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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の出力方法でデータを出力可能な画像形成装置であって、
　出力先を特定するための出力先特定情報と、前記複数種類の出力方法のいずれか１つと
、前記いずれか１つの出力方法でデータを出力するための出力先情報とを関連付けた出力
先データを記憶する出力先データ記憶手段と、
　データを記憶するデータ記憶手段と、
　ユーザを声紋認証するための声紋を含む声紋データを予め記憶する声紋データ記憶手段
と、
　音声を受付ける音声受付手段と、
　前記音声受付手段により電話回線に接続された通信手段から受付けられた音声を、前記
声紋データを用いて声紋認証する声紋認証手段と、
　前記声紋認証手段による声紋認証が成功した場合に、前記受付けられた音声を音声認識
して該音声に対応するデータを出力する音声認識手段と、
　前記音声に対応するデータから処理対象となるデータを特定するデータ識別情報と出力
先を特定する出力先特定情報とを抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により前記データ識別情報と前記出力先特定情報とが抽出された場合、該
データ識別情報で特定されるデータを前記データ記憶手段から読み出し、前記出力先特定
情報を含む出力先データを抽出し、前記抽出された出力先データに含まれる前記出力方法
で前記出力先情報で特定される出力先に前記読み出されたデータを出力するデータ出力手
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段と、
　前記音声受付手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、
　データを取得するデータ取得手段と、を備え、
　前記声紋認証手段は、前記マイクにより受付けられた音声を、前記声紋データを用いて
声紋認証し、
　前記音声認識手段は、前記声紋認証手段による前記マイクにより受付けられた音声の声
紋認証が成功した場合に、前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して該音声に対
応するデータを出力し、
　前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該音声に対応するデータ
からデータ識別情報を抽出する入力データ抽出手段と、
　前記入力データ抽出手段により前記データ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデ
ータ識別情報を付して前記データ取得手段が出力する前記データを前記データ記憶手段に
書き込む書込手段と、をさらに備えた画像形成装置。
【請求項２】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記データ出力手段は、前記声紋認証手段により認証されたユーザのユーザ識別情報と
前記抽出手段により抽出された前記データ識別情報とを関連付けた前記ユーザデータが前
記ユーザデータ記憶手段に記憶されていることをさらに条件として、前記抽出されたデー
タ識別情報で特定されるデータを出力する、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記書込手段は、前記声紋認証手段により認証されたユーザの前記ユーザ識別情報と前
記入力データ抽出手段により抽出された前記データ識別情報とを関連付けたユーザデータ
を前記ユーザデータ記憶手段に書き込むユーザデータ書込手段を含む、請求項１または２
に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記音声に対応するデータは、テキストデータである、請求項１～３のいずれかに記載
の画像形成装置。
【請求項５】
　ユーザを声紋認証するための声紋を含む声紋データを予め記憶する声紋データ記憶手段
を備えた画像形成装置を制御するコンピュータで実行される音声コマンド実行プログラム
であって、
　前記画像形成装置は、複数種類の出力方法でデータを出力可能な画像形成装置であって
、出力先を特定するための出力先特定情報と、前記複数種類の出力方法のいずれか１つと
、前記いずれか１つの出力方法でデータを出力するための出力先情報とを関連付けた出力
先データを記憶する出力先データ記憶手段と、
　データを記憶するデータ記憶手段と、
　電話回線に接続された通信手段と、
　前記通信手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、をさらに備え、
　前記通信手段を介して音声を受付けるステップと、
　前記受付けた音声を、前記声紋データを用いて声紋認証するステップと、
　前記声紋認証ステップによる声紋認証が成功した場合に、前記受付けた音声を音声認識
して音声に対応するデータを出力するステップと、
　前記音声に対応するデータから処理対象となるデータを特定するデータ識別情報と出力
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先を特定する出力先特定情報とを抽出するステップと、
　前記抽出ステップにおいて前記データ識別情報と前記出力先特定情報とが抽出された場
合、該データ識別情報で特定されるデータを前記データ記憶手段から読み出し、前記出力
先特定情報を含む出力先データを抽出し、前記抽出された出力先データに含まれる前記出
力方法で前記出力先情報で特定される出力先に前記読み出されたデータを出力するステッ
プと、を前記コンピュータに実行させ、
　前記声紋認証するステップは、前記マイクにより受付けられた音声を、前記声紋データ
を用いて声紋認証するステップを含み、
　前記音声認識するステップは、前記声紋認証するステップにおいて前記マイクにより受
付けられた音声の声紋認証が成功した場合に、前記マイクにより受付けられた音声を音声
認識して該音声に対応するデータを出力するステップを含み、
　データを取得するステップと、
　前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該音声に対応するデータ
からデータ識別情報を抽出するステップと、
　前記音声に対応するデータから前記データ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデ
ータ識別情報を付して前記データを取得するステップにおいて取得された前記データを前
記データ記憶手段に書き込むステップと、をさらに前記コンピュータに実行させる、音声
コマンド実行プログラム。
【請求項６】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記読み出されたデータを出力するステップは、前記声紋認証ステップにおいて認証さ
れたユーザのユーザ識別情報と前記抽出するステップにより抽出された前記データ識別情
報とを関連付けた前記ユーザデータが前記ユーザデータ記憶手段に記憶されていることを
さらに条件として、前記抽出されたデータ識別情報で特定されるデータを出力するステッ
プを含む、請求項５に記載の音声コマンド実行プログラム。
【請求項７】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記書込するステップは、前記声紋認証するステップにおいて認証されたユーザの前記
ユーザ識別情報と前記マイクにより受付けられた音声から抽出された前記データ識別情報
とを関連付けたユーザデータを前記ユーザデータ記憶手段に書き込むステップを含む、請
求項５または６に記載の音声コマンド実行プログラム。
【請求項８】
　前記音声に対応するデータは、テキストデータである、請求項５～７のいずれかに記載
の音声コマンド実行プログラム。
【請求項９】
　ユーザを声紋認証するための声紋を含む声紋データを予め記憶する声紋データ記憶手段
を備えた画像形成装置で実行される音声コマンド実行方法であって、
　前記画像形成装置は、複数種類の出力方法でデータを出力可能な画像形成装置であって
、出力先を特定するための出力先特定情報と、前記複数種類の出力方法のいずれか１つと
、前記いずれか１つの出力方法でデータを出力するための出力先情報とを関連付けた出力
先データを記憶する出力先データ記憶手段と、
　データを記憶するデータ記憶手段と、
　電話回線に接続された通信手段と、
　前記通信手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、をさらに備え、
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　前記通信手段を介して音声を受付けるステップと、
　前記受付けた音声を、前記声紋データを用いて声紋認証するステップと、
　前記声紋認証ステップによる声紋認証が成功した場合に、前記受付けた音声を音声認識
して音声に対応するデータを出力するステップと、
　前記音声に対応するデータから処理対象となるデータを特定するデータ識別情報と出力
先を特定する出力先特定情報とを抽出するステップと、
　前記抽出ステップにおいて前記データ識別情報と前記出力先特定情報とが抽出された場
合、該データ識別情報で特定されるデータを前記データ記憶手段から読み出し、前記出力
先特定情報を含む出力先データを抽出し、前記抽出された出力先データに含まれる前記出
力方法で前記出力先情報で特定される出力先に前記読み出されたデータを出力するステッ
プと、を含み、
　前記声紋認証するステップは、前記マイクにより受付けられた音声を、前記声紋データ
を用いて声紋認証するステップを含み、
　前記音声認識するステップは、前記声紋認証するステップにおいて前記マイクにより受
付けられた音声の声紋認証が成功した場合に、前記マイクにより受付けられた音声を音声
認識して該音声に対応するデータを出力するステップを含み、
　データを取得するステップと、
　前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該音声に対応するデータ
からデータ識別情報を抽出するステップと、
　前記音声に対応するデータから前記データ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデ
ータ識別情報を付して前記データを取得するステップにおいて取得された前記データを前
記データ記憶手段に書き込むステップと、をさらに含む音声コマンド実行方法。
【請求項１０】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記読み出されたデータを出力するステップは、前記声紋認証ステップにおいて認証さ
れたユーザのユーザ識別情報と前記抽出するステップにより抽出された前記データ識別情
報とを関連付けた前記ユーザデータが前記ユーザデータ記憶手段に記憶されていることを
さらに条件として、前記抽出されたデータ識別情報で特定されるデータを出力するステッ
プを含む、請求項９に記載の音声コマンド実行方法。
【請求項１１】
　前記声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と関連付けて記憶し、
　前記データ記憶手段は、ユーザ識別情報と前記データ識別情報とを関連付けたユーザデ
ータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、
　前記書込するステップは、前記声紋認証するステップにおいて認証されたユーザの前記
ユーザ識別情報と前記マイクにより受付けられた音声から抽出された前記データ識別情報
とを関連付けたユーザデータを前記ユーザデータ記憶手段に書き込むステップを含む、請
求項９または１０に記載の音声コマンド実行方法。
【請求項１２】
　前記音声に対応するデータは、テキストデータである、請求項９～１１のいずれかに記
載の音声コマンド実行方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像形成装置、音声コマンド実行プログラムおよび音声コマンド実行方法
に関し、特に、音声認識機能を備えた画像形成装置、その画像形成装置で実行される音声
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コマンド実行プログラムおよび音声コマンド実行方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　近年、印刷装置に印刷させるデータのセキュリティを確保するために、ユーザ認証を条
件にデータを印刷する印刷装置が提案されている。たとえば、特開２００２－３５１６２
７号公報（特許文献１）には、検索データの印刷命令とユーザ識別情報とを印刷装置に送
信しておき、印刷装置では、後にユーザにより入力されるユーザ識別情報と送信されてき
たユーザ識別情報とが一致すれば、検索データを印刷する情報出力システムが記載されて
いる。しかしながら、印刷命令とユーザを認証するためのユーザ識別情報との２種類の情
報を入力しなければならないといった問題がある。
【０００３】
　一方、音声認識技術の発達により、処理を実行させるコマンドを音声で入力する画像形
成装置が提案されている。たとえば、特開２００２－２８７７９６号公報（特許文献２）
に記載の画像形成装置は、マイクロホンからの音声に含まれる指示が、音声認識部で認識
され、それに対応する制御信号が制御信号作成部で作成される。制御信号に基づき装置の
機能実施部の動作が制御される。しかしながら、特開２００２－３５１６２７号公報に記
載の情報出力システムのように、セキュリティを確保するためにユーザ認証が必要な場合
には、音声による指示の入力とは別に、ユーザを認証するための認証情報を入力しなけれ
ばならない。
【特許文献１】特開２００２－３５１６２７号公報
【特許文献２】特開２００２－２８７７９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の一つは
、指示の入力を容易にするとともにセキュリティを確保した画像形成装置を提供すること
である。
 
【０００５】
　この発明の他の目的は、画像形成装置への指示の入力を容易にするとともにセキュリテ
ィを確保することが可能な音声コマンド実行プログラムおよび音声コマンド実行方法を提
供することである。
 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するためにこの発明のある局面によれば、画像形成装置は、複数種
類の出力方法でデータを出力可能な画像形成装置であって、出力先を特定するための出力
先特定情報と、複数種類の出力方法のいずれか１つと、いずれか１つの出力方法でデータ
を出力するための出力先情報とを関連付けた出力先データを記憶する出力先データ記憶手
段と、データを記憶するデータ記憶手段と、ユーザを声紋認証するための声紋を含む声紋
データを予め記憶する声紋データ記憶手段と、音声を受付ける音声受付手段と、音声受付
手段により電話回線に接続された通信手段から受付けられた音声を、声紋データを用いて
声紋認証する声紋認証手段と、声紋認証手段による声紋認証が成功した場合に、受付けら
れた音声を音声認識して音声に対応するデータを出力する音声認識手段と、音声に対応す
るデータから処理対象となるデータを特定するデータ識別情報と出力先を特定する出力先
特定情報とを抽出する抽出手段と、抽出手段によりデータ識別情報と出力先特定情報とが
抽出された場合、該データ識別情報で特定されるデータをデータ記憶手段から読み出し、
出力先特定情報を含む出力先データを抽出し、抽出された出力先データに含まれる出力方
法で出力先情報で特定される出力先に読み出されたデータを出力するデータ出力手段と、
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音声受付手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、データを取得するデー
タ取得手段と、を備え、声紋認証手段は、マイクにより受付けられた音声を、声紋データ
を用いて声紋認証し、音声認識手段は、声紋認証手段によるマイクにより受付けられた音
声の声紋認証が成功した場合に、マイクにより受付けられた音声を音声認識して該音声に
対応するデータを出力し、マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該音
声に対応するデータからデータ識別情報を抽出する入力データ抽出手段と、入力データ抽
出手段によりデータ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデータ識別情報を付してデ
ータ取得手段が出力するデータをデータ記憶手段に書き込む書込手段と、をさらに備える
。
 
【０００７】
　この局面に従えば、電話回線から音声が受付けられると、受付けられた音声が声紋認証
され、声紋認証が成功した場合に、受付けられた音声が音声認識されて音声に対応するデ
ータが出力される。このため、受付けられた音声を、声紋認証と音声認識とに用いるので
、指示の入力を容易にするとともにセキュリティを確保した情報処理装置を提供すること
ができる。
 
【０００９】
　また、電話回線から音声が受信されるので、遠隔地にいるユーザが電話で処理を実行さ
せることができる。
 
【００１１】
　さらに、出力先を特定するための出力先特定情報と、複数種類の出力方法のいずれか１
つと、そのいずれか１つの出力方法でデータを出力するための出力先情報とを関連付けた
出力先データが記憶されており、音声に対応するデータからデータ識別情報と出力先特定
情報とが抽出された場合、抽出された出力先特定情報を含む出力先データが抽出され、抽
出された出力先データに含まれる出力方法で出力先情報で特定される出力先にデータ識別
情報で特定されるデータが出力される。このため、ユーザは、データ識別情報と出力先特
定情報とを音声入力すればよいので、データを出力する指示を容易に入力することができ
る。
　さらに、データが取得され、マイクから受け付けられる音声に対応するデータからデー
タ識別情報が抽出された場合、取得されたデータが抽出されたデータ識別情報を付して記
憶されるので、セキュリティを確保しつつ容易にデータを記憶させることができる。
 
【００１２】
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、データ出力手段は、
声紋認証手段により認証されたユーザのユーザ識別情報と抽出手段により抽出されたデー
タ識別情報とを関連付けたユーザデータがユーザデータ記憶手段に記憶されていることを
さらに条件として、抽出されたデータ識別情報で特定されるデータを出力する。
【００１６】
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、書込手段は、声紋認
証手段により認証されたユーザのユーザ識別情報と抽出手段により抽出されたデータ識別
情報とを関連付けたユーザデータをユーザデータ記憶手段に書き込むユーザデータ書込手
段を含む。
【００１７】
　好ましくは、音声に対応するデータは、テキストデータである。
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【００１８】
　この発明の他の局面によれば、音声コマンド実行プログラムは、ユーザを声紋認証する
ための声紋を含む声紋データを予め記憶する声紋データ記憶手段を備えた画像形成装置を
制御するコンピュータで実行される音声コマンド実行プログラムであって、画像形成装置
は、複数種類の出力方法でデータを出力可能な画像形成装置であって、出力先を特定する
ための出力先特定情報と、複数種類の出力方法のいずれか１つと、いずれか１つの出力方
法でデータを出力するための出力先情報とを関連付けた出力先データを記憶する出力先デ
ータ記憶手段と、データを記憶するデータ記憶手段と、電話回線に接続された通信手段と
、通信手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、をさらに備え、通信手段
を介して音声を受付けるステップと、受付けた音声を、声紋データを用いて声紋認証する
ステップと、声紋認証ステップによる声紋認証が成功した場合に、受付けた音声を音声認
識して音声に対応するデータを出力するステップと、音声に対応するデータから処理対象
となるデータを特定するデータ識別情報と出力先を特定する出力先特定情報とを抽出する
ステップと、抽出ステップにおいてデータ識別情報と出力先特定情報とが抽出された場合
、該データ識別情報で特定されるデータをデータ記憶手段から読み出し、出力先特定情報
を含む出力先データを抽出し、抽出された出力先データに含まれる出力方法で出力先情報
で特定される出力先に読み出されたデータを出力するステップと、をコンピュータに実行
させ、声紋認証するステップは、マイクにより受付けられた音声を、声紋データを用いて
声紋認証するステップを含み、音声認識するステップは、声紋認証するステップにおいて
マイクにより受付けられた音声の声紋認証が成功した場合に、マイクにより受付けられた
音声を音声認識して該音声に対応するデータを出力するステップを含み、データを取得す
るステップと、マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該音声に対応す
るデータからデータ識別情報を抽出するステップと、音声に対応するデータからデータ識
別情報が抽出された場合、該抽出されたデータ識別情報を付してデータを取得するステッ
プにおいて取得されたデータをデータ記憶手段に書き込むステップと、をさらにコンピュ
ータに実行させる。
 
【００１９】
　この局面に従えば、情報処理装置への指示の入力を容易にするとともにセキュリティを
確保することが可能な音声コマンド実行プログラムを提供することができる。
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、読み出されたデータ
を出力するステップは、声紋認証ステップにおいて認証されたユーザのユーザ識別情報と
抽出するステップにより抽出されたデータ識別情報とを関連付けたユーザデータがユーザ
データ記憶手段に記憶されていることをさらに条件として、抽出されたデータ識別情報で
特定されるデータを出力するステップを含む。
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、書込するステップは
、声紋認証するステップにおいて認証されたユーザのユーザ識別情報とマイクにより受付
けられた音声から抽出されたデータ識別情報とを関連付けたユーザデータをユーザデータ
記憶手段に書き込むステップを含む。
　好ましくは、音声に対応するデータは、テキストデータである。
 
【００２０】
　この発明のさらに他の局面によれば、音声コマンド実行方法は、ユーザを声紋認証する
ための声紋を含む声紋データを予め記憶する声紋データ記憶手段を備えた画像形成装置で
実行される音声コマンド実行方法であって、画像形成装置は、複数種類の出力方法でデー
タを出力可能な画像形成装置であって、出力先を特定するための出力先特定情報と、複数
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種類の出力方法のいずれか１つと、いずれか１つの出力方法でデータを出力するための出
力先情報とを関連付けた出力先データを記憶する出力先データ記憶手段と、データを記憶
するデータ記憶手段と、電話回線に接続された通信手段と、通信手段とは別に設けられ、
音声を受付けるためのマイクと、をさらに備え、通信手段を介して音声を受付けるステッ
プと、受付けた音声を、声紋データを用いて声紋認証するステップと、声紋認証ステップ
による声紋認証が成功した場合に、受付けた音声を音声認識して音声に対応するデータを
出力するステップと、音声に対応するデータから処理対象となるデータを特定するデータ
識別情報と出力先を特定する出力先特定情報とを抽出するステップと、抽出ステップにお
いてデータ識別情報と出力先特定情報とが抽出された場合、該データ識別情報で特定され
るデータをデータ記憶手段から読み出し、出力先特定情報を含む出力先データを抽出し、
抽出された出力先データに含まれる出力方法で出力先情報で特定される出力先に読み出さ
れたデータを出力するステップと、を含み、声紋認証するステップは、マイクにより受付
けられた音声を、声紋データを用いて声紋認証するステップを含み、音声認識するステッ
プは、声紋認証するステップにおいてマイクにより受付けられた音声の声紋認証が成功し
た場合に、マイクにより受付けられた音声を音声認識して該音声に対応するデータを出力
するステップを含み、データを取得するステップと、マイクにより受付けられた音声を音
声認識して出力される該音声に対応するデータからデータ識別情報を抽出するステップと
、音声に対応するデータからデータ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデータ識別
情報を付してデータを取得するステップにおいて取得されたデータをデータ記憶手段に書
き込むステップと、をさらに含む。
 
【００２１】
　この局面に従えば、画像形成装置への指示の入力を容易にするとともにセキュリティを
確保することが可能な音声コマンド実行方法を提供することができる。
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、読み出されたデータ
を出力するステップは、声紋認証ステップにおいて認証されたユーザのユーザ識別情報と
抽出するステップにより抽出されたデータ識別情報とを関連付けたユーザデータがユーザ
データ記憶手段に記憶されていることをさらに条件として、抽出されたデータ識別情報で
特定されるデータを出力するステップを含む。
　好ましくは、声紋データ記憶手段は、ユーザの声紋を、該ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と関連付けて記憶し、データ記憶手段は、ユーザ識別情報とデータ識別情報と
を関連付けたユーザデータを記憶するユーザデータ記憶手段を含み、書込するステップは
、声紋認証するステップにおいて認証されたユーザのユーザ識別情報とマイクにより受付
けられた音声から抽出されたデータ識別情報とを関連付けたユーザデータをユーザデータ
記憶手段に書き込むステップを含む。
　好ましくは、音声に対応するデータは、テキストデータである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。以下の説明では同一の部
品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれ
らについての詳細な説明は繰返さない。
【００２３】
　図１は、本発明の実施の形態の１つにおける情報処理システムの全体概要を示す図であ
る。図１を参照して、情報処理システムは、２台のＭＦＰ１，２と、プリンタ５と、パー
ソナルコンピュータ（以下「ＰＣ」という）６とが、ローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）１１に接続されている。さらに、ＬＡＮ１１は、インターネット１４に接続されてい
る。ＭＦＰ１，２各々は、複写機能、スキャナ機能、ファクシミリ送受信機能、プリント
機能を備える。ＬＡＮ１１は、有線および無線のいずれであってもよい。プリンタ５およ
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びＰＣ６は、それらのハード構成および機能は周知なのでここでは説明を繰り返さない。
ＭＦＰ１，２各々は、ＬＡＮ１１を介してプリンタ５、ＰＣ６とデータの送受信が可能で
ある。さらに、ＭＦＰ１，２各々は、ＬＡＮ１１およびインターネット１４を介してメー
ルサーバ８に電子メールを送信することが可能である。なお、図１は、ＬＡＮ１１に、２
台のＭＦＰ１，２を接続する例を示すが、台数を限定するものではない。
【００２４】
　ＭＦＰ１，２各々は、さらに、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１２に接続されている。こ
のためＭＦＰ１，２各々は、ＰＳＴＮ１２に接続されたファクシミリ装置（ＦＡＸ）７と
ファクシミリデータを送受信することが可能である。また、ＭＦＰ１，２それぞれは、Ｐ
ＳＴＮ１２に接続された一般加入電話機３との間で通話を確立して、音声データを送受信
することが可能である。さらに、ＭＦＰ１，２各々は、ＰＳＴＮ１２に接続された基地局
１３を介して携帯電話４との間で通話を確立して、音声データを送受信することが可能で
ある。なお、ＭＦＰ１，２をＰＳＴＮ１２に接続する例を示すが、ＰＳＴＮ１２に限らず
、音声通話が可能なネットワークであれば、たとえばＩＳＤＮ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等のデジタル通信網であってもよ
く、さらに、インターネット１４を利用したＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）電話であってもよい。
【００２５】
　本実施の形態におけるＭＦＰ１，２各々は、電話機３または携帯電話４との間で通話を
確立して、電話機３または携帯電話４から音声の指令（以下「音声コマンド」）が入力さ
れると、ＭＦＰ１，２各々に予め記憶したデータを、プリンタ５、ＰＣ６、ＦＡＸ７また
はメールサーバ８に出力する。ＭＦＰ１，２は、構成および機能は同じなので、以下の説
明ではＭＦＰ１を例に説明する。
【００２６】
　図２は、ＭＦＰの外観を示す斜視図である。図２を参照して、ＭＦＰ１は、自動原稿搬
送装置（ＡＤＦ）２１と、画像読取部２２と、画像形成部２３と、給紙部２４と、ハンド
セット２５とを含む。ＡＤＦ２１は、原稿台に搭載された複数枚の原稿をさばいて１枚ず
つ順に、画像読取部２２に搬送する。画像読取部２２は、写真、文字、絵等の画像情報を
原稿から光学的に読み取って画像データを取得する。画像形成部２３は、画像データが入
力されると、画像データに基づいて用紙等の記録シート上に画像をプリントする。給紙部
２４は、記録シートを格納しており、格納した記録シートを１枚ずつ画像形成部２３に供
給する。ハンドセット２５は、マイク２５Ａおよびスピーカ２５Ｂを備え、ＭＦＰ１を電
話機として使用する場合、またはＭＦＰ１に音声を入力する場合に、ユーザにより使用さ
れる。また、ＭＦＰ１は、その上面に操作パネル２６を備える。
【００２７】
　図３は、ＭＦＰのハード構成の一例を示すブロック図である。図３を参照して、ＭＦＰ
１は、情報処理部１０１と、ファクシミリ部２７と、通信制御部２８と、ＡＤＦ２１と、
画像読取部２２と、画像形成部２３と、給紙部２４と、マイク２５Ａと、スピーカ２５Ｂ
とを含む。情報処理部１０１は、中央演算装置（ＣＰＵ）１１１と、ＣＰＵ１１１の作業
領域として使用されるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１２と、
データを不揮発的に記憶するためのハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１１３と、表示部
１１４と、操作部１１５と、データ通信制御部１１６と、データ入出力部１１７とを含む
。ＣＰＵ１１１は、データ入出力部１１７、データ通信制御部１１６、操作部１１５、お
よび表示部１１４とそれぞれ接続され、情報処理部１０１の全体を制御する。また、ＣＰ
Ｕ１１１は、ファクシミリ部２７、通信制御部２８、ＡＤＦ２１、画像読取部２２、画像
形成部２３、給紙部２４、マイク２５Ａおよびスピーカ２５Ｂと接続され、ＭＦＰ１の全
体を制御する。
【００２８】
　表示部１１４は、液晶表示装置（ＬＣＤ）、有機ＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ Ｄｉｓｐｌａｙ）等の表示装置であり、ユーザに対する指示メニューや
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取得した画像データに関する情報等を表示する。操作部１１５は、複数のキーを備え、キ
ーに対応するユーザの操作による各種の指示、文字、数字などのデータの入力を受付ける
。操作部１１５は、表示部１１４上に設けられたタッチパネルを含む。表示部１１４と操
作部１１５とで、操作パネル２６が構成される。
【００２９】
　データ通信制御部１１６は、データ入出力部１１７と接続される。データ通信制御部１
１６は、ＣＰＵ１１１からの指示に従って、データ入出力部１１７を制御して、データ入
出力部１１７に接続された外部の機器との間でデータを送受信する。データ入出力部１１
７は、ＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）または
ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等の通信プロトコルで通信す
るためのインターフェースであるＬＡＮ端子１１８、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅ
ｒｉａｌ　Ｂｕｓ）端子１１９を有する。
【００３０】
　ＬＡＮ端子１１８に、ＬＡＮ１１に接続するためのＬＡＮケーブルが接続される場合、
データ通信制御部１１６は、データ入出力部１１７を制御してＬＡＮ端子１１８を介して
接続されたＭＦＰ２、ＰＣ６、プリンタ５と通信し、さらに、インターネット１４を介し
てＬＡＮ１１に接続されるメールサーバ８と通信する。ＵＳＢ端子１１９に機器が接続さ
れた場合、データ通信制御部１１６は、データ入出力部１１７を制御して、接続された機
器との間で通信してデータを入出力する。ＵＳＢ端子１１９には、フラッシュメモリを内
蔵したＵＳＢメモリ１１９Ａが接続可能である。ＵＳＢメモリ１１９Ａには、後述する音
声コマンド実行プログラムが記憶されており、ＣＰＵ１１１は、データ通信制御部１１６
を制御して、ＵＳＢメモリ１１９Ａから音声コマンド実行プログラムを読出し、読み出し
た音声コマンド実行プログラムをＲＡＭ１１２に記憶し、実行する。
【００３１】
　なお、音声コマンド実行プログラムを記憶する記録媒体としては、ＵＳＢメモリ１１９
Ａに限られず、フレキシブルディスク、カセットテープ、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃ
ｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）／ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｉ
ｃ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ／ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）／ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ））、ＩＣカード（メモリカードを含む）、光カード、
マスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、
ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ＥＰＲＯＭ）などの半導体メモリ等の固
定的にプログラムを担持する媒体でもよい。さらに、ＣＰＵ１１１がインターネット１４
に接続されたコンピュータから音声コマンド実行プログラムをダウンロードしてＨＤＤ１
１３に記憶する、または、インターネット１４に接続されたコンピュータが音声コマンド
実行プログラムをＨＤＤ１１３に書込みするようにして、ＨＤＤ１１３に記憶された音声
コマンド実行プログラムをＲＡＭ１１２にロードしてＣＰＵ１１１で実行するようにして
もよい。ここでいうプログラムは、ＣＰＵ１１１により直接実行可能なプログラムだけで
なく、ソースプログラム形式のプログラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化されたプ
ログラム等を含む。
【００３２】
　ファクシミリ部２７は、ＰＳＴＮ１２に接続され、ＰＳＴＮ１２にファクシミリデータ
を送信する、またはＰＳＴＮ１２からファクシミリデータを受信する。ファクシミリ部２
７は、受信したファクシミリデータを、画像形成部２３でプリント可能なプリントデータ
に変換して、画像形成部２３に出力する。これにより、画像形成部２３は、ファクシミリ
部２７により受信されたファクシミリデータを記録シートにプリントする。また、ファク
シミリ部２７は、ＨＤＤ１１３に記憶されたデータをファクシミリデータに変換して、Ｐ
ＳＴＮ１２に接続されたＦＡＸ７またはＭＦＰ２に出力する。これにより、ＨＤＤ１１３
に記憶されたデータをＦＡＸ７またはＭＦＰ２で出力することができる。
【００３３】
　通信制御部２８は、ＣＰＵ１１１をＰＳＴＮ１２に接続するためのモデムである。通信
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制御部２８は、ＰＳＴＮ１２に接続された電話機３、またはＰＳＴＮ１２に接続された基
地局１３と無線接続された携帯電話４と通話を確立して、音声通信することが可能である
。ＭＦＰ１には、ＰＳＴＮ１２において電話番号が予め割り当てられており、電話機３ま
たは携帯電話４からＭＦＰ１に割り当てられた電話番号に発呼があると、通信制御部２８
がその発呼を検出する。通信制御部２８は、発呼を検出すると通話を確立し、発呼を送信
してきた機器がＦＡＸ７またはＭＦＰ２の場合には、ファクシミリ部２７に通信させるが
、発呼を送信してきた機器が電話機３または携帯電話４の場合には、電話機３または携帯
電話４との間で音声の通話を可能とする。通信制御部２８は、電話機３または携帯電話４
との間の通話を確立した場合、電話機３または携帯電話４から送信される音声データをＣ
ＰＵ１１１に出力し、ＣＰＵ１１１から入力される音声データを電話機３または携帯電話
４に送信する。
【００３４】
　マイク２５Ａは、ユーザの音声を集音してアナログの音声データをＣＰＵ１１１に出力
する。すなわち、マイク２５Ａは、ＭＦＰ１に音声を入力するための入力装置であり、Ｃ
ＰＵ１１１は、マイク２５Ａから入力される音声データを取得する。スピーカ２５Ｂは、
ＣＰＵ１１１から出力されるアナログの音声データに基づいて音を発生する。
【００３５】
　図４は、ＭＦＰのＣＰＵの機能の概要をＨＤＤで記憶する情報とともに示す機能ブロッ
ク図である。図４を参照して、ＨＤＤ１１３は、声紋データ１１３Ａと、データ１１３Ｂ
と、ユーザデータ１１３Ｃと、出力先データ１１３Ｄとを記憶する。声紋データ１１３Ａ
は、ユーザの声紋とそのユーザを識別するためのユーザ識別情報とを関連付けたデータで
ある。声紋データ１１３Ａは、例えば、ユーザがマイク２５Ａから所定の文字を発声して
音声データを入力し、その音声データに基づいて生成され、ＨＤＤ１１３にユーザを識別
するためのユーザ識別情報と関連付けて予め記憶される。所定の文字は、例えば、英数字
、「．」、「＠」、「－」、「＿」などであり、ファイル名と装置名に用いられる文字で
あることが好ましい。なお、マイク２５Ａから音声を入力するのではなく、他の装置で生
成された声紋データをＵＳＢメモリ１１９Ａに記憶し、ＵＳＢメモリ１１９Ａから声紋デ
ータを読み出して、ＨＤＤ１１３に記憶するようにしてもよい。データ１１３Ｂは、後述
する出力処理の対象となるデータであり、データを特定するためのファイル名等のデータ
識別情報が付されてＨＤＤ１１３に記憶される。ユーザデータ１１３Ｃは、ユーザを識別
するためのユーザ識別情報と、データ識別情報（ファイル名）とを関連付けたデータであ
る。ユーザデータによりデータ１１３Ｂをユーザ毎に分類することができる。
【００３６】
　出力先データ１１３Ｄは、データの出力先を定義するデータであり、ＨＤＤ１１３に予
め記憶される。図５は、出力先データの一例を示す図である。図５を参照して、出力先デ
ータ１１３Ｄは、出力先名と、出力方法と、出力先情報とを関連付ける。出力先名は、出
力先を特定するための情報であり、たとえば、出力先の装置を識別するための装置識別情
報である装置名、出力先のユーザを識別するためのユーザ名である。出力方法は、ファク
シミリ送信、電子メール送信、ファイル転送（ＦＴＰ）および画像処理のいずれかの方法
を示す。出力先情報は、出力方法で出力するために出力先を特定するための情報であり、
ファクシミリ送信に対してはファクシミリ番号、電子メールに対しては電子メールアドレ
ス、ファイル転送（ＦＴＰ）に対してはＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）である。たとえば、出力先名「装置Ａ」に対して、出力方法に「ＦＡＸ」
、出力先情報としてファクシミリ番号「０６－６６６６－６６６６」が関連付けられる。
なお、出力先データは、ＭＦＰ１自身を出力先に設定することができる。図５では、ＭＦ
Ｐ１の装置識別情報を「装置Ｅ」として示している。出力先「装置Ｅ」に対しては、出力
方法に画像形成部２３による画像形成処理が関連付けられ、出力先情報は不要なのでブラ
ンクが関連付けられる。
【００３７】
　図４に戻って、ＣＰＵ１１１は、入力される音声を取得する音声取得部１５１と、音声
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が入力されると声紋認証する声紋認証部１５２と、音声が入力されると音声認識してテキ
ストデータを出力する音声認識部１５３と、送信するべきデータを取得するためのデータ
取得部１５４と、与えられた制御コマンドに従って処理を実行する処理実行部１５６と、
データを指定された宛先に送信するデータ送信部１５５とを含む。
【００３８】
　音声取得部１５１は、マイク２５Ａが出力する音声データを取得する。ユーザがハンド
セット２５をオフフックして、マイク２５Ａに音声を入力すると、マイク２５Ａが入力さ
れた音声を電気信号の音声データに変換し、ＣＰＵ１１１に出力する。また、音声取得部
１５１は、通信制御部２８から音声データを取得する。通信制御部２８は、電話機３また
は携帯電話４からの発呼を検出して通話を確立した場合、電話機３または携帯電話４から
送信される音声データが入力されると、入力された音声データをＣＰＵ１１１に出力する
。音声取得部１５１は、マイク２５Ａから入力される音声データ、または通信制御部２８
から入力される音声データを取得し、音声データを声紋認証部１５２および音声認識部１
５３に出力する。
【００３９】
　声紋認証部１５２は、音声データを、ＨＤＤ１１３に記憶された声紋データ１１３Ａを
用いて声紋認証し、認証結果を処理実行部１５６に出力する。声紋認証部１５２は、認証
が成功した場合には、認証されたユーザのユーザ識別情報を処理実行部１５６に出力する
。ＨＤＤ１１３に複数の声紋データ１１３Ａが記憶されている場合、声紋認証部１５２は
、音声取得部１５１から入力される音声データを、ＨＤＤ１１３に記憶されている複数の
声紋データ１１３Ａ各々を用いて声紋認証する。そして、認証に成功した声紋と、声紋デ
ータ１１３Ａにより関連付けられたユーザ識別情報を、処理実行部１５６に出力する。
【００４０】
　音声認識部１５３は、音声データを音声認識してテキストデータを生成し、テキストデ
ータを処理実行部１５６に出力する。本実施の形態においては、ユーザは、マイク２５Ａ
にファイル名を読み上げた音声を入力する。したがって、マイク２５Ａから音声データが
音声取得部１５１に入力される場合には、音声認識部１５３が出力するテキストデータに
は、ファイル名が含まれる。また、本実施の形態においては、ユーザが電話機３に出力先
を特定するための出力先名と出力するデータを特定するためのファイル名とを読み上げた
音声を入力する。したがって、通信制御部２８から音声データが音声取得部１５１に入力
される場合には、音声認識部１５３が出力するテキストデータには、出力先名とファイル
名とが含まれる。出力先名は、出力先を特定するための出力先特定情報である。
【００４１】
　データ取得部１５４は、画像読取部２２から画像データが入力される。データ取得部１
５４は、画像データを処理実行部１５６に出力する。
【００４２】
　処理実行部１５６は、制御コマンドが入力されると、制御コマンドに従って処理を実行
する。処理実行部１５６は、書込部１６１と、出力部１６２とを含む。処理実行部１５６
は、音声取得部１５１にマイク２５Ａから音声データが入力された場合、例えばハンドセ
ット２５のオフフックが検出された場合、データ書き込み処理のための制御コマンドが入
力され、書込部１６１を能動化する。書込部１６１は、音声認識部１５３からファイル名
を含むテキストデータが入力され、データ取得部１５４から画像データが入力され、声紋
認証部１５２からユーザ識別情報が入力される。書込部１６１は、制御コマンドに従って
、画像データにファイル名を付してＨＤＤ１１３に記憶するとともに、ファイル名とユー
ザ識別情報とを関連付けたユーザデータを生成してＨＤＤ１１３に記憶する。これにより
、画像データにファイル名を付したデータ１１３Ｂおよびユーザデータ１１３ＣがＨＤＤ
１１３に記憶される。
【００４３】
　また、処理実行部１５６は、音声取得部１５１に通信制御部２８から音声データが入力
された場合、処理実行部１５６にデータ出力処理のための制御コマンドが入力され、出力
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部１６２を能動化する。出力部１６２は、音声認識部１５３からファイル名および出力先
名を含むテキストデータが入力され、声紋認証部１５２からユーザ識別情報が入力される
。出力部１６２は、ファイル名が付されたデータ１１３ＢをＨＤＤ１１３から読出し、Ｈ
ＤＤ１１３から出力先名を含む出力先データ１１３Ｄを読出す。そして、出力部１６２は
、出力先データ１１３Ｄにより出力先名に関連付けられた出力方法で、ファイル名が付さ
れたデータ１１３Ｂを出力先情報で特定される出力先に出力する。データ１１３Ｂは、書
込部１６１によりＨＤＤ１１３に書き込まれた画像データの他に、ＨＤＤ１１３に記憶さ
れているデータ、例えば、ＰＣ６から受信されたデータ、メールサーバ８から受信された
データ、ＦＡＸ７からファクシミリ受信されたデータを含む。
【００４４】
　出力部１６２は、ユーザ識別情報とファイル名とを含むユーザデータ１１３ＣがＨＤＤ
１１３に記憶されていることを条件に、データ１１３Ｂを出力する。声紋認証により認証
されたユーザのユーザ識別情報で関連付けられたデータ１１３Ｂのみを出力することによ
り、データ１１３Ｂのセキュリティを確保することができる。出力部１６２は、出力方法
がＦＡＸ、電子メールまたはＦＴＰの場合には、ＨＤＤ１１３から読み出したデータ１１
３Ｂと送信先情報とをデータ送信部１５５に出力し、出力方法が画像形成の場合には、Ｈ
ＤＤ１１３から読み出した出力データを画像形成部２３に出力する。
【００４５】
　なお、出力部１６２は、出力先名に代えて、出力先特定情報として電子メールアドレス
、ファクシミリ番号、ファイル転送に必要なＵＲＬ等が入力される場合には、出力先デー
タ１１３Ｄを読み出すことなく、ファイル名が付されたデータ１１３Ｂを、入力された出
力先特定情報に基づいて出力する。この場合には、ＨＤＤ１１３に出力先データ１１３Ｄ
を記憶しておく必要はない。
【００４６】
　データ送信部１５５は、出力方法「ＦＡＸ」が入力されると、出力先情報とデータ１１
３Ｂとをファクシミリ部２７に出力し、ファクシミリ部２７に出力先情報のファクシミリ
番号に発呼させて、データ１１３Ｂをファクシミリ送信させる。データ送信部１５５は、
出力方法「電子メール」が入力されると、データ１１３Ｂを本文または添付ファイルに含
み、宛先を出力先情報の電子メールアドレスとする電子メールを生成し、生成した電子メ
ールをメールサーバ８に送信する。さらに、データ送信部１５５は、出力方法「ＦＴＰ」
が入力されると、データ通信制御部１１６に、データ１１３Ｂを出力先情報で特定される
ＵＲＬにＦＴＰで送信させる。
【００４７】
　図６は、ＭＦＰのＣＰＵで実行されるデータ登録処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。図６を参照して、ＣＰＵ１１１は、スキャナモードで画像読取部２２により原
稿が読み取られたか否かを判断し（ステップＳ０１）、原稿が読み取られた場合には処理
をステップＳ０２に進め、原稿が読み取られるまで待機状態となる。ステップＳ０２では
、画像読取部２２が原稿を読み取って出力する画像データを取得し、ＲＡＭ１１２に一時
的に記憶する。
【００４８】
　そして、ハンドセット２５がオフフックとなったか否かを判断し（ステップＳ０３）、
オフフックが検出されたならば処理をステップＳ０４に進め、オフフックが検出されなけ
れば待機状態となる。ステップＳ０４では、マイク２５Ａから出力される音声データを取
得する。なお、ステップＳ０１およびステップＳ０２と、ステップＳ０３およびステップ
Ｓ０４とを、実行する順序を逆にして、音声データを取得してから、画像データを取得す
るようにしてもよい。
【００４９】
　ステップＳ０５では、ステップＳ０４で取得した音声データを、ＨＤＤ１１３に記憶さ
れている声紋データ１１３Ａを用いて声紋認証する。ＣＰＵ１１１は、ステップＳ０４で
取得した音声データの声紋と一致する声紋を含む声紋データ１１３ＡをＨＤＤ１１３から
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抽出する。そして、声紋認証に成功したか否かを判断し（ステップＳ０６）、認証に成功
したならば処理をステップＳ０７に進めるが、認証に失敗したならば処理を終了する。Ｃ
ＰＵ１１１は、ステップＳ０４で取得した音声データの声紋と一致する声紋を含む声紋デ
ータ１１３ＡがＨＤＤ１１３から抽出できたならば認証に成功したと判断し、抽出できな
ければ認証に失敗したと判断する。認証に失敗した場合にＨＤＤ１１３にデータを記憶し
ないようにして、ＨＤＤ１１３に記憶されているデータ１１３Ｂのセキュリティを確保す
るためである。
【００５０】
　そして、ステップＳ０７では、ステップＳ０４で取得した音声データの音声を発声した
ユーザのユーザ識別情報を取得する。ＣＰＵ１１１は、ステップＳ０５でＨＤＤ１１３か
ら抽出した声紋データ１１３Ａに含まれるユーザ識別情報を取得する。そして、ステップ
Ｓ０４で取得した音声データを音声認識してテキストデータを出力する（ステップＳ０８
）。次に、テキストデータからファイル名を抽出し（ステップＳ０９）、ステップＳ０２
で取得した画像データにステップＳ０９で抽出したファイル名を付してＨＤＤ１１３に記
憶する（ステップＳ１０）。これにより、ＨＤＤ１１３にデータ１１３Ｂが記憶される。
さらに、ＣＰＵ１１１は、ステップＳ０７で取得したユーザ識別情報と、ステップＳ０９
で抽出したファイル名とを関連付けたユーザデータ１１３Ｃを生成して、ＨＤＤ１１３に
記憶する（ステップＳ１１）。
【００５１】
　図７は、ＭＦＰのＣＰＵで実行されるデータ出力処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。図７を参照して、ＣＰＵ１１１は、通信制御部２８で着呼が検出されたか否か
を判断し（ステップＳ２１）、着呼が検出されたならば通話を確立し（ステップＳ２２）
、着呼が検出されなければ待機状態となる。すなわち、データ出力処理は、通信制御部２
８で着呼が検出されることを条件に実行される処理である。そして、ＣＰＵ１１１は、音
声データが入力されるまで待機状態となり（ステップＳ２３でＮＯ）、音声データが入力
されると（ステップＳ２３でＹＥＳ）、声紋データ１１３Ａを用いて声紋認証する（ステ
ップＳ２４）。そして、声紋認証に成功したか否かを判断し（ステップＳ２５）、声紋認
証に成功したならば処理をステップＳ２６に進めるが、声紋認証に失敗したならば処理を
ステップＳ３３に進める。ステップＳ３３では、ステップＳ２２で確立した通話を切断す
る。声紋認証に失敗した場合にＨＤＤ１１３にデータを出力しないようにして、ＨＤＤ１
１３に記憶されているデータ１１３Ｂのセキュリティを確保するためである。
【００５２】
　ステップＳ２６では、ステップＳ２３で入力された音声データの音声を発声したユーザ
のユーザ識別情報を取得する。ＣＰＵ１１１は、ステップＳ２５でＨＤＤ１１３から抽出
した声紋データ１１３Ａに含まれるユーザ識別情報を取得する。そして、ステップＳ２３
で取得した音声データを音声認識してテキストデータを生成し（ステップＳ２７）、テキ
ストデータからファイル名と出力先名とを抽出する（ステップＳ２８）。
【００５３】
　ＣＰＵ１１１は、ステップＳ２６で取得したユーザ識別情報とステップＳ２８で抽出し
たファイル名とを含むユーザデータ１１３ＣがＨＤＤ１１３に記憶されているか否かを判
断し（ステップＳ２９）、そのようなユーザデータ１１３Ｃが記憶されていれば処理をス
テップＳ３０に進めるが、記憶されていなければ処理をステップＳ３３に進める。声紋認
証されたユーザのユーザ識別情報に関連付けられていないデータを出力しないようにして
、ＨＤＤ１１３に記憶されているデータ１１３Ｂのセキュリティを確保するためである。
【００５４】
　そして、ステップＳ２８で抽出されたファイル名の付されたデータ１１３ＢをＨＤＤ１
１３から読出し（ステップＳ３０）、ステップＳ２８で抽出された出力先名を含む出力先
データ１１３ＤをＨＤＤ１１３から読み出す（ステップＳ３１）。さらに、ステップＳ３
１で読み出した出力先データ１１３Ｄの送信方法で出力先情報の出力先に、ステップＳ３
０で読み出したデータ１１３Ｂを出力する（ステップＳ３２）。具体的には、出力先デー



(15) JP 4466572 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

タ１１３Ｄの出力方法がＦＡＸの場合、出力先情報とデータ１１３Ｂとをファクシミリ部
２７に出力し、ファクシミリ部２７に出力先情報のファクシミリ番号に発呼させて、デー
タ１１３Ｂをファクシミリ送信させる。また、出力方法が電子メールの場合には、データ
１１３Ｂを本文または添付ファイルに含み、宛先を出力先情報の電子メールアドレスとす
る電子メールを生成し、生成した電子メールをメールサーバ８に送信する。さらに、出力
方法がＦＴＰの場合、データ通信制御部１１６に、データ１１３Ｂを出力先情報で特定さ
れるＵＲＬにＦＴＰで送信させる。そして、ＣＰＵ１１１は、ステップＳ２２で確立した
通話を切断して（ステップＳ３３）、処理を終了する。
【００５５】
　以上説明したように本実施の形態におけるＭＦＰ１は、電話機３と通話が確立されて音
声が受付けられると、受付けられた音声で声紋認証し、声紋認証が成功した場合に、受付
けられた音声を音声認識してテキストデータを出力し、テキストデータからファイル名と
出力先名とが抽出された場合、ファイル名が付されたデータ１１３Ｂを出力先名に関連付
けられた出力方法で出力先情報の出力先に出力する。このため、ＭＦＰ１と離れた場所に
いるユーザが電話機３でＭＦＰ１に発呼して、ファイル名と出力先名とを読み上げれば、
ＭＦＰ１からファイル名のデータ１１３Ｂを出力させることができる。その結果、データ
のセキュリティを確保しつつ、遠隔操作で容易にデータを出力させることができる。
【００５６】
　また、ＭＦＰ１は、マイク２５Ａに音声が入力されると、その音声で声紋認証し、声紋
認証が成功した場合に、音声を音声認識してテキストデータを出力し、テキストデータか
らファイル名が抽出された場合、像読取部２２が原稿を読み取って出力する画像データに
ファイル名を付して記憶する。このため、セキュリティを確保しつつ容易にデータを記憶
させることができる。
【００５７】
　なお、上述した実施の形態においては、ＭＦＰ１について説明したが、ＭＦＰ１のＣＰ
Ｕ１１１に図６および図７に記載した処理を実行させる音声コマンド実行プログラムまた
は音声コマンド実行方法として発明を捉えることができるのはいうまでもない。
【００５８】
　また、情報処理装置は、ＭＦＰ１に限定されることなく、たとえば、ＰＣであってもよ
い。さらに、出力先を特定する情報は、装置名、ユーザ名に限定されない。例えば、出力
先装置が設置されている場所を特定するための情報、すなわち、会社名、施設名、住所等
であってもよい。さらに、ユーザの音声を音声認識した際に出力するデータはテキストデ
ータに限られず、バイナリデータであってもよい。例えば、出力先を特定するための情報
やファイル名を予め音声データで登録しておき、ユーザの音声を音声認識して出力した音
声データと当該音声データが一致したときにデータ出力処理を実行するようにしてもよい
。
【００５９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【００６０】
　＜付記＞
　上述したＭＦＰには、次の発明概念が含まれる。
（１）　前記出力先特定情報に出力方法と出力先情報とを関連付けた出力先データを記憶
する出力先データ記憶手段をさらに含み、
　前記データ出力手段は、前記出力先特定情報を含む出力先データを抽出する出力先デー
タ抽出手段を含む、請求項３に記載の情報処理装置。
（２）　前記音声受付手段とは別に設けられ、音声を受付けるためのマイクと、
　データを取得するデータ取得手段と、をさらに備え、
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　前記声紋認証手段は、前記マイクにより受付けられた音声を、前記声紋データを用いて
声紋認証し、
　前記音声認識手段は、前記声紋認証手段による前記マイクにより受付けられた音声の声
紋認証が成功した場合に、前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して該音声に対
応するデータを出力し、
　前記処理実行手段は、前記マイクにより受付けられた音声を音声認識して出力される該
音声に対応するデータからデータ識別情報を抽出する入力データ抽出手段と、
　前記入力データ抽出手段により前記データ識別情報が抽出された場合、該抽出されたデ
ータ識別情報を付して前記データ取得手段が出力する前記データを前記データ記憶手段に
書き込む書込手段と、を含む請求項３に記載の情報処理装置。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態の１つにおける情報処理システムの全体概要を示す図である
。
【図２】ＭＦＰの外観を示す斜視図である。
【図３】ＭＦＰのハード構成の一例を示すブロック図である。
【図４】ＭＦＰのＣＰＵの機能の概要をＨＤＤで記憶する情報とともに示す機能ブロック
図である。
【図５】出力先データの一例を示す図である。
【図６】ＭＦＰのＣＰＵで実行されるデータ登録処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図７】ＭＦＰのＣＰＵで実行されるデータ出力処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【００６２】
　３　電話機、４　携帯電話、５　プリンタ、６　ＰＣ、７　ＦＡＸ、８　メールサーバ
、１１　ＬＡＮ、１４　インターネット、１３　基地局、２１　ＡＤＦ、２２　画像読取
部、２３　画像形成部、２４　給紙部、２５　ハンドセット、２５Ａ　マイク、２５Ｂ　
スピーカ、２６　操作パネル、２７　ファクシミリ部、２８　通信制御部、１０１　情報
処理部、１１３　ＨＤＤ、１１３Ａ　声紋データ、１１３Ｂ　データ、１１３Ｃ　ユーザ
データ、１１３Ｄ　出力先データ、１１４　表示部、１１５　操作部、１１６　データ通
信制御部、１１７　データ入出力部、１１８　ＬＡＮ端子、１１９　ＵＳＢ端子、１１９
Ａ　ＵＳＢメモリ、１５１　音声取得部、１５２　声紋認証部、１５３　音声認識部、１
５４　データ取得部、１５５　データ送信部、１５６　処理実行部、１６１　書込部、１
６２　出力部。
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