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(57)【要約】
【課題】　複数の通信プロトコルを用いて画像データを
送信することが可能な画像送信装置において、使い勝手
を維持しつつ、同報送信と都度認証送信とを組み合わせ
て使用した場合にユーザの操作が煩わしくなることを防
止する。
【解決手段】　画像送信装置は、設定された宛先へ画像
データを送信する場合にユーザにより入力された認証情
報を用いて前記認証のための処理を実行する都度認証モ
ードが選択された場合に同報送信する宛先の数を制限す
る制限手段を備える。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データの送信宛先を設定する宛先設定手段と、
　前記宛先設定手段によって設定された宛先に対して画像データを送信する送信手段と、
　前記送信手段が前記宛先設定手段よって設定された宛先に対して画像データを送信する
ために必要な認証のための処理を実行する認証手段と、
　前記認証手段が前記認証のための処理を実行するのに必要な認証情報を宛先と関連付け
て登録する宛先表を記憶する記憶手段と、
　前記送信手段が前記宛先設定手段によって設定された宛先へ画像データを送信する場合
に前記認証手段が前記記憶手段に記憶された認証情報を用いて前記認証のための処理を実
行する第１の認証モードと、前記送信手段が前記宛先設定手段によって設定された宛先へ
画像データを送信する場合に前記認証手段がユーザにより入力された認証情報を用いて前
記認証のための処理を実行する第２の認証モードの何れかを選択する選択手段と、
　前記選択手段が前記第２の認証モードを選択した場合、前記送信手段が前記画像データ
を同報送信する宛先の数を制限する制限手段と、を備えることを特徴とする画像送信装置
。
【請求項２】
　更に、前記選択手段が前記第２の認証モードを選択した場合、前記送信手段が前記画像
データを同報送信することが可能な宛先の上限数を設定する上限数設定手段を備え、
　前記制限手段は前記上限数設定手段により設定された上限数に従って前記送信手段が前
記画像データを同報送信する宛先の数を制限することを特徴とする、請求項１の画像送信
装置。
【請求項３】
　前記選択手段が前記第２の認証モードを選択し、前記宛先設定手段が前記上限数設定手
段により設定された上限数を超える数の送信宛先を設定した場合、ユーザに対して送信宛
先の数が制限される旨の通知を行う通知手段を更に備えることを特徴とする、請求項２に
記載の画像送信装置。
【請求項４】
　前記送信手段は複数種類の送信方法で画像データを送信することが可能であり、前記制
限手段は、前記複数種類の送信方法のうち、予め定められた種類の送信方法を用いて同報
送信する宛先の数を制限することを特徴とする、請求項１乃至３の何れか１項に記載の画
像送信装置。
【請求項５】
　更に、前記認証手段が前記第１の認証モードで認証を行うか、前記第２の認証モードで
認証を行うかを設定する認証モード設定手段を備え、
　前記選択手段は前記認証モード設定手段による設定内容に従って、前記第１の認証モー
ドまたは前記第２の認証モードの何れかを選択することを特徴とする、請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の画像送信装置。
【請求項６】
　画像データの送信宛先を設定する宛先設定手段と、
　前記宛先設定手段によって設定された宛先に対して画像データを送信する送信手段と、
　前記送信手段が前記宛先設定手段よって設定された宛先に対して画像データを送信する
ために必要な認証のための処理を実行する認証手段と、
　前記送信手段が前記宛先設定手段によって設定された複数の宛先へ画像データを送信す
る場合に、前記複数の宛先のうち、ユーザにより手動入力された認証情報を用いて前記認
証のための処理を実行する手動認証モードで認証される宛先の数を制限する制限手段と、
を備えることを特徴とする画像送信装置。
【請求項７】
　画像データを複数の宛先に同報送信することが可能な画像送信装置の制御方法であって
、
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　画像データの送信宛先を設定する宛先設定工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信するために必要な
認証のための処理を実行する認証工程と、
　前記認証工程において、前記認証のための処理を実行するのに必要な認証情報を宛先と
関連付けて登録する宛先表を記憶する記憶手段に記憶された認証情報を用いて前記認証の
ための処理を実行する第１の認証モードと、前記認証工程においてユーザにより入力され
た認証情報を用いて前記認証のための処理を実行する第２の認証モードの何れかを選択す
る選択工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信する送信工程と、
　前記選択工程において前記第２の認証モードが選択された場合、前記送信工程において
前記画像データを同報送信する宛先の数を制限する制限工程と、を備えることを特徴とす
る画像送信装置の制御方法。
【請求項８】
　画像データを複数の宛先に同報送信することが可能な画像送信装置の制御方法であって
、
　画像データの送信宛先を設定する宛先設定工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信する送信工程と、
　前記宛先設定工程で設定された宛先に対して前記送信工程において画像データを送信す
るために必要な認証のための処理を実行する認証工程と、
　前記宛先設定工程で設定された複数の宛先へ前記送信工程において画像データを送信す
る場合に、前記複数の宛先のうち、ユーザにより手動入力された認証情報を用いて前記認
証のための処理を実行する手動認証モードで認証される宛先の数を制限する制限工程と、
を備えることを特徴とする画像送信装置の制御方法。
【請求項９】
　画像データを複数の宛先に同報送信することが可能な画像送信装置の制御方法をコンピ
ュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、前記制御方法は、
　画像データの送信宛先を設定する宛先設定工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信するために必要な
認証のための処理を実行する認証工程と、
　前記認証工程において、前記認証のための処理を実行するのに必要な認証情報を宛先と
関連付けて登録する宛先表を記憶する記憶手段に記憶された認証情報を用いて前記認証の
ための処理を実行する第１の認証モードと、前記認証工程においてユーザにより入力され
た認証情報を用いて前記認証のための処理を実行する第２の認証モードの何れかを選択す
る選択工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信する送信工程と、
　前記選択工程において前記第２の認証モードが選択された場合、前記送信工程において
前記画像データを同報送信する宛先の数を制限する制限工程と、を備えることを特徴とす
るコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　画像データを複数の宛先に同報送信することが可能な画像送信装置の制御方法をコンピ
ュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、前記制御方法は、
　画像データの送信宛先を設定する宛先設定工程と、
　前記宛先設定工程において設定された宛先に対して画像データを送信する送信工程と、
　前記宛先設定工程で設定された宛先に対して前記送信工程において画像データを送信す
るために必要な認証のための処理を実行する認証工程と、
　前記宛先設定工程で設定された複数の宛先へ前記送信工程において画像データを送信す
る場合に、前記複数の宛先のうち、ユーザにより手動入力された認証情報を用いて前記認
証のための処理を実行する手動認証モードで認証される宛先の数を制限する制限工程と、
を備えることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを複数の送信宛先へ送信することが可能な画像送信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　画像データを複数の送信宛先へ送信する同報送信機能を備えた画像送信装置が知られて
いる。このような装置においては、予め送信宛先を登録しておくための宛先表やワンタッ
チキーなどを有するものが多く、同報送信時にはこれら予め登録された送信宛先から複数
の宛先を選択指定することが可能となっている。
【０００３】
　また、電子メール（Ｅ－Ｍａｉｌ）、ファイル送信（ＦＴＰ）といった、それぞれ異な
るプロトコルを用いる複数の宛先へ画像データを送信する異種同報送信機能を備えた画像
送信装置も知られている（例えば、特許文献１）。異種同報送信機能を備えた画像送信装
置は、送信宛先毎の通信プロトコルで使用されるユーザ名、パスワードといったユーザ認
証情報を送信宛先情報と紐付けて宛先表やワンタッチキーに登録することが可能である。
【０００４】
　更に、異種同報送信を行う場合、それぞれの宛先に画像データを送信する毎に各送信宛
先に対応した認証情報（ユーザ名やパスワード）の入力をユーザに促す、「都度認証送信
機能」（手動認証送信機能とも言う）を備える画像送信装置も知られている。このような
画像送信装置においては、送信を実行する前に、例えば、ユーザ名、パスワードを入力す
るためのユーザ認証情報入力画面を表示し、ユーザにより認証情報の入力がなされた後に
画像データを送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３５２４３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、異種同報送信機能と都度認証送信機能とを組み合わせた場合、次のよう
な問題が発生する。
【０００７】
　例えば、ＳＭＢサーバやＦＴＰサーバを宛先とする場合、宛先となるサーバ毎にサーバ
にアクセスするための認証の仕組みが異なる等の理由で宛先毎に認証情報が異なっている
ことが一般的である。このようなサーバを宛先とする異種同報送信を行う場合、画像デー
タを各宛先へ送信する毎に認証情報入力画面を表示する。したがって、ユーザは各宛先に
対する認証情報の入力操作が必要となる。
【０００８】
　しかし、宛先毎に認証情報が異なるので、ユーザは複数の宛先のそれぞれに対して正し
い認証情報を入力することを求められる。ユーザは誤って間違った認証情報を入力してし
まうということが発生しがちであった。そして、宛先に対して誤った認証情報が入力され
ることによって同報送信が正常に行われなくなる。
【０００９】
　本発明は上記問題を鑑みてなされたものであり、同報送信機能と都度認証送信機能とを
備えた画像通信装置において、認証情報の入力ミスを軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の画像送信装置は、画像データの送信宛先を設定す
る宛先設定手段と、前記宛先設定手段によって設定された宛先に対して画像データを送信
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する送信手段と、前記送信手段が前記宛先設定手段よって設定された宛先に対して画像デ
ータを送信するために必要な認証のための処理を実行する認証手段と、前記認証手段が前
記認証のための処理を実行するのに必要な認証情報を宛先と関連付けて登録する宛先表を
記憶する記憶手段と、前記送信手段が前記宛先設定手段によって設定された宛先へ画像デ
ータを送信する場合に前記認証手段が前記記憶手段に記憶された認証情報を用いて前記認
証のための処理を実行する第１の認証モードと、前記送信手段が前記宛先設定手段によっ
て設定された宛先へ画像データを送信する場合に前記認証手段がユーザにより入力された
認証情報を用いて前記認証のための処理を実行する第２の認証モードの何れかを選択する
選択手段と、前記選択手段が前記第２の認証モードを選択した場合、前記送信手段が前記
画像データを同報送信する宛先の数を制限する制限手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の画像送信装置は、画像データの送信宛先を設定する宛先設定手段と、前
記宛先設定手段によって設定された宛先に対して画像データを送信する送信手段と、前記
送信手段が前記宛先設定手段よって設定された宛先に対して画像データを送信するために
必要な認証のための処理を実行する認証手段と、前記送信手段が前記宛先設定手段によっ
て設定された複数の宛先へ画像データを送信する場合に、前記複数の宛先のうち、ユーザ
により手動入力された認証情報を用いて前記認証のための処理を実行する手動認証モード
で認証される宛先の数を制限する制限手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、同報送信機能と都度認証送信機能とを備えた画像通信装置において、
認証情報の入力ミスを軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態における画像送信装置を含む画像通信システムのシステム構成の一例
を示す図である。
【図２】ＭＦＰ１００のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態の画像送信処理の一例を示したフローチャートである。
【図４】認証情報入力処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】送信宛先リストの一例を示す図である。
【図６】認証情報リストの一例を示す図である。
【図７】画像送信操作画面の一例を示す図である。
【図８】宛先表一覧画面の一例を示す図である。
【図９】ステップＳ３－００９においてＤＩＳＰＬＡＹ１０８に表示される表示画面の一
例を示す図である。
【図１０】認証情報の入力を促す画面の一例を示す図である。
【図１１】認証動作モード設定画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１５】
　図１は、本実施形態における画像送信装置を含む画像通信システムのシステム構成の一
例を示す図である。
【００１６】
　画像送信装置の一例である複合機（ＭＦＰ）１００は、ＬＡＮ７００を介して第１のＳ
ＭＢサーバ２００、第２のＳＭＢサーバ３００、第１のＦＴＰサーバ４００、第２のＦＴ
Ｐサーバ５００および、ＳＭＴＰサーバ６００に接続されている。
【００１７】
　ＭＦＰ１００は前記それぞれのサーバとの間で定められたネットワーク通信プロトコル
を用いてデータ送信を行うことで、画像送信機能を実現している。ＭＦＰ１００は複数種
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類の通信プロトコルを用いてデータ送信を行うことが可能である。
【００１８】
　第１のＳＭＢサーバ２００、第２のＳＭＢサーバ３００はそれぞれ、ファイルを共有す
るためのプロトコルであるＳＭＢ（Ｓｅｒｖｅｒ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｌｏｃｋ）を用い
るファイルサーバである。第１のＦＴＰサーバ４００、第２のＦＴＰサーバ５００は、そ
れぞれＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いるファイルサー
バである。ＳＭＴＰサーバ６００は、ＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いてＭＦＰ１００などから送信される電子メールを受信し
て宛先に応じたＰＯＰ（Ｐｏｓｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバへ転送する
。本実施形態では、ＭＦＰ１００が第１のＳＭＢサーバ２００、第２のＳＭＢサーバ３０
０、第１のＦＴＰサーバ４００、第２のＦＴＰサーバ５００および、ＳＭＴＰサーバ６０
０のそれぞれにアクセスするためにはユーザ認証を必要とする。ユーザ認証のために必要
な認証情報（ユーザＩＤやパスワードなど）はサーバ毎に異なるものとする。また、これ
らのユーザ認証のために不図示のＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ
ｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバをシステム内に備えるようにしてもよい。
【００１９】
　図２は、ＭＦＰ１００のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００２０】
　ＭＦＰ１００は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、ネットワークインタフ
ェースカード（ＮＩＣ）１０４、操作入力コントローラ（ＰＡＮＥＬＣ）１０５、各種ボ
タンおよびタッチパネル（ＰＡＮＥＬ）１０６を備えている。ＭＦＰ１００は更に、ディ
スプレイコントローラ（ＤＩＳＰＣ）１０７、ディスプレイ（ＤＩＳＰＬＡＹ、表示部）
１０８、ディスクコントローラ（ＤＫＣ）１０９、ハードディスク（ＨＤＤ）１１０、プ
リンタ部（ＰＲＩＮＴＥＲ）１１１、スキャナ部（ＳＣＡＮＮＥＲ）１１２を備えている
。
【００２１】
　ＣＰＵ１０１は、システムバス１１３に接続される各デバイスを総括的に制御すると共
に、ＲＯＭ１０２或いは大規模記憶装置であるＨＤＤ１１０に記憶されたファームウェア
モジュールを実行する。なお、ファームウェアモジュールは、少なくとも２つ以上のモジ
ュールから構成され、ファームウェアモジュールの更新は、それぞれのモジュールごとに
行うことが可能である。
【００２２】
　また、ＣＰＵ１０１は、制御プログラムとしてのファームウェアモジュールに基づき後
述の各フローチャートに示す処理を実行する。なお、ＨＤＤ１１０は、場合によっては画
像の一時記憶場所としても使用されることがある。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１の主メ
モリ、ワークエリアとして機能する。なお、本実施形態では１つのＣＰＵ１０１が各種プ
ログラムを実行するが、複数のＣＰＵが協働してプログラムを実行するようにしても良い
。
【００２３】
　ＰＡＮＥＬＣ１０５は、ＭＦＰ１００に装備されたＰＡＮＥＬ１０６からの指示入力を
制御する。ＰＡＮＥＬ１０６は、各種のボタン、キーやタッチパネルシートなどを含み、
ＭＦＰ１００の操作部を構成する。ＤＩＳＰＣ１０７は、ＤＩＳＰＬＡＹ１０８に対する
描画を制御する。ＤＩＳＰＬＡＹ１０８は液晶ディスプレイなどで構成され、ＭＦＰ１０
０の操作画面を表示する。ＰＡＮＥＬ１０６とＤＩＳＰＬＡＹ１０８によってＭＦＰ１０
０の操作部が構成される。
【００２４】
　ＮＩＣ１０４は、ＬＡＮ７００を介して他のＭＦＰ（不図示）、図１の各種サーバ、或
いは、不図示のＬＤＡＰサーバとデータのやり取りを行う。ＰＲＩＮＴＥＲ１１１は、電
子写真方式で記録紙に画像形成を行う。ＳＣＡＮＮＥＲ１１２は、記録紙に印刷されてい
る画像の読み取りを行う。ＳＣＡＮＮＥＲ１１２には、不図示のオートドキュメントフィ
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ーダが装着されており、複数枚の原稿を自動的に読み取ることができる。
【００２５】
　ここで、本実施例のＭＦＰ１００は、デバイス認証と、機能認証の一例としての送信認
証とを行うように構成されている。デバイス認証とは、ＭＦＰ１００のＨＤＤ１１０に、
部門ＩＤとパスワードとからなる認証テーブルを保持し、ユーザが入力した部門ＩＤとパ
スワードとを照合することで実現されている。また、送信認証は、ＭＦＰ１００が、ＬＡ
Ｎ７００を介して、ＬＤＡＰサーバなどと通信することで、ユーザの認証を行うものとす
る。本実施形態では、デバイス認証によって認証されたユーザは、ＭＦＰ１００を操作す
ることが可能になり、ＭＦＰ１００が備えるコピー機能やプリント機能を使用することが
できるようになる。また、送信認証によって認証されたユーザは更に、ＭＦＰ１００の送
信機能を使用することができるようになる。また、デバイス認証、送信認証のそれぞれに
ついて、認証後（ログイン後）、所定の時間ユーザがＰＡＮＥＬ１０６に対して操作を行
わない場合、認証された状態から認証されない状態（ログアウト状態）する。この「所定
の時間」は、ＭＦＰ１００に予め設定されており、ソフトウェアによるタイマ（オートロ
グアウトタイマ）が計時する。オートログアウトタイマはハードウェアとして実装されて
いてもよい。この場合、オートログアウトタイマが所定の時間の経過を計時したら、ＣＰ
Ｕ１０１に対して割り込み信号を発生する。
【００２６】
　本実施形態のＭＦＰ１００は、ＳＣＡＮＮＥＲ１１２で読み取って生成した画像データ
、あるいはＨＤＤ１１０に格納された画像データを、ＮＩＣ１０４およびＬＡＮ７００を
介して装置外部へ送信することが可能である。この機能を画像送信機能という。
ＭＦＰ１００が画像送信を行う際の宛先は、ＰＡＮＥＬ１０６、或いは、ＬＡＮ７００を
介した不図示のクライアントＰＣからの操作によりＨＤＤ１１０に格納されている宛先表
（アドレス帳）へ予め登録しておくことが可能である。尚、宛先表には宛先の情報と共に
、その宛先へ画像を送信する際に必要なユーザ認証処理のための認証情報（ユーザ名、パ
スワード）も関連付けて登録しておくことが可能である。
【００２７】
　ＭＦＰ１００が画像送信を行う場合には、ＰＡＮＥＬ１０６を介して宛先表から複数の
宛先を選択することが可能である。ＭＦＰ１００は選択された宛先それぞれに対応した通
信プロトコルを用いて画像データを送信する。
【００２８】
　また、本実施形態のＭＦＰ１００は、画像送信を実行する際の認証動作モードとして、
「都度認証モード」（または手動認証モード）と「自動認証モード」の何れか一方で動作
することを予め設定することができる。都度認証モードが設定されている場合、ＭＦＰ１
００は、画像送信開始時に送信宛先に対応した認証情報入力画面をＤＩＳＰＬＡＹ１０８
に表示し、ユーザがＰＡＮＥＬ１０６より入力した認証情報を用いて宛先に対応したユー
ザ認証を行う。自動認証モードが設定されている場合、ＭＦＰ１００は、予め指定宛先に
紐付けて宛先表に登録されている認証情報を用いて宛先に対応したユーザ認証を行う。
【００２９】
　図３は、本実施形態の画像送信処理の一例を示したフローチャートである。
【００３０】
　画像送信処理を実行するためのプログラムは、ＭＦＰ１００を制御するための他のプロ
グラムと共にＲＯＭ１０２或いはＨＤＤ１１０に記憶されている。ＭＦＰ１００に電源が
供給されるとＲＡＭ１０３にロードされ、ユーザによって画像送信の開始を要求する操作
がなされると、当該プログラムはＣＰＵ１０１によって実行される。尚、後で示す各フロ
ーチャートの処理も、同様にＲＡＭ１０３に展開され、適時ＣＰＵ１０１によって実行さ
れる。
【００３１】
　まず、ステップＳ３－００１において、ＤＩＳＰＬＡＹ１０８に画像送信操作画面を表
示し、ユーザによる画像送信操作を受け付ける。
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【００３２】
　図７は画像送信操作画面の一例を示す図である。画像送信操作画面７０１では、ユーザ
からの操作指示に基づいて画像送信の宛先設定、画像送信の設定、原稿のスキャンの設定
を行うことが可能である。以下、画像送信操作画面７０１に表示される各ボタンについて
説明する。宛先表ボタン７０２はＨＤＤ１１０に格納されている宛先表を呼び出すための
ボタンである。宛先表ボタン７０２を押下すると、図８のような宛先表一覧の画面が表示
される。ユーザは図８の画面に表示された宛先一覧の中から所望の宛先を選択することで
宛先を設定することができる。お気に入りボタン７０４は、予め登録された宛先や送信設
定などのさまざまな設定の組み合わせを呼び出すためのボタンである。ワンタッチボタン
７０６は予め登録された宛先を呼び出すためのボタンである。新規アドレスボタン７０８
は、宛先表に登録されていない宛先をユーザが新規に入力するためのボタンである。ユー
ザは、新規アドレスボタンを押下した後に、宛先を手動入力する。７０８を宛先表ボタン
７０２、お気に入りボタン７０４、ワンタッチボタン７０６、新規アドレスボタン７０８
を操作することで設定されたアドレスは表示領域７１６に表示される。
【００３３】
　送信する画像データが原稿をスキャンして得られる画像データである場合には、原稿を
スキャンするための設定を行う。ユーザがスキャン設定ボタン７１０を押下すると原稿を
スキャンするための詳細な設定（解像度の設定やカラースキャン／白黒スキャンの設定）
を行うための画面が表示される。原稿をスキャンするための設定の内容は表示領域７１８
に表示されるユーザはそこでスキャンの詳細な設定を行う。ファイル形式ボタン１２を押
下することで、ユーザは送信する画像データの形式（フォーマット）を選択することがで
きる。本実施形態では、画像データの形式として、ＴＩＦＦ、ＪＰＥＧ、ＰＤＦのいずれ
かを選択することができる。送信設定ボタン７１４を押下すると、画像送信のための詳細
な設定を行うための画面に遷移する。
【００３４】
　図３の説明に戻る。ユーザによって宛先を選択する操作が行われたならば、ステップＳ
３－００２へ進む。ステップＳ３－００２では、ステップＳ３－００１で設定された宛先
を送信宛先リストに追加する。送信宛先リストの詳細については後で述べる。
【００３５】
　続いてステップＳ３－００３に進み、１件以上の宛先が設定されていて、ユーザから宛
先選択の完了を指示されたか否かを判定する。ここで、送信宛先選択が完了している場合
、ステップＳ３－００４へ進み、そうでない場合はステップＳ３－００１へ戻り、更に送
信宛先選択操作を受け付ける。
【００３６】
　ここで、ステップＳ３－００１からステップＳ３－００３の処理を実行した結果の送信
宛先リストの一例を図５に示す。送信宛先リストは、ユーザにより設定された宛先を一時
的に記憶しておくためにＲＡＭ１０３に形成されたリストである。図５の送信宛先リスト
では、宛先表の００１、００２、００３番の宛先がｉｄｘの１、２、３に設定された例を
示している。
【００３７】
　ステップＳ３－００４では、認証動作モードの設定が都度認証モードと自動認証モード
のどちらに設定されているかの判定を行う。認証動作モードの設定はＤＩＳＰＬＡＹ１０
８、或いは、ＬＡＮ７００を介して接続された不図示のクライアントＰＣからの操作によ
り設定することが可能であり、設定内容はＨＤＤ１１０に保存される。
【００３８】
　図１１は都度認証モードと自動認証モードの何れかを設定するための認証動作モード設
定画面の一例を示す図である。ラジオボタン１１１０が選択された場合は都度認証モード
が選択され、ラジオボタン１１２０が選択された場合には自動認証モードが選択される。
図１１の画面で選択された認証動作モードはＨＤＤ１１０に保存される。ここで、認証動
作モードが都度認証モードに設定されていた場合、ステップＳ３－００５へ進み、そうで
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ない場合、ステップＳ３－０１０へ進む。ステップＳ３－０１０では、宛先表に予め登録
されている各送信宛先に対応する認証情報を読み込んで、認証情報リストへ追加し、ステ
ップＳ３－００７へ進む。認証情報リストの詳細は後で説明する。
【００３９】
　ステップＳ３－００５では、送信宛先リストに登録された各送信宛先の通信プロトコル
種別の確認を行う。送信に用いるプロトコルがＳＭＢである宛先の件数と、送信に用いる
プロトコルがＦＴＰである宛先の件数との総和が、予め設定された上限数であるｎ（ｎ≧
１）の範囲である場合、ステップＳ３－００６へ進む。そうでない場合、ステップＳ３－
００９へ進み、「都度認証モードにおいては、ＳＭＢ或いはＦＴＰのプロトコルを用いる
宛先はｎ件まで指定可能である」という旨のメッセージ通知画面をＤＩＳＰＬＡＹ１０８
に表示する。そしてステップＳ３－００１に戻る。
【００４０】
　図９は、ステップＳ３－００９においてＤＩＳＰＬＡＹ１０８に表示される表示画面の
一例を示す。図９は、予め設定された上限数が１件である場合の表示画面例である。上限
数ｎはＭＦＰ１００に対して固定の値である必要は無い。本実施形態では、ＤＩＳＰＬＡ
Ｙ１０８、或いは、ＬＡＮ７００を介した不図示クライアントＰＣからの操作により上限
数設定が可能である。
【００４１】
　ステップＳ３－００６では、送信宛先リストに含まれる、ＳＭＢを用いた宛先、および
、ＦＴＰを用いた各宛先の認証情報の入力を受け付ける認証情報入力画面をＤＩＳＰＬＡ
Ｙ１０８に表示する。そしてユーザによるＰＡＮＥＬ１０６への認証情報の入力操作を受
け付ける。ここで入力された認証情報は、認証情報リストとしてＲＡＭ１０３に一時的に
記憶される。尚、ステップＳ３－００６における処理の詳細は後で説明する。ステップＳ
３－００６で認証情報の入力が完了したらステップＳ３－００７へ進む。
【００４２】
　ステップＳ３－００７では、ＳＣＡＮＮＥＲ１１２にセットされた原稿を読み取り、図
２記載のＲＡＭ１０３、或いは、ＨＤＤ１１０に一時的に記憶する。或いは、予めＨＤＤ
１１０に記憶されている画像データをユーザの指示することで送信対象の画像データを特
定してもよい。
【００４３】
　ステップＳ３－００８では、送信宛先リストに登録された各送信宛先へ順次画像データ
を送信する。画像データを送信する際には、宛先に応じて必要な認証処理を実行する。認
証処理のために必要な認証情報は、前記送信認証情報リストに記憶しておいた認証情報が
使用される。そして、送信宛先リストに登録された各送信宛先に対する画像データの送信
が完了したら、本フローチャートを終了する。
【００４４】
　図４は、図３記載のステップＳ３－００６における認証情報入力処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【００４５】
　ステップＳ４－００１では、送信宛先リストの先頭から送信宛先情報を読み込む。例え
ば、図５に示す宛先リストのｉｄｘ＝１から送信宛先情報を読み込む。そしてステップＳ
４－００２に進み、ステップＳ４－００１で読み込んだ送信宛先に対する認証情報を入力
するための認証情報入力画面をＤＩＳＰＬＡＹ１０８に表示する。ここでは、少なくとも
ユーザ名、および、パスワードの入力をユーザに促す画面を表示する。
【００４６】
　図１０にステップＳ４－００２で表示される画面の一例を示す。図１０は、宛先の一例
であるｓｍｂ＿ｓｅｒｖｅｒ１という宛先に対する認証情報の入力を促す画面である。
【００４７】
　ステップＳ４－００３では、ステップＳ４－００２で入力された認証情報を認証情報リ
ストに追加する。



(10) JP 2011-234126 A 2011.11.17

10

20

30

【００４８】
　図６は認証情報リストの一例を示す図である。同図では、各送信宛先情報に紐付けて認
証情報が格納されている。
【００４９】
　ステップＳ４－００４では、送信宛先リストの終端リストまで到達したか否かを確認す
る。ここで、終端リストまで到達した、即ち、図５に示す宛先リストの最後のｉｄｘまで
ステップＳ４－００１からステップＳ４－００３の処理が実行されたら認証情報入力処理
を終了する。そうでない場合、ｉｄｘをひとつ進め、ステップＳ４－００１に戻る。
【００５０】
　以上、本実施形態によれば、ＭＦＰ１００は、同報送信と都度認証とを組み合わせて使
用した場合の同報送信宛先件数を制限する。これにより、ユーザが誤った認証情報を入力
してしまい、同報送信が正常に行われなくなるようなことを防止することができる。また
、使い勝手を維持しつつ、メモリ資源等に余裕が無い画像送信装置においても同報送信や
都度認証送信といった機能を実行することが可能となる。
【００５１】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がコンピュータプログラムを読み出して実行する処理である。この場
合、そのコンピュータプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することになる。
【符号の説明】
【００５２】
　１００　ＭＦＰ
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＡＭ
　２００　第１のＳＭＢサーバ
　３００　第２のＳＭＢサーバ
　４００　第１のＦＴＰサーバ
　５００　第２のＦＴＰサーバ
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