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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部と、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶するユーザ情報記憶部と、
　前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前
記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信先情報により特定される送信先に
情報を送信する情報送信手段と、
　ユーザによる前記選択がなされたときのユーザ選択識別情報に対応する送信先情報と、
当該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報とが
異なる場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の選択
肢、および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の選択
肢の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示手段と、
を備える情報送信装置。
【請求項２】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報
の識別に用いられる送信先識別情報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であ
るユーザ選択識別情報を取得するユーザ情報取得部と、
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　ユーザによる前記選択がなされたときの前記ユーザ選択識別情報に対応する送信先情報
と、当該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報
とが異なる場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の
選択肢、および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の
選択肢の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示手段と、
を備える情報処理装置。
【請求項３】
　前記選択肢表示手段は、前記第１の選択肢および前記第２の選択肢を表示するに際し、
当該第２の選択肢が既に選択された状態で、当該第１の選択肢および当該第２の選択肢の
当該表示を行うことを特徴とする請求項１に記載の情報送信装置。
【請求項４】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部と、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶するとともに、当該ユーザによる当該
ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情報を記憶するユーザ情報記憶部と
、
　前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前
記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信先情報により特定される送信先に
情報を送信する情報送信手段と、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよ
りも後に変更された場合に、ユーザに対し当該変更に関する通知を行う通知手段と、
を備え、
　前記通知手段は、前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択
がなされたときよりも後に変更された場合であっても、変更された当該送信先情報に対応
付けられている前記送信先識別情報と、前記ユーザ情報記憶部に記憶されている前記ユー
ザ選択識別情報とが異なる場合には、前記変更の通知を行わない情報送信装置。
【請求項５】
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が変更される場合に、変更され
る当該送信先情報に対応付けられている前記送信先識別情報が、前記ユーザ情報記憶部に
記憶されているか否かを判断する判断手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の情報送信装置。
【請求項６】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部と、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶するとともに、当該ユーザによる当該
ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情報を記憶するユーザ情報記憶部と
、
　前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前
記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信先情報により特定される送信先に
情報を送信する情報送信手段と、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよ
りも後に変更された場合に、ユーザに対し当該変更に関する通知を行う通知手段と、
を備えるとともに、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が変更される度に当該変更に関
する情報を記憶する変更情報記憶部を更に備え、
　前記通知手段は、前記変更情報記憶部を参照することで、前記送信先情報記憶部に記憶
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されている前記送信先情報の変更が、前記選択がなされたときよりも後に行われているか
否かを判断し、
　前記変更情報記憶部は、変更された前記送信先情報に対応付けられた前記送信先識別情
報、および、当該送信先情報の変更がなされたときについての情報の２種類の情報のみを
、前記変更に関する情報として記憶する情報送信装置。
【請求項７】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部を備えたコンピュータ装置に、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶部に記憶させる記憶機能と、
　前記記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情
報記憶部から読み出す読み出し機能と、
　前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定される送信先に対する情報の
送信を送信手段に行わせる送信機能と、
　ユーザによる前記選択がなされたときのユーザ選択識別情報に対応する送信先情報と、
当該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報とが
異なる場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の選択
肢、および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の選択
肢の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示機能と、
を実現させるためのプログラム。
【請求項８】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報
の識別に用いられる送信先識別情報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であ
るユーザ選択識別情報を取得するユーザ情報取得機能と、
　ユーザによる前記選択がなされたときの前記ユーザ選択識別情報に対応する送信先情報
と、当該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報
とが異なる場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の
選択肢、および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の
選択肢の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【請求項９】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部を備えたコンピュータ装置に、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶部に記憶させるとともに、当該ユーザ
による当該ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情報を当該記憶部に記憶
させる記憶機能と、
　前記記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情
報記憶部から読み出す読み出し機能と、
　前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定される送信先に対する情報の
送信を送信手段に行わせる送信機能と、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよ
りも後に変更された場合に、当該変更に関する通知を通知手段に行わせる通知機能と、
を実現させるためのプログラムであり、
　前記通知機能は、前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択
がなされたときよりも後に変更された場合であっても、変更された当該送信先情報に対応
付けられている前記送信先識別情報と、前記記憶部に記憶されている前記ユーザ選択識別
情報とが異なる場合には、前記変更に関する通知を前記通知手段に行わせないプログラム
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。
【請求項１０】
　情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報とを記憶する送信先情報記
憶部を備えたコンピュータ装置に、
　前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択され
た送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶部に記憶させるとともに、当該ユーザ
による当該ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情報を当該記憶部に記憶
させる記憶機能と、
　前記記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情
報記憶部から読み出す読み出し機能と、
　前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定される送信先に対する情報の
送信を送信手段に行わせる送信機能と、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよ
りも後に変更された場合に、当該変更に関する通知を通知手段に行わせる通知機能と、
　前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が変更される度に当該変更に関
する情報を変更情報記憶部に記憶させるとともに変更された当該送信先情報に対応付けら
れた当該送信先識別情報および当該送信先情報の変更がなされたときについての情報の２
種類の情報のみを当該変更に関する情報として当該変更情報記憶部に記憶させる機能と、
を実現させるためのプログラムであり、
　前記通知機能は、前記変更情報記憶部を参照することで、前記送信先情報記憶部に記憶
されている前記送信先情報の変更が、前記選択がなされたときよりも後に行われているか
否かを判断するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報送信装置、情報処理装置、および、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、データを、あらかじめ記憶された送信先情報に係る送信先へと送信で
きるデータ送信装置が開示されている。このデータ送信装置では、送信指示に係る送信先
情報を参照して行われた最後のデータ送信の後に、送信先情報が更新されているか判定し
、送信先情報が、送信先への最後のデータ送信の後に更新されているものと判定した場合
、送信指示をした利用者に対して、送信先情報が更新されていることを通知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２２９８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、記憶部に記憶されている送信先情報を利用して情報送信を行う際の誤
送信を起こりにくくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該
複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報
とを記憶する送信先情報記憶部と、前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情
報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶する
ユーザ情報記憶部と、前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応
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した送信先情報を前記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信先情報により
特定される送信先に情報を送信する情報送信手段と、ユーザによる前記選択がなされたと
きのユーザ選択識別情報に対応する送信先情報と、当該選択がなされたとき以降の、当該
ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報とが異なる場合に、当該異なるようになる
前の送信先をユーザに選択させるための第１の選択肢、および、当該異なるようになった
後の送信先をユーザに選択させるための第２の選択肢の２つの選択肢を少なくとも表示す
る選択肢表示手段と、を備える情報送信装置である。
　請求項２に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報の中からユーザにより選択
された送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を取得するユーザ情報取得部と、ユーザ
による前記選択がなされたときの前記ユーザ選択識別情報に対応する送信先情報と、当該
選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報とが異な
る場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の選択肢、
および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の選択肢の
２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示手段と、を備える情報処理装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記選択肢表示手段は、前記第１の選択肢および前記第２の
選択肢を表示するに際し、当該第２の選択肢が既に選択された状態で、当該第１の選択肢
および当該第２の選択肢の当該表示を行うことを特徴とする請求項１に記載の情報送信装
置である。
　請求項４に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該
複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報
とを記憶する送信先情報記憶部と、前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情
報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶する
とともに、当該ユーザによる当該ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情
報を記憶するユーザ情報記憶部と、前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識
別情報に対応した送信先情報を前記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信
先情報により特定される送信先に情報を送信する情報送信手段と、前記送信先情報記憶部
に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよりも後に変更された場合
に、ユーザに対し当該変更に関する通知を行う通知手段と、を備え、前記通知手段は、前
記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよりも
後に変更された場合であっても、変更された当該送信先情報に対応付けられている前記送
信先識別情報と、前記ユーザ情報記憶部に記憶されている前記ユーザ選択識別情報とが異
なる場合には、前記変更の通知を行わない情報送信装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が変
更される場合に、変更される当該送信先情報に対応付けられている前記送信先識別情報が
、前記ユーザ情報記憶部に記憶されているか否かを判断する判断手段を更に備えることを
特徴とする請求項１に記載の情報送信装置である。
　請求項６に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該
複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報
とを記憶する送信先情報記憶部と、前記送信先情報記憶部に記憶された前記送信先識別情
報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を記憶する
とともに、当該ユーザによる当該ユーザ選択識別情報の当該選択がなされたときを示す情
報を記憶するユーザ情報記憶部と、前記ユーザ情報記憶部に記憶された前記ユーザ選択識
別情報に対応した送信先情報を前記送信先情報記憶部から読み出し、読み出した当該送信
先情報により特定される送信先に情報を送信する情報送信手段と、前記送信先情報記憶部
に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよりも後に変更された場合
に、ユーザに対し当該変更に関する通知を行う通知手段と、を備えるとともに、前記送信
先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が変更される度に当該変更に関する情報を
記憶する変更情報記憶部を更に備え、前記通知手段は、前記変更情報記憶部を参照するこ
とで、前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報の変更が、前記選択がなさ
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れたときよりも後に行われているか否かを判断し、前記変更情報記憶部は、変更された前
記送信先情報に対応付けられた前記送信先識別情報、および、当該送信先情報の変更がな
されたときについての情報の２種類の情報のみを、前記変更に関する情報として記憶する
情報送信装置である。
　請求項７に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該
複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報
とを記憶する送信先情報記憶部を備えたコンピュータ装置に、前記送信先情報記憶部に記
憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユー
ザ選択識別情報を記憶部に記憶させる記憶機能と、前記記憶部に記憶された前記ユーザ選
択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情報記憶部から読み出す読み出し機能と、
　前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定される送信先に対する情報の
送信を送信手段に行わせる送信機能と、ユーザによる前記選択がなされたときのユーザ選
択識別情報に対応する送信先情報と、当該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識
別情報に対応する当該送信先情報とが異なる場合に、当該異なるようになる前の送信先を
ユーザに選択させるための第１の選択肢、および、当該異なるようになった後の送信先を
ユーザに選択させるための第２の選択肢の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示
機能と、を実現させるためのプログラムである。
　請求項８に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報の各々に
対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報の中からユーザにより選択
された送信先識別情報であるユーザ選択識別情報を取得するユーザ情報取得機能と、ユー
ザによる前記選択がなされたときの前記ユーザ選択識別情報に対応する送信先情報と、当
該選択がなされたとき以降の、当該ユーザ選択識別情報に対応する当該送信先情報とが異
なる場合に、当該異なるようになる前の送信先をユーザに選択させるための第１の選択肢
、および、当該異なるようになった後の送信先をユーザに選択させるための第２の選択肢
の２つの選択肢を少なくとも表示する選択肢表示機能と、をコンピュータに実現させるた
めのプログラムである。
　請求項９に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当該
複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情報
とを記憶する送信先情報記憶部を備えたコンピュータ装置に、前記送信先情報記憶部に記
憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユー
ザ選択識別情報を記憶部に記憶させるとともに、当該ユーザによる当該ユーザ選択識別情
報の当該選択がなされたときを示す情報を当該記憶部に記憶させる記憶機能と、前記記憶
部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情報記憶部か
ら読み出す読み出し機能と、前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定さ
れる送信先に対する情報の送信を送信手段に行わせる送信機能と、前記送信先情報記憶部
に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよりも後に変更された場合
に、当該変更に関する通知を通知手段に行わせる通知機能と、を実現させるためのプログ
ラムであり、前記通知機能は、前記送信先情報記憶部に記憶されている前記送信先情報が
、前記選択がなされたときよりも後に変更された場合であっても、変更された当該送信先
情報に対応付けられている前記送信先識別情報と、前記記憶部に記憶されている前記ユー
ザ選択識別情報とが異なる場合には、前記変更に関する通知を前記通知手段に行わせない
プログラムである。
　請求項１０に記載の発明は、情報の送信先に関する情報である複数の送信先情報と、当
該複数の送信先情報の各々に対応付けられ各送信先情報の識別に用いられる送信先識別情
報とを記憶する送信先情報記憶部を備えたコンピュータ装置に、前記送信先情報記憶部に
記憶された前記送信先識別情報の中からユーザにより選択された送信先識別情報であるユ
ーザ選択識別情報を記憶部に記憶させるとともに、当該ユーザによる当該ユーザ選択識別
情報の当該選択がなされたときを示す情報を当該記憶部に記憶させる記憶機能と、前記記
憶部に記憶された前記ユーザ選択識別情報に対応した送信先情報を前記送信先情報記憶部
から読み出す読み出し機能と、前記読み出し機能により読み出した送信先情報により特定



(7) JP 6119503 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

される送信先に対する情報の送信を送信手段に行わせる送信機能と、前記送信先情報記憶
部に記憶されている前記送信先情報が、前記選択がなされたときよりも後に変更された場
合に、当該変更に関する通知を通知手段に行わせる通知機能と、前記送信先情報記憶部に
記憶されている前記送信先情報が変更される度に当該変更に関する情報を変更情報記憶部
に記憶させるとともに変更された当該送信先情報に対応付けられた当該送信先識別情報お
よび当該送信先情報の変更がなされたときについての情報の２種類の情報のみを当該変更
に関する情報として当該変更情報記憶部に記憶させる機能と、を実現させるためのプログ
ラムであり、前記通知機能は、前記変更情報記憶部を参照することで、前記送信先情報記
憶部に記憶されている前記送信先情報の変更が、前記選択がなされたときよりも後に行わ
れているか否かを判断するプログラムである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の請求項１、２によれば、送信先情報を利用して情報送信を行う際の誤送信を起
こりにくくすることができ、また、ユーザは、送信先情報の変更後の送信先および送信先
情報の変更前の送信先の何れかを選んで情報の送信を行えるようになる。
　本発明の請求項３によれば、第１の選択肢および第２の選択肢の中から第２の選択肢を
選ぶ選択操作をユーザは行わずに済み、また、第１の選択肢が既に選択された状態で第１
の選択肢および第２の選択肢を表示する場合に比べ、誤送信が起きにくくなる。
　本発明の請求項４によれば、誤送信が起きにくい状態であるにも関わらずユーザへの通
知がなされることを抑制できる。
　本発明の請求項５によれば、送信先情報の変更が、情報の誤送信を招きうる変更である
か否かを判断できるようになる。
　本発明の請求項６によれば、変更情報記憶部の容量が少なくても、送信先情報記憶部に
記憶されている送信先情報の変更が、選択がなされたときよりも後に行われているか否か
の判断を行えるようになる。
　本発明の請求項７～１０によれば、送信先情報を利用して情報送信を行う際の誤送信を
起こりにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態の全体構成を例示した図である。
【図２】本実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成を例示したブロック図である
。
【図３】表示部の表示制御、ファックス送信に関する機能ブロック図である。
【図４】表示部における表示例を示した図である。
【図５】アドレス帳の変更履歴等を説明する図である。
【図６】月度報告がファックス送信される際に実行される処理の詳細を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の一実施形態の全体構成を例示した図である。画像形成装置１０は、文
書の複写機能、文書を読み取り読み取った文書の画像データを生成する機能、画像データ
が示す画像を用紙に形成する機能を備えた装置である。各装置は装置間を通信可能に接続
する通信回線４０に接続されており、通信回線４０を介して互いに通信を行うことが可能
となっている。サーバ装置２０Ａ，２０Ｂは、クライアントとなる装置からの要求を受け
てサービスを提供する装置である。各装置は装置間を通信可能に接続する通信回線４０に
接続されており、通信回線４０を介して互いに通信を行うことが可能となっている。なお
、図１においては、一つの画像形成装置、一つのコンピュータ装置および２つのサーバ装
置が図示されているが、通信回線４０には二つ以上の画像形成装置やコンピュータ装置、
３つ以上のサーバ装置が接続されていてもよい。
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【００１０】
　図２は、本実施形態に係る画像形成装置１０のハードウェア構成を例示したブロック図
である。同図に示したように、画像形成装置１０の各部は、バス１０１に接続されており
、このバス１０１を介して各種データの授受を行う。
　操作部１０６は、ユーザ操作を受け付けるための複数の操作手段を備えている。操作手
段は、ハードウェアキーでもあってもよい。また、操作手段は、表示部１０７に表示され
、押圧された位置に応じた制御信号を出力するタッチパネルによって構成してよい。
　表示部１０７は、例えば液晶ディスプレイを有する表示装置であり、ＣＰＵ１０２の制
御の下、例えば画像形成装置１０を操作するためのメニュー画面や画像形成装置１０に関
するデータを表示する。
　画像読取部１０８は、文書を読み取り、読み取った文書の画像を表す画像データを生成
する画像読取装置を備えており、生成した画像データを画像処理部１１１へ出力する。
【００１１】
　画像形成部１０９は、電子写真方式によって例えば紙などの記録媒体に対して画像デー
タに応じたトナー像を形成する画像形成機構を具備している。
　通信部１１０は、通信回線４０に接続されており、通信回線４０に接続されている他の
装置と通信を行う通信インターフェースとして機能する。
　画像処理部１１１は、入力される画像データが表す画像に色補正や階調補正等の画像処
理を施すものであり、画像処理が施された画像データを生成して画像形成部１０９へ出力
する。
　記憶部１０５は記憶装置を具備しており、例えば通信部１１０で受信したデータや画像
形成装置１０で生成されたデータを記憶する。
【００１２】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）１０３は、ＣＰＵ１０２により実行される制御プログラム
を記憶している。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０３に記憶されている制御プログラムを読み
出し、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０４を作業エリアにして制御プログラムを実行
する。ＣＰＵ１０２により制御プログラムが実行されると、ＣＰＵ１０２により画像形成
装置１０の各部が制御され、画像形成装置１０は、例えば用紙に画像を形成して出力する
ことや文書を読み取って文書の画像データを生成すること、通信回線を介して他の装置と
通信を行うことが可能となる。
【００１３】
　ＣＰＵ１０２によって実行されるプログラムは、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディ
スクなど）、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコン
ピュータが読取可能な記録媒体に記憶した状態で提供し得る。また、インターネットなど
の通信手段を用いて画像形成装置１０にダウンロードさせてもよい。
【００１４】
　図３は、表示部１０７の表示制御、ファックス送信に関する機能ブロック図である。
　本実施形態では、表示部１０７の表示を制御する表示制御部２０１が設けられている。
また、操作部１０６からのデータの受け付けや予め定められた処理を実行する処理部２０
２が設けられている。なお、本実施形態では、操作部１０６は、表示部１０７に設けられ
たタッチパネルにより構成されている。さらに、本実施形態では、画像読取部１０８（図
２参照）や通信部１１０を制御し、ファックス送信を行うＦＡＸ送信部２０３が設けられ
ている。
【００１５】
　さらに、本実施形態では、ファックス送信に用いられる送信先名などを記録したアドレ
ス帳を記憶したアドレス帳記憶部２０４、このアドレス帳の内容が変更される度にこの変
更に関する情報を記憶する変更履歴記憶部２０５、ファックス送信などに用いられる各種
設定情報を記憶した設定情報記憶部２０６が設けられている。
【００１６】
　なお、図３にて示した各機能部は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働すること
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により実現される。具体的には、ＲＯＭ１０３（図２参照）や記憶部１０５に、オペレー
ティングシステム、オペレーティングシステムと協働して各構成部の特定の機能を実行す
るアプリケーションソフト等が記憶されている。
　そして、ＣＰＵ１０２（図２参照）が、これらのプログラムをＲＯＭ１０３等から主記
憶装置であるＲＡＭ１０４に読み込み、実行することで、表示制御部２０１、処理部２０
２、ＦＡＸ送信部２０３の各機能部が実現される。また、記憶部１０５（図２参照）によ
って、アドレス帳記憶部２０４、変更履歴記憶部２０５、および、設定情報記憶部２０６
が実現されている。
【００１７】
　なお、本実施形態では、以下、ファックス送信に関する内容を説明するが、本実施形態
にて説明する処理は、画像形成装置１０から外部へ、Ｅメールなどを利用してデータ送信
を行う際にも適用できる。
【００１８】
　図４は、表示部１０７における表示例を示した図である。
　本実施形態における表示部１０７には、通常、図中（Ａ）で示すホーム画面が表示され
ている。このホーム画面には、複数の選択用ボタン（アイコン）２１が表示されており、
この選択用ボタン２１の何れかがユーザにより選択（押圧）されることで、選択用ボタン
２１に関連付けられている機能が実行される。
【００１９】
　具体的には、図４に示す例では、選択用ボタン２１として、「コピー」、「スキャン」
、「ファックス」、「メール」、「月度報告」の何れかを選択するための選択用ボタン２
１が表示されており、このボタンの何れかがユーザにより選択されると、選択されたボタ
ンに関連付けられた機能（コピーなどの機能）が実行される。なお、「月度報告」がユー
ザにより選択された場合には、ファックスによって、予め登録されている宛先に対して、
文書データが送信される。
【００２０】
　ここで、「月度報告」の選択用ボタン２１が選択された場合の処理の詳細を説明する。
　「月度報告」の選択用ボタン２１が選択されると、表示画面における表示が、図４（Ｂ
）に示す画面（以下「月度報告用画面」と称する）に切り替わる。
【００２１】
　そして、この月度報告用画面中に表示されている「スタート（Start）」ボタンがユー
ザにより選択（押圧）されると、図３にて示したＦＡＸ送信部２０３によって、予め定め
られた宛先に向けてファックス送信がなされる。具体的には、画像読取部１０８（図２参
照）にセットされた原稿（月度報告）が読み取られて画像データが生成され、そして、画
像データが通信部１１０を介して、外部（予め登録されている送信先）へ送信される。
【００２２】
　ここで、月度報告用画面の図中右下には、確認用ボタン（図中、「Confirm」と表示）
が表示されている。そして、この確認用ボタンがユーザにより押圧されると、表示画面に
おける表示が、図４（Ｃ）に示す画面（以下「設定確認用画面」と称する）に切り替わる
。
　ここで、この設定確認用画面では、ユーザにより予め設定された設定情報が表示される
。具体的には、原稿を読み取る際の読み取り条件や、ファックスの送信先についての情報
が表示される。また、「月度報告」の選択用ボタン２１をユーザが作成した作成日（Crea
ted Date）も表示される。
【００２３】
　ここで、本実施形態では、ユーザ自身によって選択用ボタン２１を作成することが可能
になっており、「月度報告」の選択用ボタン２１は、ユーザにより作成された選択用ボタ
ン２１である。ここで、このようにユーザ自身によって、選択用ボタン２１を作成できる
場合、ユーザは、ユーザ自身が好む設定などを予め登録しておくことができるようになる
。そして、この場合、ユーザは、ファックスやコピーなどを行う都度、設定を行う必要が
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なくなり、ユーザが行う作業が簡略化される。
【００２４】
　次に、「月度報告」の選択用ボタン２１を作成する際にユーザが行う操作を説明する。
　「月度報告」の選択用ボタン２１の作成にあたっては、まず、図４（Ａ）における「フ
ァックス」の選択用ボタン２１がユーザにより押圧され、これにより、表示画面における
表示が、図４（Ｄ）に示す画面（以下「ＦＡＸ用画面」と称する）に切り替わる。
【００２５】
　このＦＡＸ用画面では、図中下側に、原稿読み取り時等の条件を設定するための設定用
ボタン２２が複数表示され、この設定用ボタン２２をユーザが操作することで、原稿読み
取り時等の条件が設定される。また、表示画面の図中左上には、送信先の一覧を表示する
ための、一覧表示用ボタン２３が設けられている。
【００２６】
　ここで、一覧表示用ボタン２３が押圧されると、表示画面における表示が、図４（Ｅ）
に示す画面（以下「送信先一覧画面」と称する）に切り替わる。ここで、この送信先一覧
画面には、複数の送信先情報が表示されるとともに、送信先の各々の識別に用いられる送
信先識別情報の一例としての識別番号（index）が表示される。付言すると、本実施形態
では、送信先情報記憶部の一例としてのアドレス帳記憶部２０４（図３参照）に、識別番
号、ユーザ名、電話番号、メールアドレスなどが互いに関連付けられた状態で記録された
アドレス帳が格納されており、一覧表示用ボタン２３が押圧されると、このアドレス帳の
内容が表示される。
【００２７】
　また、図４（Ｄ）に示すように、ＦＡＸ用画面では、上部且つ中央部に、識別番号入力
欄が設けられている。ここで、本実施形態では、この識別番号入力欄に、送信を行いたい
相手の識別番号を入力する。そして、本実施形態では、この識別番号が、ユーザ選択識別
情報として、設定情報記憶部２０６（図３参照）に記憶（登録）される。
　また、本実施形態では、図４（Ｄ）に示すように、表示画面の上部且つ右上に、確認用
ボタン２４が設けられている。この確認用ボタン２４がユーザにより押圧されると、図４
（Ｆ）に示す画面に切り替わり、登録済みの識別番号、および、識別番号に対応付けられ
ている送信先（名称およびＦＡＸ番号）が表示される。
【００２８】
　ここで、本実施形態では、「月度報告」の選択用ボタン２１の作成にあたり、送信先に
ついての情報（名称やファックス番号など）をそのまま登録するのではなく、識別番号を
登録する。これにより、送信先についての情報をそのまま登録する場合に比べ、メモリの
使用量が減るようになる。
【００２９】
　なお、上記では説明を省略したが、原稿読み取り時等の条件の設定、宛先（識別番号）
の登録などの作業が終わると、ユーザによって、図４（Ｄ）にて符号２５で示すセーブボ
タンが押圧される。これにより、図４（Ａ）にて示したホーム画面上に、「月度報告」の
選択用ボタン２１が生成されるとともに、設定された条件および宛先（識別番号）につい
ての情報が、ユーザ情報記憶部として機能する設定情報記憶部２０６に記憶される。また
、「月度報告」の選択用ボタン２１をユーザが作成した作成日（Created Date）（＝送信
先の選択をユーザが行った日）も、設定情報記憶部２０６に記憶される。
【００３０】
　なお、宛先についての情報については、上記のとおり、送信先そのもの（名称やファッ
クス番号等）ではなく、識別番号が、設定情報記憶部２０６に記憶される。これにより、
送信先そのものが記憶される場合に比べ、メモリ（設定情報記憶部２０６）の容量を減ら
せるようになる。
【００３１】
　ここで、「月度報告」の選択用ボタン２１がユーザにより選択されてファックス送信が
実際に行われる際の基本動作を説明する。
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　「月度報告」の選択用ボタン２１がユーザにより選択されてファックス送信が行われる
場合、ユーザによって、まず、図４（Ａ）における「月度報告」の選択用ボタン２１が選
択され、次いで、図４（Ｂ）における「スタートボタン」が押圧される。これにより、ま
ず、情報送信手段として機能するＦＡＸ送信部２０３が、設定情報記憶部２０６に記憶さ
れた条件（原稿読み取り時等の条件）をこの設定情報記憶部２０６から読み出し、読み出
したこの条件に基づき、原稿（月度報告）の画像読み取りを行う。
【００３２】
　また、ＦＡＸ送信部２０３は、設定情報記憶部２０６から識別番号を読み出す。そして
、アドレス帳記憶部２０４に記憶されているアドレス帳を参照し、識別番号に対応付けら
れているファックス番号を読み出す。その後、このファックス番号を用い、送信先の各々
にファックス（月度報告）を送信する。
【００３３】
　ところで、アドレス帳記憶部２０４に記憶されている上記アドレス帳は、複数のユーザ
によって共有されており、「月度報告」の選択用ボタン２１を作成したユーザとは異なる
ユーザによって、アドレス帳の内容が変更される場合がある。このような場合、月度報告
が、誤った送信先に送信されることが起こり得る。付言すると、月度報告は、アドレス帳
に登録された送信先に基づき送信されるため、アドレス帳の内容が変更されると、本来の
送信先とは異なる送信先にファックスが送信されてしまうおそれがある。
【００３４】
　このような不具合の発生を抑制するため、本実施形態では、図５（アドレス帳の変更履
歴等を説明する図）の（Ａ）に示す、アドレス帳の変更履歴を、変更情報記憶部として機
能する変更履歴記憶部２０５に記憶するようにしている。具体的には、アドレス帳の変更
日時、識別番号、旧送信先（送信先の名称が変わった場合）、旧電話番号（送信先の電話
番号が変わった場合）、旧メールアドレス（送信先のメールアドレスが変わった場合）、
変更が行われた理由（図中、「推定される理由」参照）、および、処理内容（Action）が
互いに関連付けられた状態で記憶される。
【００３５】
　ここで、月度報告がファックス送信される際の処理の詳細を説明する。
　図６は、月度報告がファックス送信される際に実行される処理の詳細を示した図である
。
　月度報告がファックス送信される際には、まず、上記のとおり、図４（Ａ）における「
月度報告」の選択用ボタン２１がユーザにより選択され、図４（Ｂ）における「スタート
ボタン」がユーザにより押圧される。次いで、処理部２０２（図３参照）が、設定情報記
憶部２０６（図３参照）を参照し、「月度報告」の選択用ボタン２１の作成をユーザが行
った日である作成日（図４（Ｃ）の最下欄に記載の「作成日（Created Date）」参照）（
以下、「ボタン作成日」と称する）を把握する（ステップ１０１）。
【００３６】
　次いで、処理部２０２が、変更履歴記憶部２０５に記憶されている変更履歴（図５（Ａ
）参照）を参照し、ステップ１０１にて把握したボタン作成日よりも後に、アドレス帳の
変更（更新）があったか否かを判断する（ステップ１０２）。付言すると、このステップ
１０２の処理では、アドレス帳の更新履歴を日付が新しいものから上記ボタン作成日まで
遡ってスキャンし、ボタン作成日よりも後に、アドレス帳の変更があったか否かを判断す
る。
【００３７】
　ここで、アドレス帳の変更が無かった場合には、上記にて説明した基本動作が実行され
、アドレス帳がそのまま用いられてファックス送信がなされる（ステップ１０３）。詳細
には、設定情報記憶部２０６に記憶されている識別番号が読み出されるとともに、アドレ
ス帳記憶部２０４に記憶されているアドレス帳がそのままが参照されて、識別番号に対応
付けられているファックス番号が読み出される。その後、このファックス番号が用いられ
、送信先の各々にファックス（月度報告）が送信される。
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【００３８】
　一方で、ステップ１０２にて、アドレス帳の変更があったと判断した場合、処理部２０
２は、アドレス帳のうちの変更された項目を把握するとともに、この把握したこの項目に
対応付けられている識別番号を把握する（以下、この識別番号を「変更対応識別番号」と
称する）（ステップ１０４）。
　次いで、処理部２０２は、設定情報記憶部２０６を参照し、「月度報告」の選択用ボタ
ン２１の作成時にユーザが登録（設定）した上記識別番号（以下、「ユーザ登録識別番号
」と称する）を把握する（ステップ１０５）。次いで、ステップ１０４にて把握した変更
対応識別番号と、ステップ１０５にて把握したユーザ登録識別番号とを比較し、両者が一
致しているか否かを判断する（ステップ１０６）。
【００３９】
　そして、変更対応識別番号とユーザ登録識別番号とが一致しなかった場合には、即ち、
「月度報告」に関し、アドレス帳の変更が実質的になされていない場合には、ステップ１
０３の処理が実行される。即ち、アドレス帳がそのまま用いられてファックス送信がなさ
れる。
【００４０】
　一方で、ステップ１０６にて、変更対応識別番号とユーザ登録識別番号とが一致すると
判断された場合は、通知手段として機能する表示制御部２０１が、ユーザに対し、アドレ
ス帳の変更に関する通知を行う。具体的には、例えば、図５（Ｂ）に示すように、「アド
レス帳に変更が見つかりました。」というメッセージを表示する。
【００４１】
　さらに、表示制御部２０１は、複数の選択肢を表示した画面を表示する（ステップ１０
７）。その後、本実施形態では、ユーザによって選択された選択肢に応じた処理が処理部
２０２などによって実行される。具体的には、ユーザによって選択された送信先へのファ
ックス送信、又は、ファックス送信の中止が行われるようになる（ステップ１０８）。
【００４２】
　ここで、図５（Ａ）にて示した変更履歴では、ボタン作成日である「2012/4/16」より
も後に、識別番号３～５の各々にて、ユーザ名等が変更されている。一方で、「月度報告
」の選択用ボタン２１の作成時には、識別番号１，３，７，１１が送信先として登録され
（図４（Ｃ）、（Ｆ）参照）、登録された送信先には、識別番号３が含まれた状態となっ
ている。
　このような場合、上記ステップ１０６にて、変更対応識別番号とユーザ登録識別番号と
が一致すると判断され、そして、この場合、上記ステップ１０７にて、選択肢表示手段と
して機能する表示制御部２０１が、複数の選択肢を表示した画面を表示する。具体的には
、図５（Ｂ）に示す表示画面を表示する。
【００４３】
　ここで、図５（Ｂ）に示す表示画面では、（１）アドレス帳の変更前の送信先（「月度
報告」の選択用ボタン２１の作成（設定登録）時の送信先）に送信する、（２）アドレス
帳の変更後の送信先（現時点での送信先）（最新の送信先）に送信する、あるいは、（３
）送信しない、の３つの選択肢を、表示画面に表示する。これにより、本実施形態では、
送信するか否か、また、送信する場合には何れを送信先とするか、の問い合わせがユーザ
に対しなされるようになる。
【００４４】
　そして、例えば、上記（１）の、アドレス帳の変更前の送信先に送信する、がユーザに
より選択された場合には、処理部２０２は、アドレス帳の変更前の送信先（「月度報告」
の選択用ボタン２１の作成時に登録された送信先）を、識別番号３についての送信先とし
て設定する。
　また、例えば、上記（２）の、アドレス帳の変更後の送信先に送信する、がユーザによ
り選択された場合には、処理部２０２は、アドレス帳の変更後の送信先を、識別番号３に
ついての送信先として設定する。
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　一方で、上記（３）の、送信しない、がユーザにより選択された場合には、処理部２０
２は、送信先から、識別番号３に対応した送信先を外す。なお、送信しない、がユーザに
より選択された場合、ファックスの送信自体を取り止める処理を行うようにしてもよい。
【００４５】
　ここで、上記では説明を省略したが、本実施形態では、図５（Ｂ）に示す表示画面を表
示する際、一つの選択肢が既に選択された状態でこの表示を行う。なお、図５（Ｂ）では
、上記（２）の選択肢が既に選択された状態での表示を行っている。
　このような表示を行う場合、既に選択された選択肢により実行される処理内容と、ユー
ザの希望する処理内容とが一致する場合には、ユーザは、選択操作を省略できるようにな
り、ユーザは、継続ボタン（図５（Ｂ）中、「Continue」と表示）を押すだけで、次の操
作に進めるようになる。
【００４６】
　なお、一つの選択肢が既に選択された状態での上記表示にあたっては、表示制御部２０
１が、図５（Ａ）にて示す「推定される理由」を参照し、この推定される理由に基づき、
選択された状態での表示を行う上記一つの選択肢を決定する。
　付言すると、本実施形態では、ユーザがアドレス帳の変更を行う際、処理部２０２によ
って、変更の理由が推定されるようになっている。付言すると、ユーザがアドレス帳の変
更を行う際の変更項目に基づき、処理部２０２が、変更の理由を推定するようになってい
る。そして、本実施形態では、推定されたこの理由に基づき、選択された状態での表示を
行う上記一つの選択肢を決定する。
【００４７】
　具体例を挙げて説明すると、変更された内容が、ユーザ名のみであった場合（図５（Ａ
）における識別番号７参照）、処理部２０２は、例えば社名変更や結婚が、変更の理由で
あると推定する。また、例えば、変更された内容が、電話番号のみであった場合（識別番
号４参照）、処理部２０２は、事務所移転が、変更の理由であると推定する。
【００４８】
　さらに、変更された内容が、メールアドレスのみであった場合（識別番号３参照）、処
理部２０２は、プロバイダ変更が、変更の理由であると推定する。また、変更された内容
が、例えば、ユーザ名、電話番号、および、メールアドレスであった場合（識別番号５参
照）、処理部２０２は、人の移動／変更が、変更の理由であると推定する。
【００４９】
　ここで、本実施形態では、このように、一つの選択肢が既に選択された状態での上記表
示は、上記推定された理由に基づき行われる。なお、本実施形態では、推定される理由が
、社名変更や結婚であった場合（識別番号７の場合）、上記（３）の、送信しない、が既
に選択された状態での表示を行う。また、推定される理由が、事務所移転であった場合（
識別番号４の場合）は、上記（２）の、アドレス帳の変更後の送信先に送信する、が既に
選択された状態での表示を行う。
【００５０】
　また、推定される理由が、プロバイダ変更であった場合（識別番号３の場合）も、上記
（２）の、アドレス帳の変更後の送信先に送信する、が既に選択された状態での表示を行
う。さらに、推定される理由が、人の移動／変更であった場合（識別番号５の場合）は、
上記（３）の、送信しない、が既に選択された状態での表示を行う。
【００５１】
　次に、他の処理例を説明する。
　上記では、ユーザが登録した上記複数の識別番号のうちの一つの識別番号（識別番号３
）に対応づけられた項目が、他のユーザにより変更された場合の処理を一例に説明した。
具体的には、一つの識別番号（識別番号３）に対応づけられた項目が、他のユーザにより
変更された場合には、変更前の送信先に送信するか、変更後の送信先に送信するか、ある
いは、送信しない、の何れかをユーザに選択させ、そして、ユーザが選択した処理を実行
する態様を一例に説明した。
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【００５２】
　ところで、他のユーザによって変更された項目が複数有り、複数の識別番号において、
変更が行われている場合は、上記のような問い合わせを行うことが難しくなる。具体的に
説明すると、複数の識別番号において変更が行われている場合にて、上記のような問い合
わせを行う場合、識別番号毎に、上記３つの項目についての問い合わせを行うことが必要
となり、ユーザにとっては、手続きが煩雑となる。このため、複数の識別番号において、
変更が行われている場合は、次の（１）～（３）の３つの選択肢が表示部１０７に表示さ
れるようにしてもよい。
【００５３】
　（１）アドレス帳の変更前の送信先（「月度報告」の選択用ボタン２１の作成時の送信
先）に含まれる全ての送信先を、そのまま送信先とする。
　（２）アドレス帳の変更後の送信先（現時点での送信先、最新の送信先）に含まれる全
ての送信先を、そのまま送信先にする。
　（３）変更があった識別番号毎に、送信先を確認する。
【００５４】
　また、上記では、アドレス帳の変更履歴の記憶に際し、識別番号、変更日、および変更
内容（ユーザ名、電話番号などについての変更内容）を記憶したが、識別番号および変更
日の２種類の情報のみを記憶し、変更内容の記憶を省略するようにしてもよい。
　そして、この場合は、上記と同様、変更日と、「月度報告」の選択用ボタン２１の作成
日（ボタン作成日）とを比較する。そして、変更対応識別番号とユーザ登録識別番号とが
一致しており、且つ、選択用ボタン２１の作成日よりも後にアドレス帳の変更がなされて
いる場合には、例えば、次の（１）、（２）の２つの選択肢を表示部１０７に表示する。
【００５５】
　（１）アドレス帳の変更後の送信先（現時点の送信先、最新の送信先）に含まれる全て
の送信先を、そのまま送信先とする。
　（２）送信しない（送信を中止する）。
【００５６】
　なお、この（１）、（２）の２つの選択肢の表示にあたっては、上記と同様、一つの選
択肢が既に選択された状態での表示を行ってもよく、例えば、（２）の、送信しない、の
選択肢が既に選択された状態での表示を行うことができる。このように、送信しない、の
選択肢が既に選択された状態での表示を行う場合、（１）の選択肢が既に選択された状態
での表示を行う場合や、選択肢が既に選択された状態での表示を行わない場合に比べ、誤
送信が起こりにくくなる。
【００５７】
　なお、上記では、識別番号および変更日の２種類の情報を記憶する場合を説明したが、
識別番号、変更日、および、旧ユーザ名(変更前のユーザ名)の３種類の情報を記憶するよ
うにしてもよい。また、識別番号、変更日、旧ユーザ名、および、旧電話番号の４種類の
情報や、同じく、識別番号、変更日、旧ユーザ名、および、旧メールアドレスの４種類の
情報を記憶するようにしてもよい。さらに、識別番号、変更日、旧ユーザ名、旧電話番号
、および、旧メールアドレスの５種類の情報を記憶するようにしてもよい。
　このように記憶する情報の種類を増やすと、メモリの使用量が増えてしまうが、その一
方で、ユーザについての情報がより多く収集されるようになり、操作性の向上などを図れ
る可能性が高まる。
【００５８】
　次に、アドレス帳の内容が変更される際の処理の一例を説明する。
　アドレス帳の内容が変更される場合、変更される内容に対応する識別番号が、「月度報
告」の選択用ボタン２１の作成時に登録された識別番号に含まれる識別番号と一致するか
否かを判断するようにしてもよい。
　付言すると、「月度報告」の選択用ボタン２１の作成時に登録された上記複数の識別番
号（設定情報記憶部２０６に記憶されている識別情報）を検索し、変更される内容に対応
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処理部２０２にて判断するようにしてもよい。
【００５９】
　そして、変更される項目に対応する識別番号が、「月度報告」の選択用ボタン２１の作
成時に登録された識別番号と一致する場合には、例えば、「変更しようとしている項目は
、設定済みの「月度報告」で参照しています。」というメッセージを表示画面に表示する
。
【００６０】
　また、変更される項目に対応する識別番号が、「月度報告」の選択用ボタン２１の作成
時に登録された識別番号と一致する場合、表示画面には、選択肢として、次の（１）、（
２）の二つの選択肢を表示してもよい。
（１）変更しようとしている項目を「月度報告」に反映する。
（２）変更しようとしている項目を「月度報告」に反映しない。
【００６１】
　そして、（１）の選択肢がユーザにより選択された場合には、アドレス帳記憶部２０４
に記憶されているアドレス帳の一部であってユーザが変更を希望する項目の内容を、ユー
ザが希望する内容に変更する。また、一方で、（２）の選択肢が選択された場合には、ア
ドレス帳における変更を省略する。
【００６２】
　なお、この二つの選択肢を表示する場合も、上記と同様、一つの選択肢が既に選択され
た状態での表示を行うことができる。例えば、ユーザによって変更されようとしている項
目が、送信先のみ（ファックス番号のみ）のように単数であった場合は、上記（１）の選
択肢を、既に選択された状態で表示する。また、例えば、ユーザによって変更されようと
している項目が、識別番号および送信先（ファックス番号）のように複数であった場合は
、上記（２）の選択肢を、既に選択された状態で表示する。
【００６３】
　また、本実施形態では、画像形成装置１０について説明を行ったが、この画像形成装置
１０には、様々な機能が含まれており、機能の組み合わせによっては、画像形成装置１０
以外の装置として捉えることができる。例えば、画像読取部１０８、ＦＡＸ送信部２０３
などで装置を構成すると、この装置は、情報送信装置として捉えることができるようにな
る。
【符号の説明】
【００６４】
１０…画像形成装置、２０１…表示制御部、２０３…ＦＡＸ送信部、２０４…アドレス帳
記憶部、２０５…変更履歴記憶部、２０６…設定情報記憶部
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