＤ（Compact D
isk）ドライブ装置等の外部記憶装置２３０４と、第２の操作表示部６５における表示装
置６５ａと、接触入力機構、キーボード、およびマウス等の入力装置６５ｂと、通信Ｉ／
Ｆ２３０７と、これらを接続するバス２３０８を備えており、通常のコンピュータを利用
したハードウェア構成となっている。
【０１１９】
　実施の形態による情報処理装置で実行される情報処理プログラムは、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ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、
ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録されて提供される。
【０１２０】
　また、実施の形態による情報処理装置で実行される情報処理プログラムを、インターネ
ット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウン
ロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、実施の形態による情報処
理装置で実行される情報処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供ま
たは配布するように構成しても良い。また、実施の形態による情報処理プログラムを、Ｒ
ＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。
【０１２１】
　実施の形態による情報処理装置で実行される情報処理プログラムは、上述した各部（第
２の通信部、展開部、文書編集部、第２の表示制御部など）を含むモジュール構成となっ
ており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記記憶媒体から情報処理
プログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、第２
の通信部、展開部、文書編集部、第２の表示制御部などが主記憶装置上に生成されるよう
になっている。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　以上のように、本発明にかかる画像形成装置、メール配信サーバおよび情報処理装置は
、情報配信技術に有用であり、特に、ネットワークで接続される情報処理装置に対する文
書情報配信技術に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】実施の形態１による情報配信システムの機能的ブロック図である。
【図２】解析部１２の機能的ブロック図である。
【図３】領域識別部１２１の機能的ブロック図である。
【図４】文字解析部の機能的ブロック図である。
【図５】操作表示部の１例を示す模式図である。
【図６】操作表示部の他の１例を示す模式図である。
【図７】実施の形態１の情報処理装置の第２の操作表示部における表示画面を示す模式図
である。
【図８】実施の形態１の情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明するフ
ローチャートである。
【図９】実施の形態２による情報配信システムの機能的ブロック図である。
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【図１０】実施の形態２の情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明する
フローチャートである。
【図１１】実施の形態３による情報配信システムの機能的ブロック図である。
【図１２】情報処理装置において表示された編集処理モードの１例を示す図である。
【図１３】実施の形態３による情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明
するフローチャートである。
【図１４－１】実施の形態４による情報配信システムの機能的ブロック図である。
【図１４－２】実施の形態４の情報処理装置の第２の操作表示部における表示画面を示す
模式図である。
【図１５】実施の形態４による情報配信システムにおける情報装置および表示手順を説明
するフローチャートである。
【図１６】実施の形態４の変形例による情報配信システムにおける情報装置および表示手
順を説明するフローチャートである。
【図１７】実施の形態５による情報配信システムの機能的ブロック図である。
【図１８】実施の形態による画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図１９】実施の形態による情報処理装置のハードウェア構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　スキャナ
　２　入力処理部
　３　ネットワーク
　４　出力処理部
　５　画像出力部
　１１　操作表示部
　１２　解析部
　１３　記憶部
　１４　第１の表示制御部
　１５　第１の通信部
　６１　第２の通信部
　６２　展開部
　６３　文書編集部
　６４　第２の表示制御部
　６５　第２の操作表示部
　１００　情報配信装置
　２００　情報処理装置
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