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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像送信を指示するショートカットキーに対応させて、画像送信先を表す複数の送信先
情報を記憶する記憶手段と、
　前記ショートカットキーを表示する表示手段と、
　前記ショートカットキーが選択されたことを検知する操作手段と、
　前記ショートカットキーが選択されたことが前記操作手段によって検知された場合、所
定条件を満たせば、選択された前記ショートカットキーに対応させて記憶された複数の前
記送信先情報を前記表示手段に表示させる制御手段とを備え、
　前記操作手段は、前記表示手段に表示された複数の前記送信先情報の中から少なくとも
１つの送信先情報を選択する選択操作を受付け、
　前記制御手段は、選択された前記送信先情報を、前記ショートカットキーが選択された
ことによる画像送信の送信先として決定し、
　前記選択操作が完了した場合、前記制御手段は、次回前記ショートカットキーが選択さ
れた場合に前記選択操作を行なうか否かを確認する画面を、前記表示手段に表示させ、
　前記操作手段が、前記選択操作を行なうか否かに関する指示である選択要否を受付けた
場合、前記制御手段は、前記ショートカットキーに対応させて前記選択要否の情報を前記
記憶手段に記憶させ、
　前記所定条件は、前記選択要否が前記選択操作を行なう指示である場合に満たされ、
　前記操作手段が、前記選択操作を行なわない指示を受付けた場合、前記制御手段は、前
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記ショートカットキーが選択されたときに、選択された前記送信先情報を、画像送信の送
信先として決定するための選択情報を、前記ショートカットキーに対応させて前記記憶手
段に記憶し、
　ショートカットキーが選択されたことが前記操作手段によって検知された場合、選択さ
れた該ショートカットキーに対応する前記選択要否の情報が、前記選択操作を行なわない
ことを表す情報であれば、前記制御手段は、該ショートカットキーが選択されたことによ
る画像送信の送信先を、該ショートカットキーに対応する複数の送信先情報の中から、該
ショートカットキーに対応する前記選択情報にしたがって決定することを特徴とする画像
処理装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は、画像データを送信する送信先情報を相手先名に対応させてアドレス帳
として記憶し、
　前記ショートカットキーは、前記アドレス帳とは別に記憶されることを特徴とする請求
項１に記載の画像処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ、電子メール等の画像データを送信する機能を有する画像処理
装置に関し、特に、ショートカットキーに複数の送信先情報を登録して同報送信可能な画
像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　帳票、見積書等の書類を相手先に届ける方法として、従来では、ファクシミリ（以下、
ファクスともいう）が広く利用されてきた。近年では、これらの書類を電子データとして
電子メールに添付し、ネットワークを介して相手先に送信する方法も一般的に行なわれて
いる。送信相手先の受信装置（パーソナルファクシミリ、ファクシミリ複合機、パーソナ
ルコンピュータ（以下、ＰＣという）等）に応じて、送信方法を使い分けることができる
ようにもなってきた。
【０００３】
　例えば、画像処理装置の一種として、コピー、プリント、ファクシミリ、及びスキャナ
等、複数の機能を備える複合機（ＭＦＰ（ＭｕｌｔｉＦｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅ
ｒａｌ））が普及している。ＭＦＰは、スキャナにより読取った原稿のデジタルデータ、
通信回線を介して受信したデジタルデータ等に基づき、記録紙上に画像を形成するだけで
はなく、それらのデジタルデータを画像処理して、ファクス又は電子メールとして送信す
ることができる。
【０００４】
　ＭＦＰを用いた送信方法の１つとして、複数の相手先に同じ文書の送信を行なう、いわ
ゆる同報送信がある。同報送信を行なう場合、送信原稿をＭＦＰにセットして送信相手先
を順次設定し、スタートキー等の送信実行ボタンを押す。セットされた原稿が読取られ、
画像変換（ファクスデータ又は電子メールに添付するデータへの変換）された後、設定さ
れた送信相手先への送信が順次行なわれる。
【０００５】
　文書を送信する相手先の指定方法としては、次のような方法がある。ファクス送信の場
合には、テンキーを使用して送信先のファクス番号を入力する。電子メール送信の場合に
は、キーボード（アルファベットキー）を使用して、送信先の電子メールアドレス（以下
、単にメールアドレスともいう）を入力する。このとき、入力間違いによる誤送信が発生
する虞がある。
【０００６】
　誤送信を防止するために、送信相手先のファクス番号及びメールアドレスを相手先名と
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対応付けてアドレス帳に予め登録（ＭＦＰの不揮発性メモリ等に記憶）しておく技術が知
られている。送信する場合、ＭＦＰの操作部を操作し、アドレス帳を呼び出し、アドレス
帳の中から送信相手先を選択する。操作性を向上するためにワンタッチキーと呼ばれるキ
ーに送信相手先のファクス番号又はメールアドレスを登録しておく技術も知られている。
ワンタッチキーを押すだけで、登録されているファクス番号に発呼して文書が送信される
。ワンタッチキーに電子メールのアドレスが登録されている場合には、メールアドレスに
文書が送信される。
【０００７】
　また、同報送信の宛先設定を簡単に行なうために、グループキーと呼ばれるキーに、予
め複数の送信相手先を登録しておく技術が知られている。利用者は、同報送信したい場合
、グループキーを押すだけで、登録されている送信相手先が同報送信の送信相手先として
設定され、文書送信を実行することができる。
【０００８】
　グループキーへの登録に関しては、送信先情報（ファクス番号又はメールアドレス）を
直接登録する以外に、例えば、下記特許文献１及び特許文献２のように、既に登録されて
いるワンタッチダイヤル又は短縮ダイヤルを特定する情報（ワンタッチ番号又は短縮番号
）を、グループキーに登録しておくことが多い。グループキーが押された場合、そのグル
ープキーに登録されているワンタッチ番号又は短縮番号から、登録されているワンタッチ
ダイヤル又は短縮ダイヤルの情報を参照して送信先情報（ファクス番号又はメールアドレ
ス）を決定する。このように、グループキーを使用した送信だけでなく、個別に送信（ワ
ンタッチダイヤル又は短縮ダイヤル）することもでき、状況及び利用者の意図に応じて文
書送信を行なうことができる環境が提供されている。
【０００９】
　個人で複数の端末を所有するケースも増えてきているので、これに対応するために、ア
ドレス帳内の１つの相手先名に対して複数の送信先情報（ファクス番号及びメールアドレ
ス）を登録することが行なわれている。ワンタッチキーに関しても、アドレス帳と同様に
、１つのキーに対して複数の送信先情報を登録できるようになっている。したがって、ワ
ンタッチキーとグループキーとは名称が異なるが、同様の機能を実現するためのキーであ
る。本明細書では、これらを包含してショートカットキーという。
【００１０】
　複数の送信先が登録されたワンタッチキーを使用して文書を送信する場合、そのキーの
機能上、１つの送信先（例えば、１つのファクシミリのみ、又は、１つのメールアカウン
トのみ）に送信したいにもかかわらず、同一の文書が複数の送信先に送られてしまい、利
用者の意図しない端末へも文書の送信が行なわれてしまうことがある。例えば、ファクシ
ミリにのみ送信することを要望されたにもかかわらず、電子メールでも送信してしまうこ
とがある。
【００１１】
　これを解決するための方法が、例えば、下記特許文献３及び特許文献４に提案されてい
る。特許文献３及び特許文献４には、原稿の送信時に、押されたモードキーを判断するこ
とで送信モード（ファクス送信又は電子メール送信）を判定し、判定されたモードに対応
する宛先情報（ファクス送信モードであればファクス番号、電子メール送信モードであれ
ばメールアドレス）宛に原稿データを送信する技術が開示されている。これにより、１つ
の送信先にファクス番号及びメールアドレスが登録されている場合であっても、利用者の
指示によって、適切に対応した送信処理を実行できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１１－１５０６１４号公報
【特許文献２】特開２００１－２１８０１２号公報
【特許文献３】特開２００２－１２５０８８号公報
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【特許文献４】特開２００３－１５２９４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、前述の同報送信のように、文書を複数の相手先に送信する場合、特許文献３で
は宛先毎に送信モードを設定する（キー押下）必要があり、作業効率が悪い。
【００１４】
　また、特許文献４ではワンタッチキーを押したときに設定されている送信モード（イン
ターネットファクス／通常ファクス）に対応する宛先情報（メールアドレス／ファクス番
号）が登録されていなければ送信宛先を再度選択し直さなければならず、作業効率が悪い
。しかも、利用者がワンタッチキーを押した後に“未登録”との表示を行なうため、利用
者に不快な思いをさせることもある。
【００１５】
　この問題を解決する方法として、利用者が送信相手先を指定するためにアドレス帳を表
示させるときに、全ての送信相手先（相手先名）を表示するのではなく、選択された送信
モードに対応する送信先情報（ファクス番号、電子メールアドレス等）が登録されている
送信相手先のみを表示することが考えられる。さらに、利用者が送信相手先を指定（選択
）した後、送信を指示した場合に、指定された送信相手先に登録されている全ての送信先
情報に送信するのではなく、選択された送信モードに対応する送信先情報のみに送信する
ことが考えられる。画像処理装置の操作部に表示される各種動作モードの基本画面の一例
として、ファクスモードの基本画面を用いて、具体的に説明する。
【００１６】
　図１を参照して、ファクスモードの基本画面３００のシステム領域２００には、ファク
スモードであることを示す文字「ファクス」と、ジョブ状況が表示される。機能選択領域
２１０には、アドレス帳を表示するためのキー２０２と、ファクスモードに関する各種機
能及びパラメータ等の条件の設定変更を行なうためのキーが表示される。プレビュー領域
２４０には、ファクス番号等を入力するための仮想テンキー群２４２と番号表示領域２４
４とが表示される。番号表示領域２４４は、入力された送信相手先のファクス番号を表示
するための領域である。プレビュー領域２４０にはさらに、現在のファクス送信設定状況
等を示すウィンドウ２４６が表示される。アクションパネル領域２６０には、ファクスモ
ードにおけるおすすめ機能を実行するためのキーが表示される。タスクトリガー領域２８
０には、スタートキー、スキャンインキー等のジョブの実行を指示するためのキーが表示
される。
【００１７】
　図１のファクスモードの基本画面が表示された状態で、アドレス帳を表示するためのキ
ー２０２がタッチされた場合、図２に示すアドレス帳ウィンドウ９００を操作部に表示す
る。アドレス帳ウィンドウ９００は、ファクスモードの基本画面３００に重畳して表示さ
れる。相手先名表示領域９１６には、画像処理装置のハードディスク（以下、ＨＤＤとい
う）に記憶されているアドレス帳に登録されている相手先名が五十音順に表示される。ア
ドレス帳には、相手先名に対応させて、画像送信の送信先情報（ファクス番号、電子メー
ルアドレス等）と画像送信の種類（ファクス、電子メール等）を特定する情報とが登録さ
れている。１つの相手先名に対して、画像送信の種類を問わず、複数の送信先情報を登録
することができる。
【００１８】
　相手先名表示領域９１６の各相手先名の先頭には、チェックボックス９１８及びファク
ス送信の相手先であることを示すアイコン９２０が表示される。登録件数が多く、一部が
表示されている場合に、表示されていない相手先名を表示するには、アップキー９０８、
ダウンキー９１０、又はスライドバー９０６を操作する。
【００１９】
　キー９１２及びキー９１４は、相手先名表示領域９１６に表示する相手先名を絞込む条
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件を設定するためのキーである。キー９１２及びキー９１４の下部には、設定されている
状態が表示されている。図２では、カテゴリーで絞込まれておらず、かつ、ファクス番号
が登録されている相手先名が表示され、ファクス番号が登録されていない相手先名は表示
されていない。この絞込は、相手先名に対応させて登録されている画像送信の種類を特定
する情報によって行なわれる。このように指定されたジョブ（画像送信モード）の種類で
絞込まれた相手先名を表示するか、全ての相手先名を表示するかは、画像処理装置の初期
設定として定めておく。ここでは、アドレス帳を表示することが指示された場合、指定さ
れている画像送信モード（基本画面のモード）で絞込まれた相手先名が表示されるように
設定されているとする。キー９０４がタッチされると、アドレス帳ウィンドウ９００は消
去される。
【００２０】
　ジョブの種類（即ち、画像送信の種類）で絞込むためのキー９１２がタッチされると、
図３に示す絞込ウィンドウ９３０を、アドレス帳ウィンドウ９００に重畳して表示する。
絞込ウィンドウ９３０には、絞込条件を指定するためのキーが表示される。キー９３４は
、絞込まない、即ち、画像送信の種類によらず全ての相手先名を表示させるためのキーで
ある。キー９３６は、電子メールアドレスが登録されている相手先名のみを表示させるた
めのキーである。キー９３８は、ファクス番号が登録されている相手先名のみを表示させ
るためのキーである。これら以外にも、共有フォルダキー９４０、ＦＴＰ／Ｄｅｓｋｔｏ
ｐキー９４２、インターネットファクスキー９４４が表示される。これらのキーは、それ
ぞれの画像送信の送信先情報が登録された相手先名のみを表示させるためのキーである。
送信先情報は、共有フォルダであれば、共有フォルダへのパス、ＦＴＰ／Ｄｅｓｋｔｏｐ
であれば、ＦＴＰサービスを提供しているサーバ等へのパス、インターネットファクスで
あれば電子メールアドレスである。図３の絞込ウィンドウ９３０は、図２の画面（ファク
スモードの基本画面）においてキー９１２がタッチされて表示された画面であるので、キ
ー９３８が白黒反転表示されている。キー９３２がタッチされると、絞込ウィンドウ９３
０は消去される。
【００２１】
　絞込ウィンドウ９３０でタッチされたキーに対応する絞込条件が設定され、絞込ウィン
ドウ９３０を閉じると、設定された絞込条件に対応する画像送信モードの基本画面を表示
する。例えば、キー９３６がタッチされた後、キー９３２がタッチされると、絞込ウィン
ドウ９３０を閉じ、図４に示す画面を表示する。図４の画面は、図２と異なり、左上に「
Ｅ－ｍａｉｌ」と表示された電子メール送信の基本画面である。アクションパネル領域に
は、電子メール送信特有のキー９６６が表示されている。アドレス帳ウィンドウ９６０は
、アドレス帳ウィンドウ９００と異なり、キー９６２の下部には「Ｅ－ｍａｉｌ」と表示
されており、相手先名表示領域９１６には、電子メールアドレスが登録されている相手先
名のみが表示されている。各相手先名の前には、電子メールを表すアイコン９６４が表示
されている。
【００２２】
　図５は、画像処理装置の設定画面を示す。設定画面９８０は、例えば、管理者によって
操作部が所定の操作を受けた場合に表示される。図５には、画像処理装置の初期設定の一
部の項目が表示されている。設定画面９８０で設定された内容は、画像処理装置が起動さ
れるときにＨＤＤから、ＲＡＭの所定領域に読出される。登録キー９８４がタッチされる
と、該当するデータが更新される。
【００２３】
　アドレス帳のデフォルト設定に関する領域９８２には、上記したようにアドレス帳から
相手先名が選択された場合、指定されている画像送信モードの送信先情報のみを用いるか
否かを定めるための領域である。図５では、「送信するモードのみの宛先を適用する」の
チェックボックスにチェックマークが付されており、各相手先名に対応させて登録された
送信先情報のうち、送信モードに対応する送信先情報のみに対して送信するように設定さ
れている。この設定状態であれば、上記したように、ファクスモードが選択され、アドレ
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ス帳ウィンドウ９００に表示される複数の相手先名の中から相手先名が選択された場合、
選択された相手先名に対応するファクス番号のみが送信先として決定される。選択された
相手先名に対応させて、電子メールアドレス等のファクス番号以外の送信先情報が登録さ
れていても、それらは送信先としては使用されない。一方、「送信するモードのみの宛先
を適用する」のチェックボックスにチェックマークが付されていなければ、選択された相
手先名に対応させて、電子メールアドレス等のファクス番号以外の送信先情報が登録され
ていた場合、それらも送信先として決定される。
【００２４】
　アドレス帳ウィンドウ９００に表示される相手先名のリストがどのようなリストである
かは、キー９１２の下部に、ファクス、Ｅ－ｍａｉｌ等の文字で表示されるが、決定され
る送信先は、キー９１２の下部の表示には依存しない。決定される送信先は、アドレス帳
ウィンドウ９００で選択された相手先名、及び「送信するモードのみの宛先を適用する」
設定が有効になっている（チェックされている）か否かによって決定される。
【００２５】
　領域９８２の「デフォルトで表示するカテゴリー」に関する設定は、アドレス帳ウィン
ドウ９００を表示した場合に、表示される相手先名が属するカテゴリーを指定するためデ
フォルト設定である。図５では、何れのカテゴリーも設定されていない。この設定であれ
ば、図２に示したように、キー９１４には「絞込まない」と表示される。
【００２６】
　領域９８２の「表示中のモードによらず全ての宛先種類を表示する」のチェックボック
スにチェックマークが付されていれば、アドレス帳を表示した場合に、指定されている送
信モードに依存せず、全ての相手先名が表示される。図５では、チェックマークが付され
ていないので、アドレス帳を表示することが指示された場合、指定されている画像送信モ
ードで絞込まれた相手先名が表示される。また、図５には、画像送信する場合の画像セッ
ト方向が設定されている。
【００２７】
　このように画像処理装置を設定し、アドレス帳ウィンドウ９００に全ての送信モードの
相手先名を表示せずに、指定（絞込）された送信モードに対応する宛先名のみを表示すれ
ば、利用者は、操作ミスすることなく容易に相手先を選択することができる。また、利用
者がリストされた相手先名から特定の相手先名を選択してファクス送信する場合、アドレ
ス帳のデフォルト設定が、送信モードのみの宛先情報を使用するように設定されていれば
、選択された相手先名に対応させてファクス番号以外の送信先が登録されていたとしても
、ファクス番号のみに画像送信が実行される。したがって、選択された相手先名に対応さ
せて電子メールアドレス等の、ファクス番号以外の送信先情報が登録されていても、それ
らへの送信を防止することができる。
【００２８】
　しかし、複数の送信先情報を登録できるワンタッチキー等のショートカットキーに、Ｆ
ＡＸ番号、電子メールアドレス等の送信先情報のみが登録され、送信モードを示す情報が
登録されていない場合、上記のように、送信モードでの絞込機能が有効に設定されていて
も、絞込機能がショートカットキーによる送信には適用できず、ショートカットキーに複
数の送信先情報が登録されている場合、全てに送信されてしまう問題がある。例えば、フ
ァクシミリにのみ送信することを要望されたにもかかわらず、電子メールでも送信してし
まうことがある。これによって利用者は不快な思いをするという不具合が生じる。
【００２９】
　したがって、本発明は、ショートカットキーに複数の送信先情報が登録されている場合
でも、二重送信等によって、利用者が意図しない送信先に送信されることを効率的に抑制
することができ、利用者に不快な思いをさせることがない画像処理装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３０】



(7) JP 5542757 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

　上記の目的は、下記によって達成することができる。
【００３１】
　即ち、本発明に係る画像処理装置は、画像送信を指示するショートカットキーに対応さ
せて、画像送信先を表す複数の送信先情報を記憶する記憶部と、ショートカットキーを表
示する表示部と、ショートカットキーが選択されたことを検知する操作部と、ショートカ
ットキーが選択されたことが操作部によって検知された場合、所定条件を満たせば、選択
されたショートカットキーに対応させて記憶された複数の送信先情報を表示部に表示させ
る制御部とを備え、操作部は、表示部に表示された複数の送信先情報の中から少なくとも
１つの送信先情報を選択する選択操作を受付け、制御部は、選択された送信先情報を、シ
ョートカットキーが選択されたことによる画像送信の送信先として決定する。
【００３２】
　好ましくは、選択操作が完了した場合、制御部は、次回ショートカットキーが選択され
た場合に選択操作を行なうか否かを確認する画面を、表示部に表示させ、操作部が、選択
操作を行なうか否かに関する指示である選択要否を受付けた場合、制御部は、ショートカ
ットキーに対応させて選択要否の情報を記憶部に記憶させ、所定条件は、選択要否が選択
操作を行なう指示である場合に満たされる。
【００３３】
　より好ましくは、操作部が、選択操作を行なわない指示を受付けた場合、制御部は、シ
ョートカットキーが選択されたときに、選択された送信先情報を、画像送信の送信先とし
て決定するための選択情報を、ショートカットキーに対応させて記憶部に記憶する。
【００３４】
　さらに好ましくは、ショートカットキーが選択されたことが操作部によって検知された
場合、選択されたこのショートカットキーに対応する選択要否の情報が、選択操作を行な
わないことを表す情報であれば、制御部は、このショートカットキーが選択されたことに
よる画像送信の送信先を、このショートカットキーに対応する複数の送信先情報の中から
、このショートカットキーに対応する選択情報にしたがって決定する。
【００３５】
　好ましくは、記憶部は、画像データを送信する送信先情報を相手先名に対応させてアド
レス帳として記憶し、ショートカットキーは、アドレス帳とは別に記憶される。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、利用者がショートカットキーをタッチした場合、送信先を選択した後
に送信することができる。ショートカットキーがタッチされたときに、そのショートカッ
トキーに登録された送信先に、自動的に送信されないので、利用者が意図しない送信先に
送信されることを抑制することができ、利用者は安心して宛先ショートカットキーを使用
することができる。
【００３７】
　また、本発明によれば、利用者が特定のショートカットキーにタッチして、一度送信先
を決定すれば、次回同じショートカットキーがタッチされた場合、決定済みの送信先をそ
のまま使用することができるので、より効率的に送信することができる。
【００３８】
　また、本発明によれば、利用者が特定のショートカットキーにタッチして、一度送信先
を決定したとしても、次回同じショートカットキーがタッチされた場合に、再度送信先を
設定することもできるので、利用者はより安心して宛先ショートカットキーを使用するこ
とができる。
【００３９】
　また、アドレス帳とは別に、ショートカットキーを記憶することによって、アドレス帳
が変更されてもショートカットキーの登録情報が影響を受けないので、利用者は安心して
ショートカットキーを使用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】ファクスモードの基本画面を示す図である。
【図２】基本画面上にアドレス帳ウィンドウが表示された画面を示す図である。
【図３】絞込ウィンドウを示す図である。
【図４】図２の画面から、ジョブ種類による絞込条件が変更された画面を示す図である。
【図５】画像処理装置の設定画面を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の外観を示す斜視図である。
【図７】図１に示した画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図８】各動作モードの基本画面を表示するためのキーが表示されたホーム画面を示す図
である。
【図９】宛先ショートカットキーが表示されたホーム画面を示す図である。
【図１０】各動作モードの基本画面の基本レイアウトの構成を示す図である。
【図１１】操作部に表示されるファクスモードの基本画面を示す図である。
【図１２】画像送信を実行するコンピュータプロググラムの制御構造を示すフローチャー
トである。
【図１３】基本画面上に送信先選択ウィンドウが表示された画面を示す図である。
【図１４】送信先選択ウィンドウ上に確認ウィンドウが表示された画面を示す図である。
【図１５】基本画面上に確認ウィンドウが表示された画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下の実施の形態では、同一の部品には同一の参照番号を付してある。それらの名称及
び機能も同一である。したがって、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００４２】
　本発明の実施の形態に係る画像処理装置は、スキャナ機能、ファクス機能、電子メール
機能、コピー機能、及びプリンタ機能等の複数の機能を備えたデジタル複合機である。
【００４３】
　図６を参照して、画像処理装置１００は、原稿読取部１１０、画像形成部１２０、操作
部１３０、給紙部１４０、手差し給紙トレイ１４２、及び排紙処理部１５０を備えている
。操作部１３０は、タッチパネルディスプレイ１３２及び操作キー部１３４を備えている
。タッチパネルディスプレイ１３２は、液晶パネル等で構成された表示パネルと、表示パ
ネルの上に配置され、タッチされた位置を検出するタッチパネルとを含む。操作キー部１
３４には、図示しないいくつかの機能キーが配置される。操作キー部１３４には、テンキ
ーが配置される場合もある。
【００４４】
　図７を参照して、画像処理装置１００は、画像処理装置１００全体を制御する制御部（
以下、ＣＰＵという）１０２と、プログラム等を記憶するためのＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０４と、揮発性の記憶装置であるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０６と、通電が遮断された場合にもデータを保持する不揮発性
記憶装置であるＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１０８とを備えている。ＲＯ
Ｍ１０４には、画像処理装置１００の動作を制御するのに必要なプログラム及びデータが
記憶されている。
【００４５】
　画像処理装置１００はさらに、画像処理部１２２、画面生成部１２４、ファクス通信部
１１２、ネットワークＩ／Ｆ１１４、及びバス１１６を備えている。ＣＰＵ１０２、ＲＯ
Ｍ１０４、ＲＡＭ１０６、ＨＤＤ１０８、ファクス通信部１１２、ネットワークＩ／Ｆ１
１４原稿読取部１１０、画像形成部１２０、画像処理部１２２、画面生成部１２４、操作
部１３０は、バス１１６に接続されている。各部間のデータ（制御情報を含む）交換は、
バス１１６を介して行なわれる。ＣＰＵ１０２は、バス１１６を介してＲＯＭ１０４から
プログラムをＲＡＭ１０６上に読出して、ＲＡＭ１０６の一部を作業領域としてプログラ
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ムを実行する。即ち、ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４に格納されているプログラムにした
がって画像処理装置１００を構成する各部の制御を行ない、画像処理装置１００の各機能
を実現する。
【００４６】
　ファクス通信部１１２は、外部の公衆電話回線１６０に接続され、画像処理装置１００
が公衆電話回線１６０を介して外部装置とファクス通信するためのインターフェイスであ
るファクスモデムを備えている。
【００４７】
　ネットワークＩ／Ｆ１１４は、外部のネットワーク１６２に接続され、画像処理装置１
００がネットワーク１６２を介して外部装置と通信するためのインターフェイスとして、
例えばＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）を備えている。
【００４８】
　画像処理装置１００が備える画像通信モードとしては、ファクスモデムにより公衆電話
回線を介して画像データを送受信するファクスモード、ＮＩＣによりインターネットを介
して画像データを送受信するインターネットファクスモード、画像データを電子メールに
添付して送受信する電子メール通信モード（スキャンｔｏメール）、及びネットワークを
介して画像データをＰＣの特定のフォルダに転送する画像送信モード（スキャンｔｏフォ
ルダ）等がある。
【００４９】
　原稿読取部１１０は、画像を読取るためのＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ：電荷結合素子）と、原稿台、自動原稿送り装置（ＡＤＦ）等にセットされた
原稿を検知する原稿検知センサとを備え、原稿を読取って画像データを入力する。画像デ
ータは画像メモリ（図示せず）に一時的に記憶される。画像処理部１２２は、読取った画
像データに対して、種々の画像処理を実行する。画像形成部１２０は、画像データを記録
紙に印刷する。画像データは、必要に応じてＨＤＤ１０８に記憶される。
【００５０】
　給紙部１４０は画像形成用の記録紙を保持する。手差し給紙トレイ１４２は、記録紙を
手差し給紙するためのトレイである。
【００５１】
　操作部１３０は、利用者による画像処理装置１００に対する指示等の入力を受付ける。
タッチパネルディスプレイ１３２に表示される画像は、画面生成部１２４によって生成さ
れる。利用者は、タッチパネルディスプレイ１３２に表示される画面によって、画像処理
装置１００の状態及びジョブの処理状況等の確認を行なう。タッチパネルディスプレイ１
３２に表示されたキーを、表示パネルに重ねられたタッチパネル上で選択する（タッチパ
ネル上の該当部分にタッチする）ことによって、画像処理装置１００の機能設定及び動作
指示等ができる。
【００５２】
　ＣＰＵ１０２は、操作部１３０に設けられたタッチパネルディスプレイ１３２、入力キ
ー等に対する利用者の操作を監視すると共に、タッチパネルディスプレイ１３２に画像処
理装置１００の状態に関する情報等の利用者に通知すべき情報等を表示する。
【００５３】
　以下、画像処理装置１００が搭載している機能（コピー機能、プリンタ機能、スキャナ
機能、及びファクス機能）を実行する各モードについて簡単に説明する。
【００５４】
　（コピーモード）
　画像処理装置１００を複写機として利用する場合には、原稿読取部１１０によって読取
られた原稿の画像データ（以下、原稿データともいう）が、画像形成部１２０から複写物
として出力される。
【００５５】
　原稿読取部１１０に装備されたＣＣＤにより、読取位置にセットされた原稿の画像を電
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子的に読取ることができる。読取られた画像データは、画像メモリ上に出力データ（印刷
用データ）として完成された後、ＨＤＤ１０８に記憶される。原稿が複数ある場合には、
この読取り動作及び記憶動作が繰返される。その後、操作部１３０から指示された処理モ
ードに基づいて、ＨＤＤ１０８に記憶された画像データが適切なタイミングで順次読出さ
れて画像メモリに送られる。そして、画像形成部１２０での画像形成のタイミングに合わ
せて、画像データは画像形成部１２０へと伝送される。
【００５６】
　読取った画像データを複数枚印刷する場合にも、同様に出力データとしてページ単位で
ＨＤＤ１０８に記憶され、ＨＤＤ１０８から画像メモリに送られ、出力枚数の分だけ繰返
し、画像形成のタイミングに合わせて画像形成部１２０へ伝送される。
【００５７】
　給紙部１４０では、記録紙がピックアップローラによって引き出され、複数の搬送用ロ
ーラによって、画像形成部１２０まで搬送される。画像形成部１２０では、帯電された感
光体ドラムを入力された画像データに応じて露光することにより、感光体ドラムの表面に
、画像データに応じた静電潜像を形成する。感光体ドラム上の静電潜像部分にトナーを付
着させた後、トナーによる画像を、転写ベルトを介して、搬送された記録紙に転写される
。その後、記録紙は加熱及び加圧され（これにより記録紙に画像が定着する）、排紙トレ
イ１５２に排出される。
【００５８】
　（プリンタモード）
　画像処理装置１００をプリンタとして利用する場合には、ネットワークＩ／Ｆ１１４を
介して受信した画像データが画像メモリ等を介して画像形成部１２０から出力される。
 
【００５９】
　ネットワークＩ／Ｆ１１４は、ネットワーク１６２に接続されたＰＣ等の端末装置（図
示せず）から画像データを受信する。受信された画像データは、出力画像データとしてペ
ージ単位に画像メモリに送られた後、ＨＤＤ１０８に記憶される。その後、画像データは
、再びＨＤＤ１０８から画像メモリに送られ、上記したコピーモードと同様に画像形成部
１２０へと伝送され、画像形成が行なわれる。
 
【００６０】
　（スキャナモード）
　画像処理装置１００を、例えばネットワークスキャナとして利用する場合には、原稿読
取部１１０において読取られた原稿データを、ネットワークＩ／Ｆ１１４からネットワー
ク１６２を介してコンピュータ等の端末装置へ送信する。この場合にも、原稿読取部１１
０に装備されたＣＣＤにより原稿を電子的に読取る。そして、読取られた原稿データは、
画像メモリ上に出力データとして完成された後、ＨＤＤ１０８に記憶される。その後、画
像データは、再びＨＤＤ１０８から画像メモリに送られ、操作部１３０を介して指定され
た送信先との通信を確立した上で、ネットワークＩ／Ｆ１１４から、指示された送信先へ
と送信される。
 
【００６１】
　（ファクスモード）
　画像処理装置１００は、ファクス通信部１１２及び公衆電話回線１６０を介して外部の
ファクス装置とファクス送受信することができる。
【００６２】
　画像処理装置１００をファクス装置として使用する場合、画像処理装置１００は、ＨＤ
Ｄ１０８から画像データを読出して、ファクス通信用のデータ形式に変換して、ファクス
通信部１１２及び公衆電話回線１６０を介して外部のファクス装置に送信することができ
る。また、ファクス装置からファクス受信したデータを、画像データとして画像メモリ上
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に形成し、上記と同様に、ＨＤＤ１０８への記憶、画像形成部１２０による印刷を実行す
ることができる。
【００６３】
　ファクス送信を実行する場合、利用者はタッチパネルディスプレイ１３２に表示された
画面及び操作キー部１３４を操作して、ファクス送信の条件を設定した後、ファクス送信
の実行を指示するキーを押す。ファクス送信の条件には、相手先のファクス番号、原稿の
サイズ、送信画像の濃度、送信画像の画質等がある。同じ原稿を複数の送信先にまとめて
送信する同報送信する場合には、送信先毎のファクス番号、送信先毎の送信条件を設定す
る。
【００６４】
　図８を参照して、操作部１３０に表示されるホーム画面１８０において、領域１８２に
表示されているキーにタッチすることによって、各機能を選択し、該当するモードの基本
画面を表示することができる。領域１８２には、コピー、Ｅ－ｍａｉｌ、ファクス等の各
モードを選択するためのキーが表示されている。設定キー１８６は、画像処理装置のシス
テム設定を行なうためのキーである。右送りキー１８８は次のホーム画面を表示するため
のキーであり、タッチされた場合、例えば図９に示すような次のホーム画面１９０が表示
される。ホーム画面１９０にも複数のキーがアイコンとして表示されている。図９では２
つの宛先ショートカットキー１９２、１９４が表示されているが、宛先ショートカットキ
ーは、１つ又は３つ以上表示され得る。宛先ショートカットキー１９２、１９４は、ワン
タッチキー、グループキー等と同様の機能を有するキーである。左送りキー１９８は、前
のホーム画面に戻るためのキーであり、タッチされると、図８のホーム画面１８０が表示
される。なお、宛先ショートカットキーは、アドレス帳を開いて送信先を選択する操作を
行なうことなく、設定済みの送信先に送信することができるという意味で、ショートカッ
トキーである。
【００６５】
　宛先ショートカットキーの登録方法は任意である。上記したように、ホーム画面１９０
に表示される場合には、画像処理装置１００のシステム設定画面から、システム管理者等
によって登録される。例えば、設定キー１８６がタッチされた場合に開くシステム設定画
面において、宛先ショートカットキーを特定する情報（例えばキーの名前）を設定し、そ
れに対応させて、例えばアドレス帳から宛先名を指定して、送信先情報を登録することが
できる。アドレス帳の宛先名に複数の送信先情報が登録されている場合、例えば、それら
が全て宛先ショートカットキーに登録される。アドレス帳の宛先名に複数の送信先情報が
登録されている場合、それらの中から選択したものだけを、宛先ショートカットキーに登
録するようにしてもよい。
【００６６】
　ここでは、宛先ショートカットキー１９２には、そのキーを特定するための情報として
名前（具体的にはａｄｄｒｅｓｓ１）が設定され、これに対応させて表１の情報が登録さ
れているとする。選択フラグは、後述するように、送信先として選択されているか否かを
表す。選択フラグが“１”の送信先情報が選択されており、選択フラグが“０”の送信先
情報は選択されていない。なお、表１では送信モードをテキストで示しているが、各モー
ドを表すコード又は数値であってもよい。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　図８において、領域１８２に表示された各モードのキーがタッチされると、各種動作モ
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ードの基本画面が表示される。図１０を参照して、操作部１３０に表示される各種動作モ
ードの基本画面は、システム領域２００、機能設定／確認領域（以下、機能選択領域とい
う）２１０、プレビュー領域２４０、アクションパネル領域２６０、及び、タスクトリガ
ー領域２８０を含む５つの領域から構成される。これら５つの領域は、基本レイアウトに
したがって以下のように配置される。即ち、システム領域２００は基本画面の最上部に配
置される。プレビュー領域２４０は基本画面の中央部に配置される。機能選択領域２１０
は、基本画面においてプレビュー領域２４０に対して左側に配置される。アクションパネ
ル領域２６０は、基本画面においてプレビュー領域２４０に対して右側上部に配置される
。タスクトリガー領域２８０は、基本画面においてプレビュー領域２４０に対して右側下
部に配置される。上記した各種動作モードの基本画面を構成する５つの領域及び基本レイ
アウトは、全ての動作モードにおいて共通する。
【００６９】
　上記した各種動作モードの基本画面の一例として、ホーム画面１８０上のファクスキー
１８４がタッチされた場合に表示されるファクスモードの基本画面について説明する。図
１１を参照して、ファクスモードの基本画面３００のシステム領域２００には、ファクス
モードであることを示す文字「ファクス」と、ジョブ状況が表示される。
【００７０】
　ファクスモードの基本画面３００の機能選択領域２１０には、アドレス帳の表示を要求
するためのキー２０２と、ファクスモードに関する各種機能及びパラメータ等の条件の設
定変更を行なうための各種設定キーが表示される。本実施の形態では、上記各種設定キー
として、ファクス原稿の濃度を変更するためのキー２１２、ファクス原稿の画質を変更す
るためのキー２１４、ファクス原稿の送信サイズ等を変更するためのキー２１６、大量原
稿モードを設定するためのキー２１８、薄紙読込み機能を設定するためのキー２２０、混
載原稿機能を設定するためのキー２２２、及び、原稿枚数カウント機能を設定するための
キー２２４が表示される。利用者によってキー２１２～２１６の何れかがタッチされた場
合、タッチパネルディスプレイ１３２に、押下されたキーに対応する設定画面（例えば、
濃度設定画面、画質設定画面、及び原稿設定画面等）が表示される。キー２１８～２２４
の左端には、チェックボックスが表示される。利用者によって、キー２１８～２２４の何
れかがタッチされた場合、タッチされたキーのチェックボックスにチェックマークが表示
され、タッチされたキーに対応する機能が設定される。機能選択領域２１０における上記
した各種設定キー２１２～２２４の下方には、各種設定キー２１２～２２４の表示スタイ
ルを変更するためのキー２２６及び２２８と、他の機能キー２３０と、が表示される。キ
ー２２６は、予め「お気に入り」登録された機能に関する設定キーのみを表示させるため
のキーである。キー２２８は、設定変更された機能に関する設定キーのみを表示させるた
めのキーである。他の機能キー２３０は、機能選択領域２１０に表示されている機能とは
異なる他の特別機能の表示を要求するためのキーである。
【００７１】
　機能選択領域２１０において、表示対象の全ての設定キーを表示しきれない場合には、
各種設定キーは上下方向にスクロール可能に表示される。但し、変更キー２２６～２３０
の表示位置は固定されたままである。利用者は、タッチ操作（スクロール操作）又はジェ
スチャー操作（上下方向のフリック操作）によって、各種設定キーの表示部分を上下方向
に切替えることができる。
【００７２】
　ファクスモードの基本画面３００のプレビュー領域２４０には、ファクス番号等を入力
するための仮想テンキー群２４２と番号表示領域２４４とが表示される。仮想テンキー群
２４２は、０～９までの数字キー、「♯」キー等の記号キー、クリア（Ｃ）キー、及び、
確定キーを含む。番号表示領域２４４は、利用者によって入力された送信相手先のファク
ス番号を表示するための領域である。
【００７３】
　プレビュー領域２４０にはさらに、原稿載置台又は自動原稿搬送装置（ＡＤＦ（Ａｕｔ
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ｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ））（何れも図示せず）にファクス原稿がセットさ
れたか否かを示すアイコン、及び、現在のファクス送信設定状況等を示すウィンドウ２４
６が表示される。
【００７４】
　ファクスモードの基本画面３００のアクションパネル領域２６０には、ファクスモード
におけるおすすめ機能を実行するための各種実行キーが表示される。図４では、送信先を
最近使ったものの中から選択するためのキー２６２、検索番号（予め登録されたクイック
番号）を指定して送信先情報（ファクス番号）を呼出すためのキー２６４、外部サーバに
登録したグローバルアドレス（ファクス番号、メールアドレス等）を検索するためのキー
２６６、直接送信することを指定するためのキー２６８、宛先を登録又は削除するための
キー２７０が表示されている。
【００７５】
　ファクスモードの基本画面３００のタスクトリガー領域２８０には、スキャンインキー
２８２、クリアオールキー（ＣＡキー）２８４、スタートキー２８６、及び、オンフック
キー２８８が表示される。スキャンインキー２８２は、ファクス原稿をスキャンし、スキ
ャンデータに基づくプレビュー画像をプレビュー領域２４０に表示させるスキャンイン処
理の実行を開始するためのキーである。ＣＡキー２８４は、設定変更された機能及びパラ
メータ等を全てキャンセルし、設定をデフォルト状態へ戻すためのキーである。スタート
キー２８６は、ファクス送信処理の実行を開始するためのキーである。オンフックキー２
８８は、回線の状態をオンフック状態にするためのキーである。
【００７６】
　以下、図１２を参照して、画像処理装置１００において、画像送信を実行するためにＣ
ＰＵ１０２が実行するプログラムの制御構造について説明する。画像処理装置１００の電
源がオンされ、例えば操作部１３０にホーム画面１８０（図８参照）が表示されたとする
。
【００７７】
　ここでは、画像処理装置のシステム設定は、図５に示すように、送信モードでの絞込機
能が有効に設定されているとする。即ち、「送信するモードのみの宛先を適用する」にチ
ェックが付され、デフォルト表示画面としてファクス基本画面が設定されているとする。
画像処理装置１００は、図１～図５を用いて説明したように、アドレス帳を表示するとき
に、アドレス帳ウィンドウ９００に全ての送信モードの相手先名を表示せずに、指定（絞
込）された送信モードに対応する宛先名のみを表示する。また、利用者がリストされた相
手先名から特定の相手先名を選択し、送信を指示した場合、指定された送信モードの送信
先情報にのみ送信される。即ち、選択された相手先名に、指定されていない送信モードの
送信先情報が含まれていた場合、その送信先情報は送信時には使用されない。
【００７８】
　上記の前提で、利用者が、画面１８０上の右送りキー１８８にタッチした後、画面１９
０上のａｄｄｒｅｓｓ１の宛先ショートカットキー１９２にタッチしたとする。
【００７９】
　ＣＰＵ１０２は、宛先ショートカットキー１９２がタッチされたことを検知して、ステ
ップ４００において、送信先の選択を行なうか否かを判定する。具体的には、後述する表
示フラグが所定の値（例えば“０”）であるか否かを判定する。送信先の選択を行なうと
判定された場合、制御はステップ４０２に移行する。そうでなければ（送信先の選択を行
なわない場合）、制御はステップ４２８に移行する。
 
【００８０】
　ステップ４０２において、ＣＰＵ１０２は、タッチされた宛先ショートカットキー１９
２に登録されている宛先（送信モード及び送信先情報）の送信モードが全て同じであるか
否かを判定する。全て同じであると判定された場合、制御はステップ４０６に移行する。
そうでなければ、制御はステップ４０４に移行する。
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【００８１】
　ステップ４０４において、ＣＰＵ１０２は、デフォルトとして設定されている送信モー
ドに対応する基本画面を操作部１３０に表示する。ここでは、デフォルト表示画面として
ファクス基本画面が設定されているので、ファクスモードの基本画面３００が表示される
。
【００８２】
　ステップ４０６において、ＣＰＵ１０２は、宛先に登録されている送信モード（全て同
じ送信モード）の基本画面を操作部１３０に表示する。例えば、複数の宛先の送信モード
が全てファクシミリ送信であれば、ファクスモードの基本画面３００が表示される。宛先
の送信モードが全て電子メール送信であれば、電子メール送信の基本画面が表示される。
【００８３】
　ステップ４０８において、ＣＰＵ１０２は、送信先を選択するためのウィンドウを、表
示されている基本画面の上に表示する。例えば、図１３に示す送信先選択ウィンドウ５０
０を表示する。図１３は、送信先選択ウィンドウ５００に異なる送信モードが表示されて
いるので、ステップ４０４が実行された場合に、ステップ４０８において表示される画面
であることが分かる。送信先表示領域５０２には、ＨＤＤ１０８に記憶されている宛先シ
ョートカットキーに登録されている送信先情報が表示される。ＨＤＤ１０８には、宛先シ
ョートカットキーの名称“ａｄｄｒｅｓｓ１”と対応させて、画像送信の送信先情報（フ
ァクス番号、メールアドレス等）が登録されている。送信先選択ウィンドウ５００では、
名称が“ａｄｄｒｅｓｓ１”である宛先ショートカットキー１９２に登録されている送信
先情報として、ファクス番号“０３－１２３４－５６７８”と、メールアドレス“ｎａｍ
ｅ１＠ｃｏｍｐａｎｙ１．ｃｏ．ｊｐ”及び“ｎａｍｅ２＠ｃｏｍｐａｎｙ１．ｃｏ．ｊ
ｐ”とが表示されている。送信先選択ウィンドウ５００には、利用者へのメッセージとし
て「ホームから送信時に適用する宛先を選択してください。」が表示されている。図１３
では、各行の先頭のチェックボックス５０４にチェック表示がなく、何れの送信先情報も
選択されていない。
【００８４】
　宛先ショートカットキーへの登録件数が多く、送信先選択ウィンドウ５００に、全てを
表示できない場合には、一部が表示され、表示されていない登録内容を表示するためのア
ップキー、ダウンキー、スライドバー等も表示される。キー５０６は、送信先選択ウィン
ドウ５００を消去するためのキーである。
【００８５】
　なお、ステップ４０６が実行された場合には、ステップ４０８において表示される送信
先選択ウィンドウ５００には、図１３と異なり、１種類の送信モードの送信先情報が表示
される。
【００８６】
　ステップ４１０において、ＣＰＵ１０２は、送信先選択ウィンドウ５００において、何
らかの操作があったか否かを判定する。具体的には、ＣＰＵ１０２は、チェックボックス
５０４の何れか、又はキー５０６がタッチされたか否かを判定する。操作があったと判定
された場合、制御はステップ４１２に移行する。そうでなければ、ステップ４１０が繰返
される。
【００８７】
　ステップ４１２において、ＣＰＵ１０２は、送信先選択ウィンドウ５００での設定が確
定されたか否かを判定する。具体的には、ＣＰＵ１０２は、キー５０６がタッチされたか
否かを判定する。確定したと判定された場合、制御はステップ４１６に移行する。そうで
なければ、制御はステップ４１４に移行する。
【００８８】
　ステップ４１４において、ＣＰＵ１０２は、タッチされたチェックボックス５０４の設
定を変更する。チェックボックス５０４がチェックされていなければ、チェックされた状
態の画面に変更する。チェックボックス５０４が既にチェックされていれば、チェックさ
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れていない状態の画面に変更する。その後、制御はステップ４１０に戻る。
【００８９】
　ステップ４１６において、ＣＰＵ１０２は、次回宛先ショートカットキー１９２がタッ
チされた場合、送信先の選択を実施するか否かを確認する画面を表示する。具体的には、
ＣＰＵ１０２は、図１４に示す確認ウィンドウ６００を表示する。確認ウィンドウ６００
には、利用者へのメッセージ「次回、送信先選択画面を表示しますか？」と、キー６０２
及び６０４とが表示される。
【００９０】
　ステップ４１８において、ＣＰＵ１０２は、キー６０２及び６０４の何れかがタッチさ
れたか判定する。タッチされたと判定された場合、制御はステップ４２０に移行する。そ
うでなければ、ステップ４１８が繰返される。
【００９１】
　ステップ４２０において、ＣＰＵ１０２は、キー６０２がタッチされたか否か判定する
。キー６０２がタッチされたと判定された場合、制御はステップ４２２に移行する。そう
でなければ、制御はステップ４２４に移行する。
【００９２】
　ステップ４２２において、ＣＰＵ１０２は、確認ウィンドウ６００を消去し、送信先選
択ウィンドウ５００の表示の要否を表す表示フラグを“１”（表示することを表す）にし
、ステップ４１０～４１４で選択された送信先情報を、送信先として決定し、例えばＲＡ
Ｍ１０６の所定領域に一時記憶する。その後、制御はステップ４３４に移行する。
【００９３】
　ステップ４２４において、ＣＰＵ１０２は、確認ウィンドウ６００を消去し、送信先選
択ウィンドウ５００の表示の要否を表す表示フラグを“０”（表示しないことを表す）に
し、ステップ４１０～４１４で選択された送信先情報を、送信先として決定し、例えばＲ
ＡＭ１０６の所定領域に一時記憶する。その後、制御はステップ４２６に移行する。
【００９４】
　ステップ４２６において、ＣＰＵ１０２は、宛先ショートカットキー１９２の登録情報
をステップ４１０～４１４での設定結果で更新する。その後、制御はステップ４３４に移
行する。具体的には、ＣＰＵ１０２は、宛先ショートカットキー１９２を特定する情報に
対応させて、ステップ４１０～４１４の処理の結果、即ち、送信先として選択された送信
先情報を今後使用する宛先として設定するために、該当する選択フラグを“１”にセット
する。図１４のように、チェックが付された場合、宛先ショートカットキー１９２を特定
する情報“ａｄｄｒｅｓｓ１”に対応させて記憶されている情報は、表２のようになる。
【００９５】
【表２】

【００９６】
　ステップ４００で送信先の選択を行なわないと判定された場合、ステップ４２８におい
て、ＣＰＵ１０２は、タッチされた宛先ショートカットキー１９２に登録されている宛先
（送信モード及び送信先情報）のうち、使用する宛先（選択フラグが“１”）の送信モー
ドが全て同じであるか否かを判定する。送信モードが全て同じであると判定された場合、
制御はステップ４３０に移行する。そうでなければ、制御はステップ４０４に移行して、
デフォルトとして設定されている送信モードに対応する基本画面を操作部１３０に表示し
、その後制御はステップ４３２に移行する。
【００９７】
　ステップ４３０において、ＣＰＵ１０２は、使用する宛先の送信モード（全て同じ送信
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モード）の基本画面を操作部１３０に表示する。例えば、使用する宛先の送信モードが全
てファクシミリ送信であれば、ファクスモードの基本画面３００が表示される。使用する
宛先の送信モードが全て電子メール送信であれば、電子メール送信の基本画面が表示され
る。
【００９８】
　ステップ４３２において、ＣＰＵ１０２は、使用する宛先の送信先情報を、送信先とし
て決定し、例えばＲＡＭ１０６の所定領域に一時記憶する。その後、制御はステップ４３
４に移行する。
【００９９】
　ステップ４３４において、ＣＰＵ１０２は、操作部１３０に基本画面を表示する。この
とき、基本画面上には、ステップ４２２、４２４、又は４３２において決定された送信先
情報が、少なくともタスクトリガー領域２８０を隠さないように、リスト表示される。
【０１００】
　ステップ４３６において、ＣＰＵ１０２は、基本画面に対して何らかの操作があったか
否かを判定する。具体的には、ＣＰＵ１０２は、基本画面上の何れかのキーがタッチされ
たか否かを判定する。操作があったと判定された場合、制御はステップ４３８に移行する
。そうでなければ、ステップ４３６が繰返される。
【０１０１】
　ステップ４３８において、ＣＰＵ１０２は、送信を指示するスタートキー（図１１の場
合、スタートキー２８６）がタッチされたか否かを判定する。スタートキーがタッチされ
たと判定された場合、制御はステップ４４２に移行する。そうでなければ、制御はステッ
プ４４０に移行する。
【０１０２】
　ステップ４４０において、ＣＰＵ１０２は、送信をキャンセルするためのキャンセルキ
ー（図１１の場合、ＣＡキー２８４）がタッチされたか否かを判定する。キャンセルキー
がタッチされたと判定された場合、それまでの操作をキャンセルし、本プログラムを終了
する。そうでなければ（スタートキー及びキャンセルキー以外のキーがタッチされた場合
）、ＣＰＵ１０２はタッチされたキーに応じた処理を実行し、その後制御はステップ４３
４に戻る。例えば、ステップ４３４において、送信先情報をリスト表示するときに、リス
ト表示されている送信先情報を削除できるように、「削除キー」を表示することができる
。その場合、特定の送信先情報がタッチされ、削除キーが押された場合、タッチされた送
信先情報を送信先から削除し、基本画面の送信先リストからも削除する。
【０１０３】
　ステップ４４２において、ＣＰＵ１０２は、送信用画像データを生成し、決定された送
信先に、生成した画像データを送信する。その後、本プログラムは終了する。具体的には
、ＣＰＵ１０２は、原稿読取部１１０を制御して原稿をスキャンし、原稿を画像データと
して記憶し、送信モードに応じた画像データを生成して送信する。例えば、ファクス送信
の条件（カラー又は白黒、解像度等）に応じたファクス送信用の画像データを生成する。
【０１０４】
　本プログラムが終了した場合、操作部１３０はホーム画面１８０が表示された状態に戻
る。
【０１０５】
　以上によって、画像処理装置１００が、アドレス帳の表示及びアドレス帳からの送信先
設定に関して、送信するモードのみの宛先を適用するように設定されていれば、利用者は
宛先ショートカットキーをタッチした場合、送信先を選択した後に送信することができる
。宛先ショートカットキーがタッチされたときに、その宛先ショートカットキーに登録さ
れた送信先に、自動的に送信されないので、利用者が意図しない送信先に送信されること
を抑制することができ、利用者は安心して宛先ショートカットキーを使用することができ
る。
【０１０６】
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　また、利用者が特定の宛先ショートカットキーにタッチして、一度送信先を決定すれば
、次回同じ宛先ショートカットキーがタッチされた場合、決定済みの送信先をそのまま使
用することができるので、より効率的に送信することができる。
【０１０７】
　また、利用者が特定の宛先ショートカットキーにタッチして、一度送信先を決定したと
しても、次回同じ宛先ショートカットキーがタッチされた場合に、再度送信先を設定する
こともできるので、利用者はより安心して宛先ショートカットキーを使用することができ
る。
【０１０８】
　なお、画像処理装置１００が、アドレス帳の表示及びアドレス帳からの送信先設定に関
して、送信するモードのみの宛先を適用するように設定されていなければ、利用者が宛先
ショートカットキーをタッチした場合、従来と同様に、その宛先ショートカットキーに登
録されている送信先に自動的に送信される。
【０１０９】
　図１２に示したフローチャートは種々変更して実行することができる。例えば、上記で
はステップ４３２で送信先が決定された後、制御がステップ４３４に移行する場合を説明
したが、これに限定されない。ステップ４３２の前又は後に、例えば図１５に示すように
確認ウィンドウ６００を表示してもよい。即ち、送信先選択ウィンドウ５００が表示され
ずに、決定済みの送信先を使用する場合（ステップ４００での判定の結果、ステップ４２
８が実行される場合）でも、次回に送信先選択ウィンドウ５００が表示されるようにして
もよい。これにより、利用者はより柔軟に宛先ショートカットキーを使用することができ
る。
【０１１０】
　上記では、画像処理装置が、送信モードでの絞込機能が有効に設定されている場合を説
明したが、これに限定されない。送信モードでの絞込機能が有効に設定されていない状態
でも、宛先ショートカットキーがタッチされた場合に、送信先選択ウィンドウを表示して
、利用者が送信先を選択できるようにしてもよい。さらには、送信モードでの絞込機能を
有しない画像処理装置においても、宛先ショートカットキーがタッチされた場合に、送信
先選択ウィンドウを表示して、利用者が送信先を選択できるようにしてもよい。
【０１１１】
　上記では、宛先ショートカットキーに、送信先情報に対応させて、送信モード（画像送
信の種類）を特定する情報が登録されている場合を説明したが、これに限定されない。送
信モードを特定する情報は、宛先ショートカットキーに含まれなくてもよい。送信モード
に応じて、送信先情報は異なる。例えば、ファクス番号であれば所定桁数の数字列であり
、電子メールアドレスであれば“＠”が含まれている。したがって、送信先情報から、対
応する送信モードを特定することができるので、宛先ショートカットキーに、送信モード
を特定する情報が含まれていなくてもよい。
【０１１２】
　なお、宛先ショートカットキーは、アドレス帳から選択して登録することもできるが、
アドレス帳の情報とは別に記憶することが好ましい。即ち、宛先ショートカットキーに登
録した送信先情報は、通常のメニュー（例えば、アドレス帳における検索等）から使用す
ることができないようにすることが好ましい。
【０１１３】
　以上、実施の形態を説明することにより本発明を説明したが、上記した実施の形態は例
示であって、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、種々変更して実施
することができる。
【符号の説明】
【０１１４】
１００　　画像処理装置
１０２　　制御部（ＣＰＵ）
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１０４　　ＲＯＭ
１０６　　ＲＡＭ
１０８　　ＨＤＤ
１１０　　原稿読取部
１１２　　ファクス通信部
１１４　　ネットワークＩ／Ｆ
１１６　　バス
１２０　　画像形成部
１２２　　画像処理部
１２４　　画面生成部
１３０　　操作部
１３２　　タッチパネルディスプレイ
１３４　　操作キー部
１４０　　給紙部
１４２　　手差し給紙トレイ
１５０　　排紙処理部
１５２　　排紙トレイ
１６０　　公衆電話回線
１６２　　ネットワーク
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