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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置であって、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段と、
　送信者から送信先名を受付ける受付手段と、
　前記アドレスサーバから、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録
されている新しい送信方法を入手する入手手段と、
　前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて記憶されて
いる以前の送信方法を抽出する抽出手段と、
　前記入手手段により入手された新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信手段と
　を備え、
　前記選択手段は、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行なう機能を備え、前記入手手段
により入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法による通信料金よりも高額である場合には、送信者に対しその旨を通知する通
知手段を備えること
　を特徴とする画像送信装置。
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【請求項２】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置であって、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段と、
　送信者から送信先名を受付ける受付手段と、
　前記アドレスサーバから、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録
されている新しい送信方法を入手する入手手段と、
　前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて記憶されて
いる以前の送信方法を抽出する抽出手段と、
　前記入手手段により入手された新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信手段と
　を備え、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
条件が含まれており、
　前記選択手段は、
　前記入手手段により入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出手段により
抽出された以前の送信方法による送信条件と異なる場合には、送信者に対しその旨を通知
する通知手段を備えること
　を特徴とする画像送信装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、
　前記通知する際には、その理由を合わせて提示すること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の画像送信装置。
【請求項４】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置であって、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段と、
　送信者から送信先名を受付ける受付手段と、
　前記アドレスサーバから、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録
されている新しい送信方法を入手する入手手段と、
　前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて記憶されて
いる以前の送信方法を抽出する抽出手段と、
　前記入手手段により入手された新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信手段と
　を備え、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
条件が含まれており、
　前記選択手段は、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行なう機能を備え、前記入手手段
により入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法による通信料金と較べて、同額もしくは低額であり、かつ、前記入手手段によ
り入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出手段により抽出された以前の送
信方法による送信条件と同等である場合には、前記入手手段により入手された新しい送信
方法を強制的に選択するとともに、前記記憶手段の記憶している以前の送信方法を、新し
い送信方法に書き換えること
　を特徴とする画像送信装置。
【請求項５】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
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れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置であって、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段と、
　送信者から送信先名を受付ける受付手段と、
　前記アドレスサーバから、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録
されている新しい送信方法を入手する入手手段と、
　前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて記憶されて
いる以前の送信方法を抽出する抽出手段と、
　前記入手手段により入手された新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前
の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信手段と
　を備え、
　前記記憶手段に記憶されている以前の送信方法は、受信者設定による以前の送信方法で
あり、
　前記入手手段が入手する新しい送信方法は、受信者設定による新しい送信方法であり、
　当該画像送信装置は、さらに、
　送信者毎に個別の個人アドレス帳を取得する取得手段を備え、
　前記個人アドレス帳には、送信先名毎に、送信者が設定した送信方法を含むとともに、
受信者設定に従うか否かが設定されており、
　前記選択手段は、
　前記受付手段により受付けられた送信先名についての設定が、受信者設定に従わない設
定になっている場合には、前記入手手段により入手された新しい送信方法と、前記抽出手
段により抽出された以前の送信方法とのいずれも、送信者に選択させることを禁止し、
　前記送信手段は、
　個人アドレス帳に含まれる、受付けた送信先名に対応する送信者が設定した送信方法に
従って、画像データを送信すること
　を特徴とする画像送信装置。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置における画像送信方法で
あって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信方法は、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を含み、
　前記選択ステップは、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ステップにより
入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出された以前の
送信方法による通信料金よりも高額である場合には、送信者に対しその旨を通知する通知
ステップを含むこと
　を特徴とする画像送信方法。
【請求項７】
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　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置における画像送信方法で
あって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信方法は、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を含み、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
条件が含まれており、
　前記選択ステップは、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出ステッ
プにより抽出された以前の送信方法による送信条件と異なる場合には、送信者に対しその
旨を通知する通知ステップを含むこと
　を特徴とする画像送信方法。
【請求項８】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置における画像送信方法で
あって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信方法は、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を含み、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
条件が含まれており、
　前記選択ステップは、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ステップにより
入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出された以前の
送信方法による通信料金と較べて、同額もしくは低額であり、かつ、前記入手ステップに
より入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出ステップにより抽出された以
前の送信方法による送信条件と同等である場合には、前記入手ステップにより入手された
新しい送信方法を強制的に選択するとともに、前記記憶手段の記憶している以前の送信方
法を、新しい送信方法に書き換えるステップを含むこと
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　を特徴とする画像送信方法。
【請求項９】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置における画像送信方法で
あって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信方法は、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を含み、
　前記記憶手段に記憶されている以前の送信方法は、受信者設定による以前の送信方法で
あり、
　前記入手ステップが入手する新しい送信方法は、受信者設定による新しい送信方法であ
り、
　当該画像送信方法は、さらに、
　送信者毎に個別の個人アドレス帳を取得する取得ステップを備え、
　前記個人アドレス帳には、送信先名毎に、送信者が設定した送信方法を含むとともに、
受信者設定に従うか否かが設定されており、
　前記選択ステップは、
　前記受付ステップにより受付けられた送信先名についての設定が、受信者設定に従わな
い設定になっている場合には、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前
記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれも、送信者に選択させること
を禁止するステップを含み、
　前記送信ステップは、
　個人アドレス帳に含まれる、受付けた送信先名に対応する送信者が設定した送信方法に
従って、画像データを送信するステップを含むこと
　を特徴とする画像送信方法。
【請求項１０】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置を制御するコンピュータ
に画像送信処理を実行させる画像送信プログラムであって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
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ップと
　を実行させるものであり、
　前記選択ステップは、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ステップにより
入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出された以前の
送信方法による通信料金よりも高額である場合には、送信者に対しその旨を通知する通知
ステップを含むこと
　を特徴とする画像送信プログラム。
【請求項１１】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置を制御するコンピュータ
に画像送信処理を実行させる画像送信プログラムであって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を実行させるものであり、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
条件が含まれており、
　前記選択ステップは、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出ステッ
プにより抽出された以前の送信方法による送信条件と異なる場合には、送信者に対しその
旨を通知する通知ステップを含むこと
　を特徴とする画像送信プログラム。
【請求項１２】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置を制御するコンピュータ
に画像送信処理を実行させる画像送信プログラムであって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を実行させるものであり、
　前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信
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条件が含まれており、
　前記選択ステップは、
　送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ステップにより
入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出された以前の
送信方法による通信料金と較べて、同額もしくは低額であり、かつ、前記入手ステップに
より入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出ステップにより抽出された以
前の送信方法による送信条件と同等である場合には、前記入手ステップにより入手された
新しい送信方法を強制的に選択するとともに、前記記憶手段の記憶している以前の送信方
法を、新しい送信方法に書き換えるステップを含むこと
　を特徴とする画像送信プログラム。
【請求項１３】
　ネットワークを介して接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録さ
れている送信方法に従って、画像データを送信する画像送信装置を制御するコンピュータ
に画像送信処理を実行させる画像送信プログラムであって、
　前記画像送信装置は、
　送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、
　当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、
　送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、
　前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップと、
　前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶さ
れている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、
　前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出さ
れた以前の送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステ
ップと
　を実行させるものであり、
　前記記憶手段に記憶されている以前の送信方法は、受信者設定による以前の送信方法で
あり、
　前記入手ステップが入手する新しい送信方法は、受信者設定による新しい送信方法であ
り、
　当該画像送信プログラムは、さらに、
　前記コンピュータに、送信者毎に個別の個人アドレス帳を取得する取得ステップを実行
させ、
　前記個人アドレス帳には、送信先名毎に、送信者が設定した送信方法を含むとともに、
受信者設定に従うか否かが設定されており、
　前記選択ステップは、
　前記受付ステップにより受付けられた送信先名についての設定が、受信者設定に従わな
い設定になっている場合には、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前
記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれも、送信者に選択させること
を禁止するステップを含み、
　前記送信ステップは、
　個人アドレス帳に含まれる、受付けた送信先名に対応する送信者が設定した送信方法に
従って、画像データを送信すること
　を特徴とする画像送信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像送信装置に関し、特に、送信先を選択する際の利便性を向上させるための
技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　スキャナ、プリンタ、コピー機、ＦＡＸ等の複数の装置の機能を１台に集約したＭＦＰ
（Multiple Function peripheral）等において、画像データを送信するときに毎回送信先
を入力するのは大変面倒なので、予め取引先等を登録したアドレス帳をＭＦＰ本体、ある
いはアドレスサーバ等に記憶しておき、送信する際にこのアドレス帳を呼び出して、この
中から送信先を指定することにより入力の手間を省いている。
【０００３】
　ここで、取引先の１つの送信先が変更された場合には、ＭＦＰ又はアドレスサーバ等の
管理者が、変更を知った後でアドレス帳を手作業で変更しなければならず、迅速性、及び
作業性の面で問題があった。
　そこで、迅速かつ自動的にアドレス帳を更新することができる以下のような従来技術が
ある。
【０００４】
　特許文献１には、特定のサーバにアドレス帳を送信先のプロファイルに関連付けて登録
しておき、送信先のプロファイルが変更されると、変更されたプロファイルに従って関連
するアドレス帳データを自動的に更新する技術が開示され、利用者がプロファイルを変更
することで、関連する相手先のアドレス帳データを更新できる効果があると記載されてい
る。
【０００５】
　特許文献２には、アドレス帳をインターネット経由で利用できるようにする技術が開示
され、物理的に個別な機器への登録修正削除に関する労力を軽減することができると記載
されている。
　特許文献３には、第１の端末からその端末の利用者のアドレスの変更を指示し、第１の
端末から指示された利用者のアドレスをサーバにおいて変更し、サーバにおいて変更され
た利用者のアドレスと対応する第２の端末のアドレス帳におけるアドレスを自動的に変更
する技術が開示され、第１の端末の利用者、第２の端末の利用者ともに面倒な作業が強い
られることがなく、利用者にかかる負担を大幅に軽減することができると同時に、アドレ
ス帳における相手のアドレスを常に最新のものに保つことができ、また、新しいアドレス
の不用意な漏洩を防止することができると記載されている。
【０００６】
　特許文献４には、アドレス帳に登録され、かつＤＮＳサーバに登録された通信相手の宛
先情報が変更されたことを検知し、変更されたＤＮＳサーバに登録された通信相手の宛先
情報に対応してアドレス帳に登録された通信相手の宛先情報を自動更新する技術が開示さ
れ、アドレス帳の整理作業の負荷を軽減するとともに、接続不可等となるような不要な通
信を防止することができると記載されている。
【特許文献１】特開２００３－１０８４７９号公報
【特許文献２】特開２００３－２４４３０８号公報
【特許文献３】特開２００５－３３７３３号公報
【特許文献４】特開２００６－２００４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、１人１人の受信者に対して複数の送信先があり、各受信者が設定により送信
先を任意に選択できる画像送信システムを想定しており、このようなシステムにおいて上
記特許文献１～４のように無条件で自動的に画像データの送信先の更新を許すと、送信者
の知らぬ間に、例えば通信料金が桁違いに高くなったり、更新後の送信方法では解像度が
不足したり、カラー画像をカラーで送信できなくなるなど送信者の意図通りに画像が送信
できなくなる等の不都合が起こり得る。
【０００８】
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　本発明は、上記不具合を解消するためになされたものであり、各受信者が設定により送
信先を任意に選択できる環境において、各受信者により送信先を変更する場合に、送信者
の知らぬ間に通信料金が高くなったり、送信者の意図通りに画像が送信できなくなる等の
不都合を解消することができる画像送信装置、画像送信方法、及び画像送信プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像送信装置は、ネットワークを介して接続
されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、
画像データを送信する画像送信装置であって、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法
を記憶している記憶手段と、送信者から送信先名を受付ける受付手段と、前記アドレスサ
ーバから、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい
送信方法を入手する入手手段と、前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送
信先名に対応付けて記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出手段と、前記入手手段
により入手された新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法との
いずれか一方を、送信者に選択させる選択手段と、前記選択手段により選択された送信方
法に従って、画像データを送信する送信手段とを備え、前記選択手段は、送信方法毎に通
信料金を記憶するか、又はその計算を行なう機能を備え、前記入手手段により入手された
新しい送信方法による通信料金が、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法による
通信料金よりも高額である場合には、送信者に対しその旨を通知する通知手段を備えるこ
とを特徴とする。
　また、本発明に係る画像送信装置は、ネットワークを介して接続されているアドレスサ
ーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送信する
画像送信装置であって、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手
段と、送信者から送信先名を受付ける受付手段と、前記アドレスサーバから、前記受付手
段により受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入
手手段と、前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて記
憶されている以前の送信方法を抽出する抽出手段と、前記入手手段により入手された新し
い送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法とのいずれか一方を、送信
者に選択させる選択手段と、前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像デー
タを送信する送信手段とを備え、前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送信
すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれており、前記選択手段は、前記入手手段によ
り入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出手段により抽出された以前の送
信方法による送信条件と異なる場合には、送信者に対しその旨を通知する通知手段を備え
ることを特徴とする。
　さらに、本発明に係る画像送信装置は、ネットワークを介して接続されているアドレス
サーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送信す
る画像送信装置であって、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶
手段と、送信者から送信先名を受付ける受付手段と、前記アドレスサーバから、前記受付
手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する
入手手段と、前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて
記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出手段と、前記入手手段により入手された新
しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法とのいずれか一方を、送
信者に選択させる選択手段と、前記選択手段により選択された送信方法に従って、画像デ
ータを送信する送信手段とを備え、前記送信方法には、送信先を特定する情報と共に、送
信すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれており、前記選択手段は、送信方法毎に通
信料金を記憶するか、又はその計算を行なう機能を備え、前記入手手段により入手された
新しい送信方法による通信料金が、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法による
通信料金と較べて、同額もしくは低額であり、かつ、前記入手手段により入手された新し
い送信方法による送信条件が、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法による送信
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条件と同等である場合には、前記入手手段により入手された新しい送信方法を強制的に選
択するとともに、前記記憶手段の記憶している以前の送信方法を、新しい送信方法に書き
換えることを特徴とする。
　さらにまた、本発明に係る画像送信装置は、ネットワークを介して接続されているアド
レスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送
信する画像送信装置であって、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している
記憶手段と、送信者から送信先名を受付ける受付手段と、前記アドレスサーバから、前記
受付手段により受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手
する入手手段と、前記記憶手段から、前記受付手段により受付けられた送信先名に対応付
けて記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出手段と、前記入手手段により入手され
た新しい送信方法と、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法とのいずれか一方を
、送信者に選択させる選択手段と、前記選択手段により選択された送信方法に従って、画
像データを送信する送信手段とを備え、前記記憶手段に記憶されている以前の送信方法は
、受信者設定による以前の送信方法であり、前記入手手段が入手する新しい送信方法は、
受信者設定による新しい送信方法であり、当該画像送信装置は、さらに、送信者毎に個別
の個人アドレス帳を取得する取得手段を備え、前記個人アドレス帳には、送信先名毎に、
送信者が設定した送信方法を含むとともに、受信者設定に従うか否かが設定されており、
前記選択手段は、前記受付手段により受付けられた送信先名についての設定が、受信者設
定に従わない設定になっている場合には、前記入手手段により入手された新しい送信方法
と、前記抽出手段により抽出された以前の送信方法とのいずれも、送信者に選択させるこ
とを禁止し、前記送信手段は、個人アドレス帳に含まれる、受付けた送信先名に対応する
送信者が設定した送信方法に従って、画像データを送信することを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像送信方法は、ネットワークを介して接続
されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、
画像データを送信する画像送信装置における画像送信方法であって、前記画像送信装置は
、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、当該画像送
信方法は、送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前
記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法
を入手する入手ステップと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送
信先名に対応付けて記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手
ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の
送信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップに
より選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステップとを含み、前記選
択ステップは、送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ス
テップにより入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出
された以前の送信方法による通信料金よりも高額である場合には、送信者に対しその旨を
通知する通知ステップを含むことを特徴とする。
　また、本発明に係る画像送信方法は、ネットワークを介して接続されているアドレスサ
ーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送信する
画像送信装置における画像送信方法であって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応付
けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、当該画像送信方法は、送信者から
送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより
受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手ステッ
プと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記
憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより入手さ
れた新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれか
一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された送信方
法に従って、画像データを送信する送信ステップとを含み、前記送信方法には、送信先を
特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれており、前記選択
ステップは、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による送信条件が、前記
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抽出ステップにより抽出された以前の送信方法による送信条件と異なる場合には、送信者
に対しその旨を通知する通知ステップを含むことを特徴とする。
　さらに、本発明に係る画像送信方法は、ネットワークを介して接続されているアドレス
サーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送信す
る画像送信装置における画像送信方法であって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応
付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、当該画像送信方法は、送信者か
ら送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップによ
り受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手ステ
ップと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて
記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより入手
された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれ
か一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された送信
方法に従って、画像データを送信する送信ステップとを含み、前記送信方法には、送信先
を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれており、前記選
択ステップは、送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行ない、前記入手ス
テップにより入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステップにより抽出
された以前の送信方法による通信料金と較べて、同額もしくは低額であり、かつ、前記入
手ステップにより入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出ステップにより
抽出された以前の送信方法による送信条件と同等である場合には、前記入手ステップによ
り入手された新しい送信方法を強制的に選択するとともに、前記記憶手段の記憶している
以前の送信方法を、新しい送信方法に書き換えるステップを含むことを特徴とする。
　さらにまた、本発明に係る画像送信方法は、ネットワークを介して接続されているアド
レスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送
信する画像送信装置における画像送信方法であって、前記画像送信装置は、送信先名毎に
対応付けて、以前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、当該画像送信方法は、送信
者から送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップ
により受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手
ステップと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付
けて記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより
入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのい
ずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された
送信方法に従って、画像データを送信する送信ステップとを含み、前記記憶手段に記憶さ
れている以前の送信方法は、受信者設定による以前の送信方法であり、前記入手ステップ
が入手する新しい送信方法は、受信者設定による新しい送信方法であり、当該画像送信方
法は、さらに、送信者毎に個別の個人アドレス帳を取得する取得ステップを備え、前記個
人アドレス帳には、送信先名毎に、送信者が設定した送信方法を含むとともに、受信者設
定に従うか否かが設定されており、前記選択ステップは、前記受付ステップにより受付け
られた送信先名についての設定が、受信者設定に従わない設定になっている場合には、前
記入手ステップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された
以前の送信方法とのいずれも、送信者に選択させることを禁止するステップを含み、前記
送信ステップは、個人アドレス帳に含まれる、受付けた送信先名に対応する送信者が設定
した送信方法に従って、画像データを送信するステップを含むことを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像送信プログラムは、ネットワークを介し
て接続されているアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従
って、画像データを送信する画像送信装置を制御するコンピュータに画像送信処理を実行
させる画像送信プログラムであって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応付けて、以
前の送信方法を記憶している記憶手段を備え、当該画像送信プログラムは、前記コンピュ
ータに、送信者から送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記
受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を
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入手する入手ステップと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信
先名に対応付けて記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ス
テップにより入手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送
信方法とのいずれか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップによ
り選択された送信方法に従って、画像データを送信する送信ステップとを実行させるもの
であり、前記選択ステップは、送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行な
い、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステ
ップにより抽出された以前の送信方法による通信料金よりも高額である場合には、送信者
に対しその旨を通知する通知ステップを含むことを特徴とする。
　また、本発明に係る画像送信プログラムは、ネットワークを介して接続されているアド
レスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを送
信する画像送信装置を制御するコンピュータに画像送信処理を実行させる画像送信プログ
ラムであって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶し
ている記憶手段を備え、当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、送信者から送
信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより受
付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手ステップ
と、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記憶
されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより入手され
た新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれか一
方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された送信方法
に従って、画像データを送信する送信ステップとを実行させるものであり、前記送信方法
には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれて
おり、前記選択ステップは、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による送
信条件が、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法による送信条件と異なる場
合には、送信者に対しその旨を通知する通知ステップを含むことを特徴とする。
　さらに、本発明に係る画像送信プログラムは、ネットワークを介して接続されているア
ドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像データを
送信する画像送信装置を制御するコンピュータに画像送信処理を実行させる画像送信プロ
グラムであって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を記憶
している記憶手段を備え、当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、送信者から
送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップにより
受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手ステッ
プと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付けて記
憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより入手さ
れた新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれか
一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された送信方
法に従って、画像データを送信する送信ステップとを実行させるものであり、前記送信方
法には、送信先を特定する情報と共に、送信すべき画像の品質に関わる送信条件が含まれ
ており、前記選択ステップは、送信方法毎に通信料金を記憶するか、又はその計算を行な
い、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による通信料金が、前記抽出ステ
ップにより抽出された以前の送信方法による通信料金と較べて、同額もしくは低額であり
、かつ、前記入手ステップにより入手された新しい送信方法による送信条件が、前記抽出
ステップにより抽出された以前の送信方法による送信条件と同等である場合には、前記入
手ステップにより入手された新しい送信方法を強制的に選択するとともに、前記記憶手段
の記憶している以前の送信方法を、新しい送信方法に書き換えるステップを含むことを特
徴とする。
　さらにまた、本発明に係る画像送信プログラムは、ネットワークを介して接続されてい
るアドレスサーバに、送信先名に対応付けて登録されている送信方法に従って、画像デー
タを送信する画像送信装置を制御するコンピュータに画像送信処理を実行させる画像送信
プログラムであって、前記画像送信装置は、送信先名毎に対応付けて、以前の送信方法を
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記憶している記憶手段を備え、当該画像送信プログラムは、前記コンピュータに、送信者
から送信先名を受付ける受付ステップと、前記アドレスサーバから、前記受付ステップに
より受付けられた送信先名に対応付けて登録されている新しい送信方法を入手する入手ス
テップと、前記記憶手段から、前記受付ステップにより受付けられた送信先名に対応付け
て記憶されている以前の送信方法を抽出する抽出ステップと、前記入手ステップにより入
手された新しい送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいず
れか一方を、送信者に選択させる選択ステップと、前記選択ステップにより選択された送
信方法に従って、画像データを送信する送信ステップとを実行させるものであり、前記記
憶手段に記憶されている以前の送信方法は、受信者設定による以前の送信方法であり、前
記入手ステップが入手する新しい送信方法は、受信者設定による新しい送信方法であり、
当該画像送信プログラムは、さらに、前記コンピュータに、送信者毎に個別の個人アドレ
ス帳を取得する取得ステップを実行させ、前記個人アドレス帳には、送信先名毎に、送信
者が設定した送信方法を含むとともに、受信者設定に従うか否かが設定されており、前記
選択ステップは、前記受付ステップにより受付けられた送信先名についての設定が、受信
者設定に従わない設定になっている場合には、前記入手ステップにより入手された新しい
送信方法と、前記抽出ステップにより抽出された以前の送信方法とのいずれも、送信者に
選択させることを禁止するステップを含み、前記送信ステップは、個人アドレス帳に含ま
れる、受付けた送信先名に対応する送信者が設定した送信方法に従って、画像データを送
信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　課題を解決するための手段に記載した構成により、送信方法が更新された場合に、新し
い送信方法と以前の送信方法とのいずれか一方を送信者が選択することができるので、送
信者の知らぬ間に通信料金が高くなったり、送信者の意図通りに画像データが送信できな
くなる等の不都合が起こらない。
【００１２】
　また、課題を解決するための手段に記載した構成により、通信料金が高額である通信方
法に変更されようとしている場合に、送信者に対しその旨が通知されるので、送信者の知
らぬ間に通信料金が高くなることがない。
【００１３】
　さらに、課題を解決するための手段に記載した構成により、送信条件が変更されようと
している場合に、送信者に対しその旨が通知されるので、送信者の知らぬ間に送信条件が
変更されて送信者の意図通りに画像データが送信できなくなることがない。
　ここで、画像送信装置において、前記選択手段は、前記通知する際にはその理由を合わ
せて提示することを特徴とすることもできる。
【００１４】
　これにより、通信料金が高額である通信方法に変更されようとしている旨や、送信条件
が変更されようとしている旨を通知する際に、その理由を合わせて提示するので、送信者
は提示された理由に基づいて、より的確に新しい送信方法と以前の送信方法とのいずれか
一方を選択することができる。
【００１５】
　また、課題を解決するための手段に記載した構成により、通信料金が高額にならず、か
つ送信条件が同等である場合に、新しい送信方法を強制的に選択するので、送信者の知ら
ぬ間に通信料金が高くなったり、送信者の意図通りに画像データが送信できなくなる等の
不都合が起こらない場合に限り、送信者は送信方法を選択しなくてよくなり、不都合なく
利便性が向上する。
【００１８】
　さらに、課題を解決するための手段に記載した構成により、受信者設定に従わない設定
になっている場合に、個人アドレス帳に従うので、受信者設定と個人アドレス帳のどちら
に従うかを送信者が設定でき、利便性が向上する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
［実施の形態］
　＜構成＞
　図１は、本発明の実施の形態における画像送信システム全体の概要を示す図である。
　図１に示すように、本実施の形態における画像送信システムは、画像送信装置１、アド
レスサーバ２、パーソナルコンピュータ３、及び、ネットワーク４からなる。なお、ここ
では説明の簡略化のために、各装置とも１台ずつしか記載していないが、通常の台数はこ
れとは異なり、例えばアドレスサーバ２は１台かせいぜい数台程度であり全機が一体とな
って動作するが、画像送信装置１及びパーソナルコンピュータ３は多数台あって、それぞ
れが同等の機能を備えそれぞれ独立に動作する。
【００２０】
　画像送信装置１は、例えばＭＦＰであり、原稿をスキャンして生成した画像データ、記
憶している画像データ、あるいは送信者のパソコンから送信された画像データを、ＦＡＸ
やメール等の様々な送信方法で送信する機能を有する。
　図１では、（１）画像送信装置１がアドレスサーバ２へ個人アドレス帳及びお任せアド
レス帳のダウンロード要求を出し、（２）この要求に基づいてアドレスサーバ２から画像
送信装置１へ個人アドレス帳及びお任せアドレス帳がダウンロードされ、送信者が画像デ
ータを送りたい送信先を、主にダウンロードした個人アドレス帳及びお任せアドレス帳の
中から選び、（３）選ばれた送信先のパーソナルコンピュータ３へ画像データを送信する
様子を示している。
【００２１】
　図２は、画像送信装置１の構成の概要を示す図である。
　図２に示すように、本実施の形態における画像送信装置１は、記憶部１０、アドレス帳
管理部１１、制御ユニット１２、外部インターフェース１３、エンジン１４、スキャナ１
５、画像処理制御モジュール１６、操作パネル１７により構成されている。
　ここで、外部インターフェース１３、エンジン１４、スキャナ１５、画像処理制御モジ
ュール１６、操作パネル１７等は、それぞれ制御ユニット１２により制御されて各機能を
発揮する機能ユニットである。なお、これらの機能ユニットは従来技術なので詳細な説明
を省略する。
【００２２】
　記憶部１０は、ハードディスクドライブ等の記憶媒体であり、原稿をスキャンして生成
した画像データや、外部から受信した画像データ等の各種データを記憶するとともに、ネ
ットワーク４から個人アドレス帳やお任せアドレス帳を受信して保持するためのアドレス
帳保存領域１８を備え、さらに、個々の送信先名毎に対応付けた以前の送信方法の一覧を
旧アドレス帳１９として記憶している。ここで個人アドレス帳は、各送信者がそれぞれカ
スタマイズした送信先候補者の名称と送信方法とを対応付けたリストであり、お任せアド
レス帳は、受信者設定を登録している送信先候補者の名称のリストである。ここで送信先
候補者の名称とは、個人名、会社名、所属、及び肩書き等の送信先候補者を特定するため
に用いる固有名詞やその限定要素等である。また受信者設定とは、各利用者が受信者の立
場で画像データを受信する際に自分の都合のよい受信方法を予めアドレスサーバ２に登録
しておくことをいい、送信者が受信者設定に従って画像データを送信しようとする場合に
、受信者の希望に沿った送信方法でタイムリーに受信者が最も受け取りやすいと考える送
信先へ画像データを送信することを可能にするものである。
【００２３】
　アドレス帳管理部１１は、ログイン直後等の予め決められた所定のタイミングで、ログ
インした利用者のユーザＩＤを手がかりにして、当該利用者専用の個人アドレス帳をアド
レスサーバ２からダウンロードしてアドレス帳保存領域１８に保存し、当該個人アドレス
帳が操作パネルに表示されて、利用者（以降「送信者」）により送信先名が選択されて受
付けられると、当該個人アドレス帳から対応する送信方法を抽出し、抽出した送信方法に
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従って画像データを送信させる。ここで、個人アドレス帳から抽出した送信方法において
「受信者設定に従う」という設定がなされている場合には、アドレスサーバ２から、受付
られた送信先名に対応付けて登録されている受信者設定による新しい受信方法をダウンロ
ードし、一方、旧アドレス帳１９から、受付られた送信先名に対応付けて記憶されている
以前の送信方法を抽出し、新しい送信方法と以前の送信方法とのいずれか一方を送信者に
選択させ、選択された送信方法に従って画像データを送信する。なお、画像データの送信
の詳細に関しては後述する。
【００２４】
　また、アドレス帳管理部１１は、送信者からお任せアドレス帳の表示を指示された場合
には、お任せアドレス帳をアドレスサーバ２からダウンロードしてアドレス帳保存領域１
８に保存し、当該お任せアドレス帳が操作パネルに表示されて、送信者により送信先名が
選択されることにより受付けられると、アドレスサーバ２から、受付られた送信先名に対
応付けて登録されている受信者設定による新しい受信方法をダウンロードし、新しい受信
方法に従って画像データを送信する。
【００２５】
　制御ユニット１２は、例えばＣＰＵやワークメモリ等のハードウェアと、制御ソフトウ
ェアとからなり、ジョブの実行順序やジョブ毎にデータ等を管理するジョブ管理部２０や
、それぞれに対応する機能ユニットの動作等を制御する、ＦＡＸ送受信制御部２１、ハー
ドディスク制御部２２、不揮発性メモリ制御部２３、プリント入力制御部２４、外部通信
制御部２５、エンジン制御部２６、スキャナ制御部２７、ＡＳＩＣ制御部２８、メモリ制
御部２９、ネット配信制御部３０、操作パネル制御部３１等の機能別制御部を含む。なお
、これらの機能別制御部は従来技術なので詳細な説明を省略する。
【００２６】
　図３は、アドレスサーバ２の構成の概要を示す図である。
　図３に示すように、本実施の形態におけるアドレスサーバ２は、記憶部４０、アドレス
帳管理部４１、ユーザ管理部４２、制御ユニット４３、外部インターフェース４４により
構成されている。
　ここで、外部インターフェース４４は、制御ユニット４３により制御されて各機能を発
揮する機能ユニットである。なお、この機能ユニットは従来技術なので詳細な説明は省略
する。
【００２７】
　記憶部４０は、ハードディスクドライブ等の記憶媒体であり、各利用者に関する情報や
ログイン認証に必要なログイン名やパスワード等の認証用データであるユーザ情報４５を
記憶するとともに、個人アドレス帳４６、お任せアドレス帳４７、及び受信者設定アドレ
ス帳４８を記憶している。ここで受信者設定アドレス帳４８は、各利用者が受信者の立場
で登録した受信者設定のリストである。
【００２８】
　アドレス帳管理部４１は、記憶部４０に記憶された個人アドレス帳４６、お任せアドレ
ス帳４７、及び受信者設定アドレス帳４８を管理するものであり、画像送信装置１からの
要求を受けて個人アドレス帳４６やお任せアドレス帳４７を送信してダウンロードさせ、
また、各利用者から受信者設定の登録を受付けて、お任せアドレス帳４７、及び受信者設
定アドレス帳４８を更新し、さらに、画像送信装置１において送信者により個人アドレス
帳４６から受信者が選択され、個人アドレス帳４６内の対応する送信方法が「受信者設定
に従う」という設定である場合や、お任せアドレス帳４７から受信者が選択された場合に
、受信者設定アドレス帳４８内において選択された送信先名に対応付けて登録されている
新しい受信者設定を画像送信装置１へ送信してダウンロードさせる。
【００２９】
　ユーザ管理部４２は、画像送信装置１からのログイン認証の要求に応じて、記憶部４０
に記憶されたユーザ情報４５を用いて認証処理を行う等、利用者（ユーザ）を管理する。
　制御ユニット４３は、例えばＣＰＵやワークメモリ等のハードウェアと、制御ソフトウ
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ェアとからなり、ハードディスク制御部４９、外部通信制御部５０、メモリ制御部５１等
の機能別制御部を含む。なお、これらの機能別制御部は従来技術なので詳細な説明は省略
する。
【００３０】
　＜動作＞
　図４は、本実施の形態における画像送信装置１による画像データを送信する処理の手順
を示す図である。
　以下に図４を用いて、画像データを送信する処理の手順を説明する。
　（１）画像送信装置１において、利用者がログインするまで待つ（ステップＳ１）。
【００３１】
　（２）利用者がログインすると、その利用者の個人アドレス帳をアドレスサーバ２から
入手して記憶部１０に保存する（ステップＳ２）。
　（３）記憶部１０に保存した個人アドレス帳に登録されている送信先名のリストを液晶
パネルの液晶表示部分等に表示して、送信先名の選択を促す（ステップＳ３）。
　図５は、ステップＳ３における送信先名のリストの表示例を示す図である。
【００３２】
　（４）利用者（送信者）より送信先名の選択を受付けるまで待つ（ステップＳ４）。
　（５）マニュアル入力により操作パネル等から直接、ＦＡＸ番号等の送信先を特定する
情報の入力を受付けるまで待つ（ステップＳ５）。
　（６）マニュアル入力により送信先を特定する情報の入力を受付けると、当該情報に従
って画像データを送信する（ステップＳ６）。
【００３３】
　（７）送信先名の選択を受付けると、記憶部１０に保存した個人アドレス帳を参照して
、受付けた送信先名について受信者設定に従う設定になっているか否かを判断する（ステ
ップＳ７）。
　（８）受信者設定に従う設定になっていない場合には、ステップＳ２において記憶部１
０に保存した個人アドレス帳から、ステップＳ４において受付けた送信先名に対応付けて
記憶されている送信方法を抽出する（ステップＳ８）。
【００３４】
　（９）ステップＳ８において個人アドレス帳から抽出した送信方法に従って画像データ
を送信する（ステップＳ９）。
　（１０）受信者設定に従う設定になっている場合には、ステップＳ４において受付けら
れた送信先名に対応付けて登録されている受信者設定による新しい送信方法を、アドレス
サーバ２から入手する（ステップＳ１０）。
【００３５】
　（１１）記憶部１０に保存した個人アドレス帳を参照して、ステップＳ４において受付
けた送信先名について新しい受信者設定を無条件で優先する設定になっているか否かを判
断する（ステップＳ１１）。
　（１２）新しい受信者設定を無条件で優先する設定になっている場合には、ステップＳ
１０において入手した受信者設定による新しい送信方法に従って画像データを送信する（
ステップＳ１２）。
【００３６】
　（１３）新しい受信者設定を無条件で優先する設定になっていない場合には、元々記憶
部１０に保存している送信先名毎に対応付けて以前の受信者設定による送信方法を記憶し
ている旧アドレス帳から、ステップＳ４において受付けられた送信先名に対応付けて登録
されている以前の受信者設定による送信方法を抽出する（ステップＳ１３）。
　（１４）ステップＳ１０においてアドレスサーバ２から入手した最新の送信方法による
通信料金と、ステップＳ１３において記憶部１０から抽出した以前の送信方法による通信
料金とを、送信方法毎に記憶している通信料金に基づいて、あるいは自機又はネットワー
クに接続された他の機器が備える通信料金の計算機能を用いて計算して、どちらが高額で
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あるかを判断する（ステップＳ１４）。
【００３７】
　（１５）最新の送信方法による通信料金が以前の送信方法による通信料金よりも高額で
ある場合には、送信者に対しその旨を通知し、操作パネルの液晶表示部分等に両方の通信
料金や差額を表示すること等により、その理由も合わせて提示する（ステップＳ１５）。
　例えば、メール送信が固定料金であって実質無料であるときに、送信方法がメール送信
からＦＡＸ送信に変更される場合には、通信料金が高額に変更になると判断し、その旨、
及び、時間当たりの回線使用量、画像データのデータ量、及び回線速度から計算される通
信料金を表示する。
【００３８】
　また例えば、単にＦＡＸ番号が変更される場合には、変更前後の通信料金を、時間当た
りの各回線使用量、画像データのデータ量、及び各回線速度から計算して比較し、どちら
が高額であるかを判断して、通信料金が高額に変更になるときには、計算したそれぞれの
通信料金を合わせて表示する。
　なお、特に変更後の送信先が海外である場合や、変更後の料金データに関する情報が不
足している等により通信料金が不明である場合には、無条件で送信者に対しその旨を通知
してもよい。
【００３９】
　図６は、ステップＳ１５における通信料金の警告画面の表示例を示す図である。
　（１６）ステップＳ１０においてアドレスサーバ２から入手した最新の送信方法による
送信条件と、ステップＳ１３において記憶部１０から抽出した以前の送信方法による送信
条件とが異なるか否かを判断する（ステップＳ１６）。
　（１７）最新の送信方法による送信条件と以前の送信方法による送信条件が異なる場合
には、送信者に対しその旨を通知し、操作パネルの液晶表示部分に、両方の送信条件を表
示すること等により、その理由も合わせて提示する（ステップＳ１７）。
【００４０】
　例えば、カラー送信が可能な通信条件からモノクロしか送信できないＧ３ＦＡＸ等の通
信条件に変更しようとする場合には画像品質の低下が懸念され、ＦＡＸ送信からメール送
信に変更しようとする場合にはセキュリティの低下が懸念され、高圧縮ファイル（高圧縮
ＰＤＦ／高圧縮ＸＰＳ等）を指定する場合にはネットワークスキャン配信を用いる必要が
あり、送達確認を迅速に行ないたい場合やデータ量が多い場合にはメール送信は除外しな
ければならない。
【００４１】
　図７は、ステップＳ１５における送信条件の警告画面の表示例を示す図である。
　（１８）最新の送信方法による通信料金が以前の送信方法による通信料金と較べて、同
額もしくは低額であり、かつ最新の送信方法による送信条件が以前の送信方法による送信
条件と同等であるか否かを判断する（ステップＳ１８）。
　（１９）通信料金が同額もしくは低額であり、送信条件が同等である場合には、上記２
つの送信方法のうち、自動的に最新の送信方法を選択する（ステップＳ１９）。
【００４２】
　（２０）通信料金が同額もしくは低額、かつ送信条件が同等ではない場合には、操作パ
ネルの液晶表示部分等に上記２つの送信方法を選択肢として提示して、送信者に選択を即
す（ステップＳ２０）。
　図８は、ステップＳ２０における送信方法の選択画面の表示例を示す図である。
　（２１）送信方法の選択を受付けるまで待つ（ステップＳ２１）。
【００４３】
　（２２）最新の送信方法を選択したか否かを判断する（ステップＳ２２）。
　（２３）最新の送信方法を選択した場合には、元々記憶部１０に保存している旧アドレ
ス帳の該当する送信方法を、選択された最新の送信方法に更新する（ステップＳ２３）。
　（２４）選択された最新の送信方法に従って画像データを送信する（ステップＳ２４）
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。
【００４４】
　（２５）最新の送信方法を選択せず、以前の送信方法を選択した場合には、以前の送信
方法に従って画像データを送信する（ステップＳ２５）。
　なお、本実施の形態では、ステップＳ１１において、新しい受信者設定を無条件で優先
する設定になっているか否かを判断し、ステップＳ１２において、受信者設定による新し
い送信方法に従って画像データを送信しているが、これとは逆に、以前の受信者設定を無
条件で優先する設定になっているか否かを判断し、受信者設定による以前の送信方法に従
って画像データを送信してもよい。
【００４５】
　また本実施の形態では、旧アドレス帳１９を画像送信装置１内の記憶部１０に保存して
いるが、アドレスサーバ２に記憶して集中管理しておき、個人アドレス帳をダウンロード
するときや必要になったときにダウンロードして使用してもよい。
　＜まとめ＞
　以上のように、本実施の形態によれば、各受信者が設定により送信先を任意に選択でき
る環境において、各受信者により送信方法が更新された場合に、新しい送信方法と以前の
送信方法とのいずれか一方を送信者が選択することができるので、送信者の知らぬ間に通
信料金が高くなったり、送信者の意図通りに画像データが送信できなくなる等の不都合が
起こらない。
【００４６】
　また、コンピュータに本実施の形態のような動作を実行させることができるプログラム
がコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録され、この記録媒体が流通し取り引きの対
象となり得る。また、当該プログラムは、例えばネットワーク等を介して流通して取り引
きの対象となり得、また、表示装置に表示されたり印刷されて、利用者に提示されること
もあり得る。
【００４７】
　ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えば、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、ＣＤ、ＭＯ、ＤＶＤ、メモリカード等の着脱可能な記録媒体、及び、ハードディ
スク、半導体メモリ等の固定記録媒体等であり、特に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、ＭＦＰなどを含む画像送信装置の技術分野に広く適用することができる。
　本発明によって、受信者の要望を生かしつつも、送信者に対して不利益を生じさせない
で画像データを送信することが可能となるので、ユーザの使い勝手がよく、利便性の高い
画像送信装置を提供することができその産業的利用価値は極めて高い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態における画像送信システム全体の概要を示す図である。
【図２】画像送信装置１の構成の概要を示す図である。
【図３】アドレスサーバ２の構成の概要を示す図である。
【図４】本実施の形態における画像送信装置１による画像データを送信する処理の手順を
示す図である。
【図５】送信先名のリストの表示例を示す図である。
【図６】通信料金の警告画面の表示例を示す図である。
【図７】送信条件の警告画面の表示例を示す図である。
【図８】送信方法の選択画面の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　　　１　　画像送信装置
　　　　２　　アドレスサーバ
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　　　　３　　パーソナルコンピュータ
　　　　４　　ネットワーク
　　　１０　　記憶部
　　　１１　　アドレス帳管理部
　　　１２　　制御ユニット
　　　１８　　アドレス帳保存領域
　　　１９　　旧アドレス帳

【図１】 【図２】
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