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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）読取部と、
（ｂ）該読取部の制御を行うことによって原稿の画像を読み取る読取処理手段と、
（ｃ）操作者が、識別用の端末情報があらかじめそれぞれ設定された複数の端末装置のう
ちの所定の端末装置の端末情報を入力するための操作部と、
（ｄ）操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入力され
た後に、前記各端末装置に、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び情報取得要求
を同時通報によって送信し、所定の情報を要求する情報要求処理手段と、
（ｅ）前記各端末装置から送信された、前記情報取得要求に対する各回答情報に基づいて
、前記所定の端末装置を特定する端末装置判定処理手段と、
（ｆ）前記読取処理手段によって読み取られた原稿の画像の画像情報を、特定された端末
装置に送信する画像情報送信処理手段とを有するとともに、
（ｇ）前記各端末装置から送信された各回答情報は、前記各端末装置自体に設定された端
末情報と、各端末装置に同時通報によって送信された前記所定の端末装置の端末情報とが
一致するかどうかを表す情報を含むことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
（ａ）前記操作部において、前記各端末装置のうちの所定の端末装置の端末情報が入力さ
れ、かつ、前記読取部によって取得される読取データを画像データに変換するための画像
形式が指定され、
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（ｂ）前記情報要求処理手段は、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び前記情報
取得要求と共に、指定された画像形式を送信し、
（ｃ）前記各端末装置から送信された各回答情報は、各端末装置において、指定された画
像形式への画像変換が可能であるかどうかを表す応答を含む請求項１に記載の画像形成装
置。
【請求項３】
（ａ）読取部と、
（ｂ）該読取部の制御を行うことによって原稿の画像を読み取る読取処理手段と、
（ｃ）操作者が、識別用の端末情報があらかじめそれぞれ設定された複数の端末装置のう
ちの所定の端末装置の端末情報を入力するための操作部と、
（ｄ）操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入力され
た後に、前記各端末装置に、情報取得要求を同時通報によって送信し、各端末装置の端末
情報を含む所定の情報を要求する情報要求処理手段と、
（ｅ）入力された前記所定の端末装置の端末情報と、各端末装置から送信された、情報取
得要求に対する各回答情報に含まれる端末情報とが一致するかどうかに基づいて、前記所
定の端末装置を特定する端末装置判定処理手段と、
（ｆ）前記読取処理手段によって読み取られた原稿の画像の画像情報を、特定された端末
装置に送信する画像情報送信処理手段とを有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
（ａ）前記端末装置判定処理手段は、特定された端末装置が複数台存在するかどうかを判
断し、
（ｂ）特定された端末装置が複数台存在する場合、特定された端末装置が複数台存在する
旨の警告が表示部に表示される請求項１～３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　画像形成装置と、識別用の端末情報があらかじめそれぞれ設定された複数の端末装置と
がネットワークによって接続されたネットワークシステムにおいて、
（ａ）前記画像形成装置に配設された読取部と、
（ｂ）該読取部の制御を行うことによって原稿の画像を読み取る読取処理手段と、
（ｃ）前記画像形成装置に配設され、操作者が前記各端末装置のうちの所定の端末装置の
端末情報を入力するための操作部と、
（ｄ）操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入力され
た後に、前記各端末装置に、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び情報取得要求
を同時通報によって送信し、所定の情報を要求する情報要求処理手段と、
（ｅ）前記各端末装置から送信された、前記情報取得要求に対する各回答情報に基づいて
、前記所定の端末装置を特定する端末装置判定処理手段と、
（ｆ）前記読取処理手段によって読み取られた原稿の画像の画像情報を、特定された端末
装置に送信する画像情報送信処理手段とを有するとともに、
（ｇ）前記各端末装置から送信された各回答情報は、前記各端末装置自体に設定された端
末情報と、各端末装置に同時通報によって送信された前記所定の端末装置の端末情報とが
一致するかどうかを表す情報を含むことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項６】
　前記各端末装置は、画像形成装置から送信された端末情報と、端末装置自体にそれぞれ
設定された端末情報とが一致するかどうかを判断する端末情報一致判定処理手段、及び該
端末情報一致判定処理手段の判断結果を前記回答情報として画像形成装置に送信する回答
情報送信処理手段を備える請求項５に記載のネットワークシステム。
【請求項７】
（ａ）前記操作部において、前記各端末装置のうちの所定の端末装置の端末情報が入力さ
れ、かつ、前記読取部によって取得される読取データを画像データに変換するための画像
形式が指定され、
（ｂ）前記情報要求処理手段は、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び前記情報
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取得要求と共に、指定された画像形式を送信し、
（ｃ）前記各端末装置から送信された回答情報は、各端末装置において、指定された画像
形式への画像変換が可能であるかどうかを表す応答を含む請求項５に記載のネットワーク
システム。
【請求項８】
　前記各端末装置は、画像形成装置から送信された端末情報と、あらかじめそれぞれ設定
された端末装置自体の端末情報とが一致するかどうかを判断する端末情報一致判定処理手
段、画像形成装置から送信された画像形式による画像変換が可能かどうかを判断する画像
形式サポート判定処理手段、並びに前記端末情報一致判定処理手段及び画像形式サポート
判定処理手段の判断結果を前記回答情報として画像形成装置に送信する回答情報送信処理
手段を備える請求項７に記載のネットワークシステム。
【請求項９】
　画像形成装置と、識別用の端末情報があらかじめそれぞれ設定された複数の端末装置と
がネットワークによって接続されたネットワークシステムにおいて、
（ａ）前記画像形成装置に配設された読取部と、
（ｂ）該読取部の制御を行うことによって原稿の画像を読み取る読取処理手段と、
（ｃ）前記画像形成装置に配設され、操作者が前記各端末装置のうちの所定の端末装置の
端末情報を入力するための操作部と、
（ｄ）操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入力され
た後に、前記各端末装置に、情報取得要求を同時通報によって送信し、各端末装置の端末
情報を含む所定の情報を要求する情報要求処理手段と、
（ｅ）入力された前記所定の端末装置の端末情報と、各端末装置から送信された、前記情
報取得要求に対する各回答情報に含まれる端末情報とが一致するかどうかに基づいて、前
記所定の端末装置を特定する端末装置判定処理手段と、
（ｆ）前記読取処理手段によって読み取られた原稿の画像の画像情報を、特定された端末
装置に送信する画像情報送信処理手段とを有することを特徴とするネットワークシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びネットワークシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機、ファクシミリ装置、スキャナ装置、複合機（ＭＦＰ）等の画像形成装置
、例えば、複合機と複数の端末装置としてのパソコンとをネットワークによって接続した
ネットワークシステムが提供されている。
【０００３】
　該ネットワークシステムにおいては、プッシュスキャンモードで前記複合機によって原
稿の画像を読み取り、該原稿の画像の画像データを画像情報として各パソコンのうちの所
定のパソコンに送信することができるようになっている。その場合、前記複合機の記憶部
に送信リストが配設され、該送信リストに、各パソコンを識別するための情報、すなわち
、端末情報が送信先として登録される。そして、操作者が、複合機の表示部に送信リスト
を表示させ、送信リストにおいて送信先のパソコンを選択すると、選択されたパソコンに
画像データが送信されるようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－５９５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、前記従来のネットワークシステムにおいては、送信リストに端末情報が
登録されていないパソコンに画像データを送信することができない。また、新たに接続さ
れたパソコンの端末情報を前記送信リストに登録する場合、各パソコンの管理者の承認を
得る必要があるので、登録のための作業が煩わしいだけでなく、管理者の承認が得られな
い場合は、新たなパソコンの端末情報を前記送信リストに登録することができない。
【０００６】
　本発明は、前記従来のネットワークシステムの問題点を解決して、端末情報が登録され
ていない端末装置に画像情報を送信することができる画像形成装置及びネットワークシス
テム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】
【０００７】
  そのために、本発明の画像形成装置においては、読取部と、該読取部の制御を行うこと
によって原稿の画像を読み取る読取処理手段と、操作者が、識別用の端末情報があらかじ
めそれぞれ設定された複数の端末装置のうちの所定の端末装置の端末情報を入力するため
の操作部と、操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入
力された後に、前記各端末装置に、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び情報取
得要求を同時通報によって送信し、所定の情報を要求する情報要求処理手段と、前記各端
末装置から送信された、前記情報取得要求に対する各回答情報に基づいて、前記所定の端
末装置を特定する端末装置判定処理手段と、前記読取処理手段によって読み取られた原稿
の画像の画像情報を、特定された端末装置に送信する画像情報送信処理手段とを有する。
　そして、前記各端末装置から送信された各回答情報は、前記各端末装置自体に設定され
た端末情報と、各端末装置に同時通報によって送信された前記所定の端末装置の端末情報
とが一致するかどうかを表す情報を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、画像形成装置においては、読取部と、該読取部の制御を行うことによ
って原稿の画像を読み取る読取処理手段と、操作者が、識別用の端末情報があらかじめそ
れぞれ設定された複数の端末装置のうちの所定の端末装置の端末情報を入力するための操
作部と、操作者によって前記操作部が操作されて前記所定の端末装置の端末情報が入力さ
れた後に、前記各端末装置に、入力された前記所定の端末装置の端末情報及び情報取得要
求を同時通報によって送信し、所定の情報を要求する情報要求処理手段と、前記各端末装
置から送信された、前記情報取得要求に対する各回答情報に基づいて、前記所定の端末装
置を特定する端末装置判定処理手段と、前記読取処理手段によって読み取られた原稿の画
像の画像情報を、特定された端末装置に送信する画像情報送信処理手段とを有する。
　そして、前記各端末装置から送信された各回答情報は、前記各端末装置自体に設定され
た端末情報と、各端末装置に同時通報によって送信された前記所定の端末装置の端末情報
とが一致するかどうかを表す情報を含む。
【０００９】
　この場合、各端末装置に所定の情報が要求され、各端末装置からの回答情報に基づいて
、操作者が操作部を操作することによって入力された所定の端末装置が特定され、画像情
報が前記特定された端末装置に送信されるので、端末情報が登録されていない端末装置に
画像情報を送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック図
である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャートで
ある。
【図３】本発明の第１の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャートで
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ある。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す図
である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における端末情報の例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す第１の図であ
る。
【図８】本発明の第１の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す第２の図であ
る。
【図９】本発明の第１の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第１
の図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第
２の図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第
３の図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック
図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャート
である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャート
である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャートであ
る。
【図１６】本発明の第２の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す
図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す図である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す図
である。
【図１９】本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック
図である。
【図２０】本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャート
である。
【図２１】本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャート
である。
【図２２】本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第３のフローチャート
である。
【図２３】本発明の第３の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャートであ
る。
【図２４】本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す
第１の図である。
【図２５】本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す
第２の図である。
【図２６】本発明の第３の実施の形態における画像形式の例を示す図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態におけるサポート画像形式テーブルの例を示す図で
ある。
【図２８】本発明の第３の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す図である。
【図２９】本発明の第３の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第
１の図である。
【図３０】本発明の第３の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第
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２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。この場合、画
像形成装置としての複合機と複数の端末装置としてのパソコンとをネットワークによって
接続したネットワークシステム（画像形成システム）について説明する。
【００１２】
　図１は本発明の第１の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック図
である。
【００１３】
　図において、ｐｉ（ｉ＝１、２、…）はパソコン、１１は複合機、１３は該複合機１１
と各パソコンｐｉとを接続するネットワークである。
【００１４】
　前記複合機１１は、複合機１１の全体の制御を行う主制御部１５、原稿等の画像を読み
取るための読取部２０、該読取部２０の制御を行う読取制御部２１、操作者が各パソコン
ｐｉのうちの、読取画像を送信する先の（所定の）パソコン、例えば、パソコンｐ１につ
いての端末情報を入力するための操作部１６、操作者が操作部１６を操作することによっ
て入力された端末情報を記録するための記憶部１７、前記端末情報をネットワーク１３上
のパソコンｐｉに同時通報（ブロードキャスト又はマルチキャスト）によって送信するた
めの通信制御部１８、及び前記パソコンｐｉからの応答を前記通信制御部１８を介して受
信し、応答の内容について判定を行う端末装置判定部１９を備える。
【００１５】
　また、前記各パソコンｐｉは、パソコンｐｉの全体の制御を行う主制御部２５、操作者
が端末情報を入力するための操作部２６、入力された端末情報を記録するための端末情報
記憶部２７、前記複合機１１から送信された端末情報を受信するための送受信部２８、該
送受信部２８を介して受信した端末情報と前記端末情報記憶部２７に記録されている端末
情報とを比較するための判定部２９、及び前記送受信部２８を介して受信した画像データ
を記録するための画像データ記憶部３０を備える。なお、前記操作部１６、２６はタッチ
パネル等によって構成され、表示部としても機能する。
【００１６】
　次に、前記構成のネットワークシステムの動作について説明する。
【００１７】
　図２は本発明の第１の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャート、
図３は本発明の第１の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャート、図
４は本発明の第１の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャート、図５は本
発明の第１の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す図、図６は本
発明の第１の実施の形態における端末情報の例を示す図、図７は本発明の第１の実施の形
態におけるパソコンからの応答の例を示す第１の図、図８は本発明の第１の実施の形態に
おけるパソコンからの応答の例を示す第２の図、図９は本発明の第１の実施の形態におけ
る記憶部に記録された詳細情報の例を示す第１の図、図１０は本発明の第１の実施の形態
における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第２の図、図１１は本発明の第１の実施
の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第３の図である。
【００１８】
　まず、複合機１１の動作について説明する。
【００１９】
　原稿の画像を、複合機１１からネットワーク１３を介して接続された各パソコンｐｉの
うちの所定のパソコンｐ１に送る場合、操作者が、複合機１１に配設された図示されない
原稿載置部に原稿をセットし、前記操作部１６を操作して、画像を送ろうとする送信先の
パソコンｐ１の端末情報を入力するとともに、操作部１６の所定の操作要素をタッチする
ことによって、複合機１１により取得された読取データを画像データとしてパソコンｐ１
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に送信するための要求、すなわち、プッシュスキャン要求を入力する。なお、前記読取デ
ータ及び画像データによって画像情報が構成される。
【００２０】
　本実施の形態において、前記端末情報は、各パソコンｐｉを識別するために、あらかじ
め任意に設定され、各パソコンｐｉ固有の文字（固有文字）によって表される名称であり
、例えば、図６に示されるような文字列から成る。
【００２１】
　前記主制御部１５の図示されない読取処理手段は、読取処理を行い、端末情報及びプッ
シュスキャン要求が入力されると、前記読取制御部２１によって原稿をスキャンし、原稿
の画像の読取りを開始する。そして、主制御部１５の図示されない情報要求処理手段は、
情報要求処理を行い、前記通信制御部１８によって、各パソコンｐｉに、同時通報によっ
て所定の情報を要求するための情報取得要求と共に、操作者が操作部１６を操作すること
によって入力された端末情報を送信する。
【００２２】
　続いて、前記主制御部１５は、内蔵されたタイマを起動して計時を開始し、一定の時間
各パソコンｐｉからの、前記情報取得要求に対する回答情報としての応答を待機する。そ
して、各パソコンｐｉから応答を受信すると、主制御部１５の図示されない端末装置判定
処理手段は、端末装置判定処理を行い、端末装置判定部１９によって応答の内容について
判定を行う。すなわち、前記端末装置判定処理手段は、受信した応答が、端末情報が一致
する（入力された端末情報とパソコンｐｉ自体の端末情報とが一致する。）旨の応答であ
るかどうかを判断する。各パソコンｐｉのうちの所定のパソコンｐ１からの応答が、端末
情報が一致する旨の応答である場合、前記端末装置判定処理手段は、端末情報が一致する
旨の応答と共に、パソコンｐ１から送信された端末情報の詳細、すなわち、詳細情報を記
憶部１７に記録する。
【００２３】
　ここで、前記詳細情報は、図７及び８に示されるように、パソコンｐ１の端末情報、ホ
スト名、ＩＰアドレス、端末情報が一致するかどうかの判定結果を表す端末情報一致判定
結果等から成る。なお、ＩＰアドレスは、各パソコンｐｉを識別するために設定された複
数の数字から成るアドレスであり、ホスト名は、ネットワーク１３を介して接続された図
示されないサーバの名称である。
【００２４】
　また、いずれのパソコンｐｉからも端末情報が一致する旨の応答を受信しない場合、前
記主制御部１５は処理を終了する。
【００２５】
　次に、タイマがタイムアウトして計時を終了すると、前記端末装置判定処理手段は、詳
細情報が記憶部１７に記録されているかどうかを判断し、図９に示されるように詳細情報
が記録されていない場合（未登録）、操作部１６によって形成される表示部に、端末情報
が一致するパソコンｐｉが存在しないことを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿
の画像の読取りを停止する旨（読取停止）の指示を送り、処理を終了する。
【００２６】
　そして、詳細情報が記録されている場合、前記端末装置判定処理手段は、端末情報が一
致するパソコンが１台存在するかどうかを判断し、図１０に示されるように端末情報が一
致するパソコンが１台存在する場合、該パソコンを端末情報が入力されたパソコンとして
特定する。そして、主制御部１５の図示されない画像情報送信処理手段は、画像情報送信
処理を行い、原稿の画像の読取りが終了したかどうかを判断し、原稿の画像の読取りが終
了した場合、複合機１１とパソコンｐ１とをＩＰアドレスに基づいて接続し、読み取った
画像の読取データを画像データとしてパソコンｐ１に送信し、処理を終了する。
【００２７】
　また、図１１に示されるように端末情報が一致するパソコンｐｉが複数台存在する場合
、主制御部１５は、前記表示部に、端末情報が一致するパソコンｐｉが複数台存在するこ
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とを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画像の読取りを停止する旨（読取停止
）の指示を送り、処理を終了する。
【００２８】
　次に、各パソコンｐｉの動作について説明する。
【００２９】
　まず、主制御部２５の図示されない端末情報一致判定処理手段は、端末情報一致判定処
理を行い、送受信部２８によって、複合機１１からの情報取得要求及び端末情報を受信す
ると、判定部２９によって、複合機１１から送信された端末情報と端末情報記憶部２７に
記録された端末情報とを比較し、複合機１１から送信された端末情報と端末情報記憶部２
７に記録された端末情報とが一致するかどうかを判断する。そして、複合機１１から送信
された端末情報と端末情報記憶部２７に記録された端末情報とが一致する場合、主制御部
２５の図示されない回答情報送信処理手段は、回答情報送信処理を行い、前記端末情報一
致判定処理の判断結果を前記回答情報として複合機１１に送信する。すなわち、前記回答
情報送信処理手段は、端末情報が一致する場合、送受信部２８によって、端末情報が一致
する旨の応答、及びパソコンｐｉの詳細情報を複合機１１に送信する。また、端末情報が
一致しない場合、前記回答情報送信処理手段は、端末情報が一致しない旨の応答を複合機
１１に送信し、処理を終了する。
【００３０】
　次に、端末情報が一致する旨の応答を複合機１１に送信した場合、複合機１１から画像
データが送信される。そして、主制御部２５の図示されない画像情報受信処理手段は、画
像情報受信処理を行い、送受信部２８によって、画像データを受信し、画像データの受信
が終了すると、受信した画像データを画像データ記憶部３０に記録し、処理を終了する。
【００３１】
　このように、本実施の形態においては、複合機１１において、操作者が端末情報を入力
するだけで、端末情報が登録されていないパソコンｐ１に画像データを自動的に送信する
ことができる。また、複合機１１の操作性を向上させることができるだけでなく、送信先
のパソコンｐ１以外の他のパソコンに画像データを誤って送信するのを防止することがで
きる。
【００３２】
　次に、図２及び３のフローチャートについて説明する。
ステップＳ１　パソコンｐ１の端末情報を入力する。
ステップＳ２　プッシュスキャン要求を入力する。
ステップＳ３　原稿の画像の読取りを開始する。
ステップＳ４　情報取得要求と共に端末情報を送信する。
ステップＳ５　タイマを起動する。
ステップＳ６　タイムアウトしたかどうかを判断する。タイムアウトした場合はステップ
Ｓ１０に、タイムアウトしていない場合はステップＳ７に進む。
ステップＳ７　パソコンｐｉから応答を受信したかどうかを判断する。パソコンｐｉから
応答を受信した場合はステップＳ８に進み、パソコンｐｉから応答を受信していない場合
はステップＳ６に戻る。
ステップＳ８　端末情報が一致する旨の応答であるかどうかを判断する。端末情報が一致
する旨の応答である場合はステップＳ９に進み、端末情報が一致する旨の応答でない場合
はステップＳ６に戻る。
ステップＳ９　パソコンｐ１の詳細情報を記憶部１７に記録し、ステップＳ６に戻る。
ステップＳ１０　パソコンｐ１の詳細情報が記録されているかどうかを判断する。パソコ
ンｐ１の詳細情報が記録されている場合はステップＳ１３に、パソコンｐ１の詳細情報が
記録されていない場合はステップＳ１１に進む。
ステップＳ１１　表示部に、パソコンｐ１が存在しないことを表す警告を表示する。
ステップＳ１２　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ１３　パソコンが１台存在するかどうかを判断する。パソコンが１台存在する
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場合はステップＳ１６に、パソコンが複数台存在する場合はステップＳ１４に進む。
ステップＳ１４　表示部に、パソコンｐｉが複数台存在することを表す警告を表示する。
ステップＳ１５　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ１６　原稿の画像の読取りが終了するのを待機する。
ステップＳ１７　パソコンｐ１に画像データを送信し、処理を終了する。
【００３３】
　次に、図４のフローチャートについて説明する。
ステップＳ２１　情報取得要求及び端末情報を受信するのを待機する。
ステップＳ２２　複合機１１から送信された端末情報とパソコンｐｉの端末情報記憶部２
７に記録された端末情報とを比較する。
ステップＳ２３　端末情報が一致するかどうかを判断する。端末情報が一致する場合はス
テップＳ２５に、端末情報が一致しない場合はステップＳ２４に進む。
ステップＳ２４　端末情報が一致しない旨の応答を送信し、処理を終了する。
ステップＳ２５　端末情報が一致する旨の応答を送信する。
ステップＳ２６　画像データを受信するのを待機する。
ステップＳ２７　画像データを画像データ記憶部３０に記録し、処理を終了する。
【００３４】
　ところで、本実施の形態においては、各パソコンｐｉにおいて、複合機１１から送信さ
れた端末情報とパソコンｐ１自体の端末情報とが一致するかどうかを判断するようになっ
ているが、複合機１１において、操作者が操作部１６を操作することによって入力された
端末情報と各パソコンｐｉから送られた端末情報とが一致するかどうかを判断することが
できる。そこで、複合機１１において、入力された端末情報と各パソコンｐｉから送られ
た端末情報とが一致するかどうかを判断するようにした本発明の第２の実施の形態につい
て説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構造を有するものについては、同じ符号を付
与し、同じ構造を有することによる発明の効果については同実施の形態の効果を援用する
。
【００３５】
　図１２は本発明の第２の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック
図である。
【００３６】
　この場合、主制御部２５の前記端末情報一致判定処理手段は、端末装置判定部１９によ
って、操作者が操作部１６を操作することにより入力された端末情報と各パソコンｐｉか
ら送られた端末情報とが一致するかどうかを判断する。
【００３７】
　次に、前記構成のネットワークシステムの動作について説明する。
【００３８】
　図１３は本発明の第２の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャート
、図１４は本発明の第２の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャート
、図１５は本発明の第２の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャート、図
１６は本発明の第２の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す図、
図１７は本発明の第２の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す図、図１８は
本発明の第２の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す図である。
【００３９】
　まず、画像形成装置としての複合機１１の動作について説明する。
【００４０】
　原稿の画像を、複合機１１からネットワーク１３を介して接続された複数の端末装置と
してのパソコンｐｉのうちの所定のパソコンｐ１に送る場合、操作者が、前記原稿載置部
に原稿をセットし、前記操作部１６を操作して、画像を送ろうとする送信先のパソコンｐ
１の端末情報を入力するとともに、操作部１６の所定の操作要素をタッチすることによっ
て、複合機１１により取得された読取データを画像データとしてパソコンｐ１に送信する
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ためのプッシュスキャン要求を入力する。なお、前記読取データ及び画像データによって
画像情報が構成される。
【００４１】
　前記主制御部１５の前記読取処理手段は、端末情報及びプッシュスキャン要求が入力さ
れると、前記読取制御部２１によって原稿をスキャンし、原稿の画像の読取りを開始する
。そして、前記情報要求処理手段は、前記通信制御部１８によって、各パソコンｐｉに、
同時通報によって情報取得要求を送信する。
【００４２】
　続いて、前記主制御部１５は、内蔵されたタイマを起動して計時を開始し、一定の時間
各パソコンｐｉからの前記情報取得要求に対する回答情報としての応答を待機する。そし
て、各パソコンｐｉから応答を受信すると、主制御部１５の前記端末装置判定処理手段は
、各パソコンｐｉの詳細情報を記憶部１７に記録する。
【００４３】
　前記詳細情報は、図１７に示されるように、パソコンｐ１の端末情報、ホスト名、ＩＰ
アドレス等から成る。
【００４４】
　次に、タイマがタイムアウトして計時を終了すると、前記端末装置判定処理手段は、詳
細情報が記憶部１７に記録されているかどうかを判断し、端末情報が記録されていない場
合は、操作部１６によって形成される表示部に、端末情報が一致するパソコンｐｉが存在
しないことを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画像の読取りを停止する旨（
読取停止）の指示を送り、処理を終了する。
【００４５】
　そして、端末情報が記録されている場合、前記端末装置判定処理手段は、端末装置判定
部１９によって、送信先のパソコンｐ１の端末情報と記憶部１７に記録された端末情報と
が一致するかどうかを判断する。
【００４６】
　端末情報が一致する場合、前記端末装置判定処理手段は、端末情報が一致するパソコン
が１台存在するかどうかを判断し、端末情報が一致するパソコンが１台存在する場合、該
パソコンを端末情報が入力されたパソコンとして特定する。そして、主制御部１５の前記
画像情報送信処理手段は、原稿の画像の読取りが終了しているかどうかを判断し、原稿の
画像の読取りが終了している場合、複合機１１とパソコンｐ１とをＩＰアドレスに基づい
て接続し、読み取った画像の読取データを画像データとしてパソコンｐ１に送信し、処理
を終了する。
【００４７】
　また、図１８に示されるように端末情報が一致するパソコンｐｉが複数台存在する場合
、主制御部１５は、前記表示部に、端末情報が一致するパソコンｐｉが複数台存在するこ
とを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画像の読取りを停止する旨（読取停止
）の指示を送り、処理を終了する。
【００４８】
　次に、各パソコンｐｉの動作について説明する。
【００４９】
　まず、主制御部２５の前記回答情報送信処理手段は、送受信部２８によって、複合機１
１からの情報取得要求を受信すると、パソコンｐｉの詳細情報を複合機１１に送信する。
【００５０】
　続いて、複合機１１から画像データが送信されると、主制御部２５の前記画像情報受信
処理手段は、送受信部２８によって、画像データを受信し、受信した画像データを画像デ
ータ記憶部３０に記録し、処理を終了する。
【００５１】
　このように、本実施の形態においては、複合機１１において、入力された端末情報と各
パソコンｐｉから送られた端末情報とが一致するかどうかが判断されるので、パソコンｐ
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ｉに判定部を配設する必要がなくなる。したがって、パソコンｐｉに加わる負荷を小さく
することができる。
【００５２】
　次に、図１３及び１４のフローチャートについて説明する。
ステップＳ３１　パソコンｐ１の端末情報を入力する。
ステップＳ３２　プッシュスキャン要求を入力する。
ステップＳ３３　端末情報取得要求を送信する。
ステップＳ３４　原稿の画像の読取りを開始する。
ステップＳ３５　情報取得要求を送信する。
ステップＳ３６　タイマを起動する。
ステップＳ３７　タイムアウトしたかどうかを判断する。タイムアウトした場合はステッ
プＳ４０に、タイムアウトしていない場合はステップＳ３８に進む。
ステップＳ３８　パソコンｐｉから応答を受信したかどうかを判断する。パソコンｐｉか
ら応答を受信した場合はステップＳ３９に進み、パソコンｐｉから応答を受信していない
場合はステップＳ３７に戻る。
ステップＳ３９　パソコンｐｉの詳細情報を記憶部１７に記録し、ステップＳ３７に戻る
。
ステップＳ４０　パソコンｐｉの詳細情報が記録されているかどうかを判断する。パソコ
ンｐｉの詳細情報が記録されている場合はステップＳ４１に、パソコンｐｉの詳細情報が
記録されていない場合はステップＳ４２に進む。
ステップＳ４１　端末情報が一致するかどうかを判断する。端末情報が一致する場合はス
テップＳ４４に、端末情報が一致しない場合はステップＳ４２に進む。
ステップＳ４２　表示部に、パソコンｐｉが存在しないことを表す警告を表示する。
ステップＳ４３　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ４４　パソコンが１台存在するかどうかを判断する。パソコンが１台存在する
場合はステップＳ４７に、パソコンが複数台存在する場合はステップＳ４５に進む。
ステップＳ４５　表示部に、パソコンｐｉが複数台存在することを表す警告を表示する。
ステップＳ４６　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ４７　原稿の画像の読取りが終了するのを待機する。
ステップＳ４８　パソコンｐ１に画像データを送信し、処理を終了する。
【００５３】
　次に、図１５のフローチャートについて説明する。
ステップＳ５１　情報取得要求があるかどうかを判断する。情報取得要求がある場合はス
テップＳ５２に、情報取得要求がない場合はステップＳ５３に進む。
ステップＳ５２　パソコンｐｉの詳細情報を複合機１１に送信する。
ステップＳ５３　画像データを受信したかどうかを判断する。画像データを受信した場合
はステップＳ５４に進み、画像データを受信していない場合はステップＳ５１に戻る。
ステップＳ５４　画像データを画像データ記憶部３０に記録し、処理を終了する。
【００５４】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、第１、第２の実施の形態と
同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによる発明
の効果については同実施の形態の効果を援用する。
【００５５】
　図１９は本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムを示す制御ブロック
図である。
【００５６】
　図に示されるように、画像形成装置としての複合機１１は、複数の端末装置としてのパ
ソコンｐｉのうちの所定のパソコン、例えば、パソコンｐ１の端末情報を入力したり、操
作者が求める画像形式を指定したりするための操作部１６、前記端末情報及び画像形式を
記録するための記憶部１７、パソコンｐ１に画像データを送信する前に、複合機１１又は
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パソコンｐ１において、読取データを指定された画像形式の画像データに変換することが
可能であるかどうか、すなわち、指定された画像形式がサポートされていて、指定された
画像形式への画像変換が可能であるかどうかを判断し、判断結果に基づいて、画像変換を
行い、指定された画像形式の画像データを作成するための画像変換部２２等を備える。
【００５７】
　また、前記パソコンｐｉは、あらかじめパソコンｐｉ自体の端末情報及びサポートして
いる画像形式を入力するための操作部２６、入力された端末情報及び画像形式を記録する
ための端末情報記憶部２７、前記複合機１１から送信された端末情報及び画像形式を受信
するための送受信部２８、受信した端末情報と前記端末情報記憶部２７に記録された端末
情報とを比較するための判定部２９、受信した画像形式に従って、指定された画像形式へ
の画像変換が可能であるかどうかを判断するための画像変換判定部３１、前記複合機１１
から送信された読取データを複合機１１からの指示に基づいて画像変換するための画像変
換部３２等を備える。
【００５８】
　次に、前記構成のネットワークシステムの動作について説明する。
【００５９】
　図２０は本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第１のフローチャート
、図２１は本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第２のフローチャート
、図２２は本発明の第３の実施の形態における複合機の動作を示す第３のフローチャート
、図２３は本発明の第３の実施の形態におけるパソコンの動作を示すフローチャート、図
２４は本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを示す第１
の図、図２５は本発明の第３の実施の形態におけるネットワークシステムのシーケンスを
示す第２の図、図２６は本発明の第３の実施の形態における画像形式の例を示す図、図２
７は本発明の第３の実施の形態におけるサポート画像形式テーブルの例を示す図、図２８
は本発明の第３の実施の形態におけるパソコンからの応答の例を示す図、図２９は本発明
の第３の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第１の図、図３０は
本発明の第３の実施の形態における記憶部に記録された詳細情報の例を示す第２の図であ
る。
【００６０】
　まず、複合機１１の動作について説明する。
【００６１】
　原稿の画像を、複合機１１からネットワーク１３を介して接続された各パソコンｐｉの
うちの所定のパソコンｐ１に送る場合、操作者が、複合機１１に配設された前記原稿載置
部に原稿をセットし、前記操作部１６を操作して、画像を送ろうとする送信先のパソコン
ｐ１の端末情報を入力し、画像形式を入力することによって指定するとともに、操作部１
６の所定の操作要素をタッチすることによって、複合機１１により取得された読取データ
を画像データとしてパソコンｐ１に送信するためのプッシュスキャン要求を入力する。な
お、前記読取データ及び画像データによって画像情報が構成される。
【００６２】
　本実施の形態において、前記端末情報は、各パソコンｐｉを識別するために、あらかじ
め任意に設定され、各パソコンｐｉ固有の文字（固有文字）によって表される名称であり
、例えば、図２６に示されるような文字列から成る。また、画像形式は、複合機１１にお
いて読取部２０によって読み取られた画像の読取データを所定の画像データに画像変換す
るための形式であり、操作者が操作部１６を操作して所定の画像形式を入力することによ
って指定される。
【００６３】
　主制御部１５の前記読取処理手段は、端末情報及びプッシュスキャン要求が入力され、
画像形式が指定されると、前記読取制御部２１によって原稿をスキャンし、原稿の画像の
読取りを開始する。そして、前記主制御部１５の図示されない画像変換処理手段は、画像
変換処理を行い、前記画像変換部２２によって、指定された画像形式への画像変換が可能
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であるかどうかを判断する。そのために、例えば、画像変換部２２に、図２７に示される
ような画像形式情報テーブルとしてのサポート画像形式テーブルが配設され、前記画像変
換処理手段は、前記サポート画像形式テーブルを参照し、操作者によって指定された画像
形式がサポート画像形式テーブルに記録されているかどうかを判断し、指定された画像形
式がサポート画像形式テーブルに記録されている場合、指定された画像形式への画像変換
が可能であると判断する。
【００６４】
　そして、指定された画像形式への画像変換が可能である場合、主制御部１５の前記情報
要求処理手段は、前記通信制御部１８によって、図２４に示されるように、各パソコンｐ
ｉに、同時通報によって、情報取得要求と共に端末情報を送信し、指定された画像形式へ
の画像変換が不可能である場合、前記主制御部１５は、各パソコンｐｉで前記画像形式が
サポートされているかどうか（前記画像形式への画像変換が可能であるかどうか）を判断
するために、図２５に示されるように、各パソコンｐｉに、情報取得要求と共に、前記端
末情報及び指定された画像形式を送信する。
【００６５】
　続いて、前記主制御部１５は、内蔵されたタイマを起動して計時を開始し、一定の時間
各パソコンｐｉからの、前記情報取得要求に対する回答情報としての応答を待機する。そ
して、各パソコンｐｉから応答を受信すると、主制御部１５の前記端末装置判定処理手段
は、端末装置判定部１９によって応答の内容について判定を行う。すなわち、前記端末装
置判定処理手段は、受信した応答が、端末情報が一致する（入力された端末情報とパソコ
ンｐｉ自体の端末情報とが一致する。）旨の応答であるかどうかを判断する。各パソコン
ｐｉのうちの所定のパソコンｐ１からの応答が、端末情報が一致する旨の応答である場合
、前記端末装置判定処理手段は、一致する旨の応答と共にパソコンｐ１から送信された端
末情報の詳細情報を記憶部１７に記録する。前記詳細情報は、パソコンｐ１の端末情報、
ホスト名、ＩＰアドレス、端端末一致判定結果等から成る。
【００６６】
　ここで、パソコンｐ１に、同時通報によって、情報取得要求と共に、前記端末情報及び
指定された画像形式が送信された場合、前記詳細情報は、図２８及び２９に示されるよう
に、パソコンｐ１の端末情報、ホスト名、ＩＰアドレス、端末情報一致判定結果、パソコ
ンｐ１において画像形式がサポートされているかどうかの判定結果を表す画像形式サポー
ト情報としての画像形式サポート判定結果、パソコンｐ１においてサポートされている画
像形式等から成る。
【００６７】
　また、いずれのパソコンｐｉからも、端末情報が一致する旨の応答を受信しない場合、
前記主制御部１５は処理を終了する。
【００６８】
　次に、タイマがタイムアウトして計時を終了すると、前記端末装置判定処理手段は、詳
細情報が記憶部１７に記録されているかどうかを判断し、端末情報が記録されていない場
合は、操作部１６によって形成される表示部に、端末情報が一致するパソコンが存在しな
いことを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画像の読取りを停止する旨（読取
停止）の指示を送り、処理を終了する。
【００６９】
　そして、端末情報が記録されている場合、前記端末装置判定処理手段は、端末情報が一
致するパソコンが１台存在するかどうかを判断し、図２８及び２９に示されるように端末
情報が一致するパソコンｐ１が１台存在する場合、該パソコンｐ１を端末情報が入力され
たパソコンとして特定する。そして、前記画像変換処理手段は、原稿の画像の読取りが終
了したかどうかを判断し、原稿の画像の読取りが終了した場合、複合機１１において、指
定された画像形式への画像変換が可能であるかどうかを判断する。
【００７０】
　そして、複合機１１において、指定された画像形式への画像変換が可能である場合、前
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記画像変換処理手段は、画像変換部２２によって、読取データを、指定された画像形式の
画像データに画像変換し、前記画像情報送信処理手段は、複合機１１とパソコンｐ１とを
ＩＰアドレスに基づいて接続し、パソコンｐ１に画像変換後の画像データを送信し、処理
を終了する。
【００７１】
　また、複合機１１において、指定された画像形式への画像変換が不可能である場合、主
制御部１５は、詳細情報を参照し、パソコンｐ１において、指定された画像形式への画像
変換が可能であるかどうかを判断する。図２８に示されるように、パソコンｐ１において
、指定された画像形式への画像変換が可能（画像形式サポート判定結果：ＹＥＳ）であり
、詳細情報が記憶部１７に記録されている場合、前記画像情報送信処理手段は、複合機１
１とパソコンｐ１とをＩＰアドレスに基づいて接続し、パソコンｐ１に読取データを送信
し、指定された画像形式をパソコンｐ１に通知し、パソコンｐ１において、読取データを
、指定された画像形式の画像データに変換するよう指示する。
【００７２】
　そして、図２９に示されるように、複合機１１及びパソコンｐ１のいずれにおいても、
指定された画像形式への画像変換が不可能（画像形式サポート判定結果：ＮＯ）である場
合、端末装置判定処理手段は、操作部１６によって形成される表示部に、指定された画像
形式への画像変換が不可能であることを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画
像の読取りを停止する旨（読取停止）の指示を送り、処理を終了する。
【００７３】
　また、図３０に示されるように、端末情報が一致するパソコンｐｉが複数台存在する場
合、前記端末装置判定処理手段は、前記表示部に、端末情報が一致するパソコンｐｉが複
数台存在することを表す警告を表示し、読取制御部２１に、原稿の画像の読取りを停止す
る旨の指示を送り、処理を終了する。
【００７４】
　次に、各パソコンｐｉの動作について説明する。
【００７５】
　まず、主制御部２５の前記端末情報一致判定処理手段は、送受信部２８によって、複合
機１１からの情報取得要求、端末情報及び画像形式を受信すると、判定部２９によって、
複合機１１から送信された端末情報と端末情報記憶部２７に記録された端末情報とを比較
し、複合機１１から送信された端末情報と端末情報記憶部２７に記録された端末情報とが
一致するかどうかを判断する。また、主制御部２５の図示されない画像形式サポート判定
処理手段は、画像形式サポート判定処理を行い、画像変換判定部３１によって、指定され
た画像形式への画像変換が可能であるかどうかを判断する。そして、主制御部２５の前記
回答情報送信処理手段は、前記端末情報一致判定処理及び画像形式サポート判定処理の判
断結果を前記回答情報として複合機１１に送信する。すなわち、端末情報が一致し、指定
された画像形式への画像変換が可能である場合、回答情報送信処理手段は、送受信部２８
によって、端末情報が一致する旨の応答、指定された画像形式への画像変換が可能である
旨の応答及びパソコンｐｉの詳細情報を複合機１１に送信する。
【００７６】
　そして、端末情報が一致しない場合、前記回答情報送信処理手段は、送受信部２８によ
って、端末情報が一致しない旨の応答を複合機１１に送信する。また、指定された画像形
式への画像変換が不可能である場合、前記回答情報送信処理手段は、送受信部２８によっ
て、端末情報が一致する旨、及び指定された画像形式への画像変換が不可能である旨の応
答を複合機１１に送信する。
【００７７】
　端末情報が一致する旨の応答、指定された画像形式への画像変換が可能である旨の応答
及びパソコンｐｉの詳細情報を複合機１１に送信した場合は、複合機１１から読取データ
が送信されるので、主制御部２５の前記画像情報受信処理手段は、送受信部２８によって
、読取データを受信し、読取データの受信が終了すると、受信した読取データを指定され
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た画像形式の画像データに変換し、変換された画像データを画像データ記憶部３０に記録
して、処理を終了する。
【００７８】
　また、複合機１１において、指定された画像形式への画像変換が行われた場合、複合機
１１から画像データが送信されるので、前記画像情報受信処理手段は、送受信部２８によ
って、画像データを受信し、画像データの受信が終了すると、受信した画像データを画像
データ記憶部３０に記録して、処理を終了する。
【００７９】
　このように、本実施の形態においては、複合機１１において指定された画像形式への画
像変換が不可能であっても、パソコンｐｉにおいて画像変換が可能である場合、読取デー
タをそのままパソコンｐｉに送信することができる。
【００８０】
　次に、図２０～２２のフローチャートについて説明する。
ステップＳ６１　端末情報及び画像形式を入力する。
ステップＳ６２　プッシュスキャン要求を入力する。
ステップＳ６３　原稿の画像の読取りを開始する。
ステップＳ６４　指定された画像形式への画像変換が可能であるかどうかを判断する。指
定された画像形式への画像変換が可能である場合はステップＳ６６に、指定された画像形
式への画像変換が不可能である場合はステップＳ６５に進む。
ステップＳ６５　端末情報及び画像形式を送信する。
ステップＳ６６　端末情報を送信する。
ステップＳ６７　タイマを起動する。
ステップＳ６８　タイムアウトしたかどうかを判断する。タイムアウトした場合はステッ
プＳ７２に、タイムアウトしていない場合はステップＳ６９に進む。
ステップＳ６９　パソコンｐｉから応答を受信したかどうかを判断する。パソコンｐｉか
ら応答を受信した場合はステップＳ７０に進み、パソコンｐｉから応答を受信していない
場合はステップＳ６８に戻る。
ステップＳ７０　端末情報が一致する旨の応答であるかどうかを判断する。端末情報が一
致する旨の応答である場合はステップＳ７１に進み、端末情報が一致する旨の応答でない
場合はステップＳ６８に戻る。
ステップＳ７１　パソコンｐ１の詳細情報を記憶部１７に記憶し、ステップＳ６８に戻る
。
ステップＳ７２　パソコンｐｉの詳細情報が記録されているかどうかを判断する。パソコ
ンｐｉの詳細情報が記録されている場合はステップＳ７５に、パソコンｐｉの詳細情報が
記録されていない場合はステップＳ７３に進む。
ステップＳ７３　表示部に、パソコンｐｉが存在しないことを表す警告を表示する。
ステップＳ７４　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ７５　パソコンが１台存在するかどうかを判断する。パソコンが１台存在する
場合はステップＳ７８に、パソコンｐｉが複数台存在する場合はステップＳ７６に進む。
ステップＳ７６　表示部に、パソコンｐｉが複数台存在することを表す警告を表示する。
ステップＳ７７　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
ステップＳ７８　原稿の画像の読取りが終了するのを待機する。
ステップＳ７９　複合機１１において画像変換が可能であるかどうかを判断する。複合機
１１において画像変換が可能である場合はステップ８０に、複合機１１において画像変換
が不可能である場合はステップＳ８２に進む。
ステップＳ８０　指定された画像形式に画像変換する。
ステップＳ８１　パソコンｐ１に画像データを送信し、処理を終了する。
ステップＳ８２　パソコンｐ１において画像変換が可能であるかどうかを判断する。パソ
コンｐ１において画像変換が可能である場合はステップＳ８３に、パソコンｐ１において
画像変換が不可能である場合はステップＳ８４に進む。
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ステップＳ８３　パソコンｐ１に画像データを送信し、画像変換を指示し、処理を終了す
る。
ステップＳ８４　表示部に、指定された画像形式への画像変換が不可能であることを表す
警告を表示する。
ステップＳ８５　読取停止の指示を送り、処理を終了する。
【００８１】
　次に、図２３のフローチャートについて説明する。
ステップＳ９１　情報取得要求、端末情報及び画像形式が送信されるのを待機する。
ステップＳ９２　送信された端末情報と端末情報記憶部２７に記録された端末情報とを比
較する。
ステップＳ９３　端末情報が一致するかどうかを判断する。端末情報が一致する場合はス
テップＳ９５に、端末情報が一致しない場合はステップＳ９４に進む。
ステップＳ９４　端末情報が一致しない旨の応答を送信し、処理を終了する。
ステップＳ９５　指定された画像形式への画像変換が可能であるかどうかを判断する。指
定された画像形式への画像変換が可能である場合はステップＳ９６に、指定された画像形
式への画像変換が不可能である場合はステップＳ９７に進む。
ステップＳ９６　端末情報が一致する旨及び画像変換が可能である旨の応答を送信する。
ステップＳ９７　端末情報が一致する旨及び画像変換が不可能である旨の応答を送信し、
処理を終了する。
ステップＳ９８　読取データを受信するのを待機する。
ステップＳ９９　受信した読取データを画像データに変換し、画像データを画像データ記
憶部３０に記録し、処理を終了する。
【００８２】
　本実施の形態においては、パソコンｐｉにおいて端末情報が一致するかどうかを判断す
るようになっているが、複合機１１において端末情報が一致するかどうかを判断すること
ができる。
【００８３】
　前記各実施の形態においては、複合機１１から画像情報をパソコンｐｉに送信するよう
になっているが、複写機、ファクシミリ装置、スキャナ装置等の画像形成装置からパソコ
ンｐｉに画像情報を送信することができる。また、複合機１１、複写機、ファクシミリ装
置、スキャナ装置等の画像形成装置から端末装置としてのプリンタ等に画像を送信するこ
ともできる。
【００８４】
　なお、本発明は前記各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて
種々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【符号の説明】
【００８５】
１１　　複合機
１５　　主制御部
１６　　操作部
２０　　読取部
ｐ１、ｐｉ　　パソコン
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