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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取って画像データを取得するための読取制御部と、
　前記画像データを送信するための送信先を入力する入力キーおよび前記読取制御部の動
作を開始する開始キーを含む操作部と、
　前記操作部の開始キーの操作が実行された時に、前記画像データの送信先が入力されて
いる場合は、入力されている送信先を宛先に設定し、前記画像データの送信先が未入力の
場合は、既定の送信先を宛先に設定する宛先設定部と、
　前記宛先設定部により設定された宛先へ、前記読取制御部が取得した前記画像データを
送信する送信制御部とを備えた、データ送信装置。
【請求項２】
　前記操作部における所定のデータ入力に応じて、入力者を特定のユーザとして認証する
ユーザ認証部と、
　前記ユーザ認証部により認証されたユーザに関連付けられた既定の送信先を含むアドレ
スデータを記憶するデータ記憶部とを備える、請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項３】
　前記ユーザ認証部および前記データ記憶部の少なくとも一方は、ネットワークを介して
接続されている、請求項２に記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記データ記憶部は、前記ユーザに関連付けられた前記アドレスデータとともに前記ユ



(2) JP 4656182 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

ーザに関連付けられた前記読取制御部における動作を規定するための読込設定情報を記憶
する、請求項２または３に記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記入力キーにより入力された送信先を表示するための表示部をさらに備え、
　前記操作部の開始キーの操作が実行された時に前記画像データの送信先が未入力の場合
とは、前記表示部における表示が空白の場合に相当する、請求項１～４のいずれかに記載
のデータ送信装置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記操作部の開始キーの操作が実行された場合には、前記既定の送信先
を表示する、請求項５に記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　前記既定の送信先は、ネットワークを介して接続されている転送装置であり、
　前記画像データは、前記転送装置を経由してネットワークを介して接続されている別の
所定の送信先に送信される、請求項１～６のいずれかに記載のデータ送信装置。
【請求項８】
　原稿の画像を読み取って画像データを取得するための読取制御部を備えたデータ送信装
置におけるデータ送信方法であって、
　前記画像データを送信するための送信先を入力するステップと、
　前記読取制御部の動作を開始する開始キーを操作するステップと、
　前記開始キーの操作が実行された時に、前記画像データの送信先が入力されている場合
は、入力されている送信先を宛先に設定し、前記画像データの送信先が未入力の場合は、
既定の送信先を宛先に設定するステップと、
　設定された宛先へ、前記読取制御部が取得した前記画像データを送信するステップとを
備えた、データ送信方法。
【請求項９】
　原稿の画像を読み取って画像データを取得するための読取制御部を備えたデータ送信装
置を制御するコンピュータが実行可能なデータ送信プログラムであって、
　前記画像データを送信するための送信先を入力するステップと、
　前記読取制御部の動作を開始する開始キーを操作するステップと、
　前記開始キーの操作が実行された時に、前記画像データの送信先が入力されている場合
は、入力されている送信先を宛先に設定し、前記画像データの送信先が未入力の場合は、
既定の送信先を宛先に設定するステップと、
　設定された宛先へ、前記読取制御部が取得した前記画像データを送信するステップとを
備えた、データ送信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の画像を読取って取得した画像データを送信するデータ送信装置、デー
タ送信方法およびデータ送信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＭＦＰ（Multi Function Peripheral）において、複数のユーザのアドレス
を登録することができるアドレス帳機能を有し、データ送信等を実行する場合にはアドレ
ス帳に登録されている複数のアドレスを操作画面上に表示し、その中から宛先を選択する
ものがあった。
【０００３】
　当該アドレス帳機能としては、ＭＦＰ内の記憶部に予め格納されているものに限られず
、インターネットを介して接続された特定のサーバに記憶されているアドレス帳を参照す
ることも可能であった。例えば、特開２００３－１０８４７９号公報においては、ユーザ
毎のアドレス帳データを記憶するサーバが設けられている場合に、あるユーザがアドレス



(3) JP 4656182 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

を変更した場合、当該ユーザのアドレスを記憶しているアドレス帳データを自動で更新す
ることが可能な技術が開示されており、当該サーバにアクセスすることによりアドレス帳
を参照することが可能である。
【０００４】
　一方、従来のＭＦＰにおいては、データ送信等を実行する場合、登録されているユーザ
の宛先であるアドレスが多い場合には、操作画面上に全アドレスを表示することができず
、画面スクロールや画面切換によって所望のアドレスを探さなくてはならなかった。
【０００５】
　また、ＭＦＰを用いたデータ送信の使い方として、スキャナで読み取って得られた画像
データを電子メール等にてユーザ自身のコンピュータ等に送り、ユーザ自身のコンピュー
タ等において画像データの閲覧、編集あるいは他のユーザに転送する等の使い方が一般的
であった。
【０００６】
　このような使い方をするユーザにとっては、簡単な操作でかつ素早く、ユーザ自身のア
ドレスをデータ送信の宛先として設定できるＭＦＰが望まれているが、アドレス帳を検索
して自分宛の宛先を選択する作業が煩雑であるという問題があった。
【０００７】
　上記のような問題を解決するために特開２００６－１１９８５号公報においては、ユー
ザ認証を行なってログインをしたときに自動的に自分自身のアドレスを宛先として設定入
力する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１０８４７９号公報
【特許文献２】特開２００６－１１９８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特開２００６－１１９８５号公報では、常に自分自身のアドレスが宛先
として設定入力されているために、自分以外の宛先に画像データ等のデータ送信を実行す
る場合には、宛先として自動的に設定入力されたアドレスを一旦消去して、再入力する必
要があり煩雑な作業が必要となる。
【０００９】
　また、宛先入力画面に宛先として自動的に設定入力された内容（アドレス）が表示され
るため自分自身のアドレスを指すものであるかを確認する作業が必要であり、その作業が
煩わしいという問題もある。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、簡易な操作で特
定の宛先に画像データを送信することが可能なデータ送信装置、データ送信方法およびデ
ータ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】
【００１１】
　本発明に係るデータ送信装置は、原稿の画像を読み取って画像データを取得するための
読取制御部と、画像データを送信するための送信先を入力する入力キーおよび読取制御部
の動作を開始する開始キーを含む操作部と、操作部の開始キーの操作が実行されたときに
、画像データの送信先が入力されている場合は、入力されている送信先を宛先に設定し、
画像データの送信先が未入力の場合は、既定の送信先を宛先に設定する宛先設定部と、宛
先設定部により設定された宛先へ、読取制御部が取得した画像データを送信する送信制御
部とを備える。
【００１２】
　好ましくは、操作部における所定のデータ入力に応じて、入力者を特定のユーザとして
認証するユーザ認証部と、ユーザ認証部により認証されたユーザに関連付けられた既定の
送信先を含むアドレスデータを記憶するデータ記憶部とを備える。
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【００１３】
　特に、ユーザ認証部およびデータ記憶部の少なくとも一方は、ネットワークを介して接
続されている。
【００１４】
　特に、データ記憶部は、ユーザに関連付けられたアドレスデータとともにユーザに関連
付けられた読取制御部における動作を規定するための読込設定情報を記憶する。
【００１５】
　好ましくは、入力キーにより入力された送信先を表示するための表示部をさらに備える
。操作部の開始キーの操作が実行された時に画像データの送信先が未入力の場合とは、表
示部における表示が空白の場合に相当する。
【００１６】
　特に、表示部は、操作部の開始キーの操作が実行された場合には、既定の送信先を表示
する。
【００１７】
　好ましくは、既定の送信先は、ネットワークを介して接続されている転送装置であり、
画像データは、転送装置を経由してネットワークを介して接続されている別の所定の送信
先に送信される。
【００１８】
　本発明に係るデータ送信方法は、原稿の画像を読み取って画像データを取得するための
読取制御部を備えたデータ送信装置におけるデータ送信方法であって、画像データを送信
するための送信先を入力するステップと、読取制御部の動作を開始する開始キーを操作す
るステップと、開始キーの操作が実行された時に、画像データの送信先が入力されている
場合は、入力されている送信先を宛先に設定し、画像データの送信先が未入力の場合は、
既定の送信先を宛先に設定するステップと、設定された宛先へ、読取制御部が取得した画
像データを送信するステップとを備える。
【００１９】
　本発明に係るデータ送信プログラムは、原稿の画像を読み取って画像データを取得する
ための読取制御部を備えたデータ送信装置を制御するコンピュータが実行可能なデータ送
信プログラムであって、画像データを送信するための送信先を入力するステップと、読取
制御部の動作を開始する開始キーを操作するステップと、開始キーの操作が実行された時
に、画像データの送信先が入力されている場合は、入力されている送信先を宛先に設定し
、画像データの送信先が未入力の場合は、既定の送信先を宛先に設定するステップと、設
定された宛先へ、読取制御部が取得した画像データを送信するステップとを備える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係るデータ送信装置、データ送信方法およびデータ送信プログラムは、所定キ
ーの操作に従って、読取制御部が取得した画像データを入力キーにより入力された送信先
に送信する場合に、送信先が未入力の場合に所定キーの操作が実行された時には、所定の
送信先へ画像データを送信する。したがって、送信先が未入力の場合であっても特定の宛
先に画像データを簡易に送信することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明において
は同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同
一であるものとする。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に従うデータ送信システムの全体構成を説明する概略ブロ
ック図である。
【００２３】
　図１を参照して、本発明の実施の形態に従うデータ送信システムは、データ送信装置と
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しての機能を有するＭＦＰ１００、パソコン２００，３００、ＦＴＰ（File Transfer Pr
otocol）サーバ４００、メールサーバ５００、認証サーバ６００、およびアドレスサーバ
７００を有しており、これらはネットワーク８００を介して相互に通信可能に接続されて
いる。
【００２４】
　ネットワーク８００は、イーサネット（登録商標）、トークンリング、ＦＤＤＩ等の規
格によりコンピュータやネットワーク機器同士を接続したＬＡＮや、ＬＡＮ同士を専用線
で接続したＷＡＮ、およびインターネット等を含む。なお、ネットワーク８００に接続さ
れる機器の種類および台数はこれらに限定されるものではない。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態に従うＭＦＰ１００の構成を説明する概略ブロック図であ
る。
【００２６】
　図２を参照して、本発明の実施の形態に従うＭＦＰ１００は、制御部１０１、記憶部１
０２、画像読取部１０３、画像処理部１０４、操作パネル部１０５、印刷部１０６、ネッ
トワークインターフェイス１０７、認証部１０８、データ送信部１１０とを含み、これら
はバス１１１を介して相互に通信可能に接続されている。
【００２７】
　制御部１０１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、記憶部１０２に格納さ
れたプログラムに従って上記各部の制御や各種の演算処理等を実行する。
【００２８】
　記憶部１０２は、たとえばＲＯＭ、ＲＡＭ、およびハードディスク等から構成されてお
り、各種プログラム、および各種データが格納されるとともに、プログラムを実行するた
めの作業領域あるいは画像処理部１０４で画像処理により得られた画像データ等を保存す
るための領域として用いられる。
【００２９】
　また、記憶部１０２に保存されるプログラムには、メールサーバ５００等の通信サービ
スを利用するためのクライアント用プログラム等も含まれるものとする。
【００３０】
　また、記憶部１０２は、後述するがデータ送信の宛先として設定される電子メールアド
レス等をアドレス帳として参照することが可能なアドレス帳データを記憶するものとする
。
【００３１】
　画像読取部１０３は、原稿に光源で光を当ててその反射光を光電変換するためのＣＣＤ
等の受光素子、および原稿を所定の読取位置まで搬送するための自動原稿搬送装置（ＡＤ
Ｆ）を備えており、ＣＣＤ等の受光素子から原稿の画像データを取得する。
【００３２】
　画像処理部１０４は、画像データの形式をデータ送信に適した形式に変換するフォーマ
ット変換等を実行する。
【００３３】
　操作パネル部１０５は、各種情報の表示および各種指示の入力に使用されるタッチパネ
ル、コピー枚数等を設定するテンキー、動作の開始を指示するスタートキー、動作の停止
を指示するストップキー、各種設定条件を初期化するリセットキー等を備えている。操作
パネル部１０５の構成については後述する。
【００３４】
　印刷部１０６は、画像読取部１０３により読取って得た画像データ、外部装置からネッ
トワークインターフェイス１０７を介して取得した画像データ等の各種データを用紙等の
記録材に印刷する。
【００３５】
　ネットワークインターフェイス１０７は、ネットワーク８００に接続し、ネットワーク
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上の他の機器と通信するためのインターフェイスである。
【００３６】
　認証部１０８は、操作パネル部１０５の所定キーの押下に従って認証サーバ６００との
間でユーザ認証処理を実行するものである。
【００３７】
　データ送信部１１０は、制御部１０１からの指示に応答して、たとえば画像読取部で取
得した画像データを送信するものである。
【００３８】
　ＭＦＰ１００は、複写機能の他に、原稿を読取って得られた画像データ等をネットワー
ク８００を介してパソコン２００等の他の機器に送信する機能であるスキャン送信機能（
例えば、Scan to E-Mail、Scan to SMB等）や、パソコン２００等の機器から画像データ
を受信し、印刷を行なうプリント機能等を備えている。
【００３９】
　再び図１を参照して、ＦＴＰサーバ４００は、ファイルの格納および転送機能を有する
サーバコンピュータである。
【００４０】
　メールサーバ５００は、電子メールの送受信のための通信サービスを提供するサーバコ
ンピュータであり、たとえば、ＳＭＴＰおよびＰＯＰを利用するものである。
【００４１】
　認証サーバ６００は、ユーザ認証、すなわちユーザが利用を許可された本人であること
を認証するためのサービスを提供するサーバコンピュータである。認証サーバ６００は、
ユーザ名、およびパスワードを一括管理する。
【００４２】
　アドレスサーバ７００は、ユーザ毎のアドレス帳を管理するサーバコンピュータである
。
【００４３】
　パソコン２００およびパソコン３００は、特定のユーザ（例えばユーザＡ、ユーザＢ、
・・・）が利用するコンピュータであり、たとえばＭＦＰ１００から送信された電子メー
ルをメールサーバ５００経由で受信することができる。また、ユーザは、パソコン２００
等を用いてアドレスサーバ７００にアクセスすることにより自己のアドレス帳データ（マ
イアドレスデータとも称する）の内容の追加・編集等の作業を実行することが可能であり
、マイアドレスデータに含まれている複数のアドレスの中から１つのアドレスを既定登録
先に設定する設定作業も可能であるものとする。また、その変更も可能であるものとする
。また、アドレスサーバ７００から必要に応じてマイアドレスデータを取得することも可
能である。
【００４４】
　図３は、図２で説明したＭＦＰ１００の操作パネル部１０５を説明する図である。
　図３を参照して、ここではＭＦＰ１００の操作パネル部１０５のコンソール部１０が示
されている。コンソール部１０には、キー操作部１１ａとディスプレイ部２０とが設けら
れている。
【００４５】
　キー操作部１１ａに設けられたスタートキー３０は、コピー／スキャン等の動作を開始
するために用いられる。数字キーであるテンキーはコピー枚数等の数値を入力するために
用いられる。ストップキー３２は、コピー／スキャン動作の停止を指示するために用いら
れる。パネルリセットキー３４は、設定されているモードおよびジョブを破棄するために
用いられる。
【００４６】
　また、ディスプレイ部２０は、各種モードの表示を実行する。また、表面にはタッチパ
ネルが取付けられている。
【００４７】
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　このタッチパネルによってユーザはディスプレイ部２０内の表示内容に従った各種設定
を実行することができる。たとえば、所定の操作を実行することによりディスプレイ部２
０にユーザ認証処理に必要なユーザの識別情報であるユーザ名（ユーザＩＤ）等の設定画
面が表示された場合には、ユーザは、キー操作部１１ａの各種キーやディスプレイ部２０
に表示されるタッチボタン等を用いてユーザＩＤ等を設定することが可能である。なお、
ユーザＩＤ等を設定した場合には、認証サーバ６００に登録され、以降、認証部１０８を
用いた認証サーバ６００とのユーザ認証処理が可能となるものとする。なお、ここでは、
ＭＦＰ側からユーザＩＤ等を設定する場合について説明したがパソコン等を介して認証サ
ーバ６００に直接アクセスしてユーザ認証処理を実行するための認証用データを登録する
ことも可能である。
【００４８】
　そして、ＭＦＰ１００を操作する際には、ログイン／ログアウトボタン２８を押下する
ことにより、たとえばログイン画面が表示され、登録されたユーザＩＤ等を入力すること
によりユーザ認証処理を実行することが可能である。
【００４９】
　また、ディスプレイ部２０には、通常はコピー動作やスキャン動作を実行する際に行な
う基本的／応用的な設定のためのボタンが配置されている。各ボタンを押下すると、その
詳細設定を行なうための階層画面等が表示される。
【００５０】
　キー操作部１１ａに設けられたコピー（Copy）キー２２、およびスキャン（Scan）キー
２４は、ＭＦＰ１００をコピー／スキャナのいずれのモードで動作させるかを設定するた
めの選択キーである。
【００５１】
　コピーキー２２を押下した場合、ＭＦＰ１００は、複写機として使用可能となる。この
状態ではスキャナ動作を実行することはできない。
【００５２】
　このときディスプレイ部２０には、コピー動作に対する各種設定を行なうための表示が
行なわれる。諸設定を終了後、原稿をセットしてスタートキー３０を押下することにより
、コピー動作が開始される。
【００５３】
　また、スキャンキー２４を押下した場合、ＭＦＰ１００はスキャナとなる。この状態で
はコピー動作を実行することはできない。
【００５４】
　このとき、ディスプレイ部２０には、スキャン動作に対する各種設定を行なうための表
示が行なわれる。諸設定を終了後、原稿をセットしてスタートキー３０を押下することに
よりスキャン動作が開始される。
【００５５】
　なお、コピーキー２２とスキャンキー２４とは排他的動作となり、一方を選択すると自
動的には他方は非選択状態となる。
【００５６】
　ここでは、ディスプレイ部２０にコピーキー２２が押下された場合の表示が一例として
示されている。
【００５７】
　図４は、スキャンキー２４を押下した場合のディスプレイ部２０の表示を説明する図で
ある。
【００５８】
　図４を参照して、スキャンキー２４を押下した場合には、ディスプレイ部２０に宛先入
力画面が表示される。具体的には、スキャンした場合の宛先を入力する欄２６が表示され
る。
【００５９】
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　また、本例においてはアドレス帳が選択されている場合が示されており、宛先を入力す
る欄２６に入力するためのアドレス選択候補群３６が表示されている。当該アドレス選択
候補群３６の中からユーザが１つを選択することにより宛先を入力する欄に当該選択した
アドレスが入力可能となっている。なお、当該アドレス選択候補群３６で表示されるアド
レスは、記憶部１０２に記憶されているマイアドレスデータに基づくものである。
【００６０】
　なお、「ダイレクト入力」のタブをユーザが選択した場合にはユーザが宛先を入力する
欄に直接アドレスとなる記号等を入力することが可能である。
【００６１】
　読込設定ボタン３８を押下した場合には、原稿読取の詳細な設定が可能であるものとす
る。具体的には、図示しないが取得した画像データのファイル形式（ＴＩＦＦ，ＰＤＦ等
）の設定、読み込む際の解像度の設定、原稿の両面／片面読込の設定、原稿画質の設定、
原稿の読込サイズ等を設定可能であるものとする。
【００６２】
　図５は、本発明の実施の形態に従うパソコンの概略構成を説明するブロック図である。
　図５を参照して、本発明の実施の形態に従うパソコン２００は、オペレーティングシス
テム（ＯＳ：Operating System）を含む各種プログラムを実行するＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）２０１と、ＣＰＵ２０１のプログラムの実行に必要なデータを一時的に記
憶するメモリ部２１３と、ＣＰＵ２０１で実行されるプログラムを不揮発的に記憶するハ
ードディスク部（ＨＤＤ：Hard Disk Drive）２１１とを含む。
【００６３】
　また、このようなプログラムはＦＤＤドライブ２１７またはＣＤ－ＲＯＭドライブ２１
５によってそれぞれフレキシブルディスク２１７ａまたはＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-R
ead Only Memory）２１５ａなどから読取られる。
【００６４】
　ＣＰＵ２０１は、キーボードやマウス等からなる入力部２０９を介しユーザからの指示
を受取るとともに、プログラムの実行によって生成される画面出力をディスプレイ部２０
５へ出力する。また、ＣＰＵ２０１は、ＬＡＮカード等からなる通信インターフェイス部
２０７を介してネットワークで接続された他の装置等から情報を授受する。また、上述し
た各部は、内部バス２０３を介して相互にデータを授受する。
【００６５】
　以下、本発明の実施の形態に従うデータ送信処理について説明する。
　図６は、本発明の実施の形態に従うユーザ認証処理を説明するフロー図である。
【００６６】
　図６を参照して、まずログイン／ログアウトボタン２８が押下されたかどうかを判断す
る（ステップＳ１）。
【００６７】
　ステップＳ１において、ログイン／ログアウトボタン２８が押下された場合には次に認
証画面を表示する（ステップＳ２）。
【００６８】
　具体的には、制御部１０１は、操作パネル部１０５のログイン／ログアウトボタン２８
の押下入力を検知して認証部１０８に対してユーザ認証処理を実行するように指示する。
【００６９】
　認証部１０８は、制御部１０１からの指示に応答してユーザ認証処理を実行するための
認証画面を操作パネル部１０５のディスプレイ部２０に表示する。なお、ディスプレイ部
２０に当該認証画面を表示するために必要なプログラム等については記憶部１０２に格納
されているものとする。他の画面等についても同様である。
【００７０】
　そして、当該認証画面においてユーザ名およびパスワードの入力を受け付ける（ステッ
プＳ３）。
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【００７１】
　図７は、本発明の実施の形態に従う認証画面を説明する図である。
　図７を参照して、ここでは認証画面としてユーザ名およびパスワードを入力する入力画
面が表示されている。
【００７２】
　具体的には、認証画面にはユーザ名の入力を受付けるためのユーザ名入力ボックス９０
０、およびパスワードの入力を受付けるためのパスワード入力ボックス９０１が表示され
る。
【００７３】
　ユーザが、入力ボタン９０２、９０３を押下することによって表示される図示しない文
字キーなどを操作することにより、ユーザ名およびパスワードの入力が受付けられる。
【００７４】
　再び図６を参照して、入力受付後、図７で示される認証ボタン９０４を押下することに
より認証部１０８は、入力したユーザ名およびパスワードを含むユーザ認証用データを認
証サーバ６００へ送信する（ステップＳ４）。
【００７５】
　そして、次に認証サーバ６００において認証が成功したかどうかを判断する（ステップ
Ｓ５）。
【００７６】
　具体的には、認証サーバ６００は、送信されたユーザ認証用データを受信して、予め登
録されている認証用のデータと一致するか否かに基づいてユーザが利用を許可された本人
であるかどうかを判断する。
【００７７】
　認証サーバ６００は、ユーザ認証用データに基づいてユーザが利用を許可された本人で
あると判断した場合には、認証成功であるとの通知をＭＦＰ１００の認証部１０８に対し
て送信する。一方、ユーザ認証用データに基づいてユーザが利用を許可された本人ではな
いと判断した場合には、認証失敗であるとの通知をＭＦＰ１００の認証部１０８に対して
送信する。
【００７８】
　認証部１０８は、認証サーバ６００からユーザの認証が成功したとの通知を受けたかど
うかを判断する（ステップＳ５）。
【００７９】
　認証部１０８は、認証サーバ６００からユーザ認証が失敗したとの通知を受けた場合（
ステップＳ５でＮＯ）、ステップＳ２に戻って再度、認証画面を表示し、再度、ユーザ名
およびパスワードの入力を受付ける。
【００８０】
　一方、認証サーバ６００からユーザ認証が成功したとの通知を受けた場合（ステップＳ
５でＹＥＳ）、認証部１０８は、認証されたユーザ名に基づいてアドレスサーバ７００に
アクセスする（ステップＳ６）。
【００８１】
　そして、次にアドレスサーバ７００にユーザ名に対応する自己のアドレス帳のデータ（
マイアドレスデータ）が有る場合（ステップＳ７においてＹＥＳ）には、マイアドレスデ
ータを取得する（ステップＳ８）。そして、取得したマイアドレスデータを記憶部１０２
にアドレス帳として格納する（ステップＳ９）。そして、処理を終了する（エンド）。こ
れにより、図４で説明した宛先入力画面において「アドレス帳」のタブが選択されている
場合には、当該記憶部１０２に記憶されたマイアドレスデータに基づいてアドレス選択候
補群３６が表示されることになる。また、マイアドレスデータに含まれる後述する既定登
録先のアドレスも設定されることになる。
【００８２】
　一方、ステップＳ７においてアドレスサーバ７００にユーザ名に対応するマイアドレス
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データが無い場合には処理を終了する。
【００８３】
　図８は、アドレスサーバ７００から取得するマイアドレスデータを説明する図である。
　マイアドレスデータは、ユーザ名に対応付けられてアドレスサーバ７００に記憶されて
いるものとする。
【００８４】
　図８を参照して、ここでは一例としてユーザＡのマイアドレスデータが示されている。
　具体的には、宛先のアドレスを有するユーザ名としてユーザＡからユーザＣが一例とし
て示されており、データの送信方法／宛先としてたとえばE-mail、ＦＴＰ、ＰＣ、ＨＤＤ
等に分類されている。そして、宛先となるアドレスが記載されている。
【００８５】
　そして、本例においては、一例として、ユーザＡの送信方法／宛先のE-mailのアドレス
user-A＠aaaa.comが既定登録先として登録されている場合が示されている。
【００８６】
　上述したように当該マイアドレスデータは、ユーザがアドレスサーバ７００にパソコン
２００，３００等を介してアクセスすることによりマイアドレスの内容の追加・編集等の
作業を実行できるものとする。また、既定登録先の設定あるいは変更も可能であるものと
する。
【００８７】
　図９は、本発明の実施の形態に従うデータ送信方法を説明するフロー図である。
　図９を参照して、まずスキャンモードが選択されているかどうかが判断される（ステッ
プＳ１０）。ステップＳ１０において、スキャンモードが選択されている場合は、次に宛
先入力画面を表示する（ステップＳ１１）。具体的には、制御部１０１は、操作パネル部
１０５のスキャンキー２４の押下入力を検知して、当該入力があった場合には、図４に示
される宛先入力画面を表示する。宛先を入力する欄２６は、この時点では空白である。
【００８８】
　そして、次に、スタートボタンが押下されたかどうかが判断される（ステップＳ１２）
。
【００８９】
　ステップＳ１２において、スタートボタンが押下された場合には、宛先入力画面におい
て既に宛先の入力が有ったかどうかが判断される（ステップＳ１３）。
【００９０】
　具体的には、スタートボタンが押下される前に図４で説明した宛先を入力する欄２６に
アドレスが入力されたかどうかが判断される。
【００９１】
　ステップＳ１３において、スタートボタンが押下される前に宛先入力画面において宛先
入力があった場合には入力された宛先を設定する（ステップＳ１４）。
【００９２】
　そして、スキャン送信処理を実行する（ステップＳ１６）。具体的には、原稿台にセッ
トされた原稿を画像読取部１０３で読み込んで画像データを取得し、そして、当該画像デ
ータを設定された宛先に対して送信処理を実行する。そして、処理を終了する（エンド）
。
【００９３】
　一方、スタートボタンが押下された際に宛先を入力する欄２６が空白の場合には、すな
わち宛先入力画面において宛先入力が無い場合には、既定登録先を宛先に設定する（ステ
ップＳ１５）。具体的には、図８で説明した既定登録先として登録されているアドレスを
宛先に設定する。
【００９４】
　そして、ステップＳ１６に進み、上述したのと同様のスキャン送信処理を実行する。そ
して処理を終了する。なお、既定登録先を宛先に設定した場合には、スキャン送信処理を
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実行する際にディプレイ部２０に当該宛先であるアドレスを表示するように設定すること
も可能である。
【００９５】
　図１０は、図９のフローに従って既定登録先として登録されたアドレスに対して画像デ
ータが送信された場合の受信画面を説明する図である。
【００９６】
　図１０において、電子メールのヘッダ部には電子メールの送信元を示すFromアドレス９
１２が記述される欄と、電子メールの受信先を示すToアドレス９１１が記述される欄とが
あり、図示しないが添付された画像データをユーザは閲覧することが可能である。
【００９７】
　なお、電子メールを受信したパソコン（たとえばパソコン２００、３００）においてFr
omアドレス９１２に設定された電子メールアドレスは、当該電子メールの差出人（送信元
）として表示される。宛先に設定された電子メールアドレスが、既定登録先として認証さ
れたユーザの電子メールアドレスの場合、Toアドレス９１１には認証されたユーザの電子
メールアドレスが設定される。
【００９８】
　なお、Fromアドレス９１２には、ＭＦＰ１００のアドレスが設定される。このようなア
ドレスが設定された電子メールがパソコンで受信された場合、ユーザは、自分が当該電子
メールを、ＭＦＰ１００から送信したものであることを把握することができる。なお、Ｍ
ＦＰ１００の電子メールアドレスの代わりに管理者の電子メールアドレスを使用すること
も可能である。
【００９９】
　本実施の形態に従う方式によれば、スタートキーの操作によりスキャナで取得した画像
データのデータ送信が可能である。
【０１００】
　具体的には、宛先入力画面において宛先入力が無い場合に既定登録先に送信することが
可能である。
【０１０１】
　したがって、ユーザは、宛先入力画面においてアドレス帳を検索して例えば自分自身の
宛先を選択する必要はない。また、宛先を入力する欄には、自動的に例えば自分自身の宛
先が設定入力されているわけではないため自分以外の宛先に画像データ等のデータ送信を
実行する場合には、宛先として設定入力されたアドレスを一旦消去するという煩雑な作業
も不要である。
【０１０２】
　また、宛先入力画面において宛先入力が無い場合すなわち空白の場合に例えば既定登録
先として自分自身の宛先に送信されるものであるため宛先情報（アドレス）を確認する作
業等も不要であり、簡易な操作で既定登録先へ画像データを送信することが可能となり、
データ送信時における宛先選択の簡易化を実行することができる。
【０１０３】
　（実施の形態の変形例）
　上記の実施の形態においては、スタートボタンを押下した場合に、宛先入力画面におい
て、宛先入力が有ったかどうかを判断して、宛先入力が無かった場合には、既定登録先へ
画像データを送信する場合について説明したが、特に、スタートボタンに限られず、別の
入力指示に対して適用することも可能である。
【０１０４】
　図１１は、本発明の実施の形態の変形例に従うデータ送信方法を説明するフロー図であ
る。
【０１０５】
　図１１を参照して、図９のフロー図と比較して、ステップＳ１２，Ｓ１３をステップＳ
１２＃，Ｓ１３＃に置換するとともに、ステップＳ１４＃を追加した点が異なる。その他
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の点については、図９で説明したのと同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０１０６】
　具体的には、ステップＳ１１において、宛先入力画面が表示された後、ステップＳ１２
＃において、パネル操作が有ったかどうかを判断する（ステップＳ１２＃）。そして、パ
ネル操作が有った場合には、当該パネル操作は実行指示であるかどうかを判断する（ステ
ップＳ１３＃）。
【０１０７】
　具体的には、宛先入力画面が表示された後、直に「ＯＫ」ボタンが押下（操作）された
かどうかを判断する。
【０１０８】
　そして、宛先入力画面が表示された後、直に「ＯＫ」ボタンが押下された場合には、宛
先を入力する欄２６が空白の場合であるため、すなわち宛先入力画面において宛先入力が
無いため、既定登録先を宛先に設定する（ステップＳ１５）。具体的には、図８で説明し
た既定登録先として登録されているアドレスを宛先に設定する。
【０１０９】
　そして、スキャン送信処理を実行する（ステップＳ１６）。
　一方、宛先入力画面が表示された後の最初のパネル操作が、実行指示である「ＯＫ」ボ
タンの押下ではなく、キー操作部１１ａの数字キーや、図示しない文字キー等の操作であ
った場合には、宛先入力を開始する（ステップＳ１４＃）。宛先を入力する欄２６には入
力した内容が表示される。
【０１１０】
　そして、宛先入力画面において、入力された宛先を設定する（ステップＳ１４）。
　具体的には、宛先入力画面において、宛先を入力する欄２６に入力した内容について、
実行指示である「ＯＫ」ボタンが押下された場合に、当該内容を宛先として設定する。
【０１１１】
　そして、上述したのと同様のスキャン送信処理を実行する（ステップＳ１６）。そして
処理を終了する。なお、既定登録先を宛先に設定した場合には、スキャン送信処理を実行
する際にディプレイ部２０に当該宛先であるアドレスを表示するように設定することも可
能である。
【０１１２】
　したがって、パネル操作が実行指示であるか否かをトリガとして、宛先入力の設定を実
行することも可能である。
【０１１３】
　本発明の実施の形態および変形例に従う構成によりアドレスサーバ７００でアドレス帳
データが一括して管理されるためＭＦＰ毎にアドレス帳を作成する必要は無くアドレス帳
データを汎用的に利用することが可能である。
【０１１４】
　また、本実施の形態および変形例においては、認証サーバ６００とアドレスサーバ７０
０とをそれぞれ独立に設けた構成について説明したがアドレスサーバ７００の機能を認証
サーバ６００に持たせて、ユーザ認証処理が成功した場合にはマイアドレスデータをＭＦ
Ｐに送信するように設定することも可能である。
【０１１５】
　また、マイアドレスデータに宛先のアドレスおよび既定登録先等の情報を含ませるだけ
でなく、ユーザ趣向の画像読取部１０３における読込設定情報、具体的には、取得した画
像データのファイル形式（ＴＩＦＦ，ＰＤＦ等）の設定、読み込む際の解像度の設定、原
稿の両面／片面読込の設定、原稿画質の設定、原稿の読込サイズ等を設定情報を格納して
おくことも可能である。
【０１１６】
　当該設定情報を格納しておくことにより画像読取部１０３における原稿読取の詳細な設
定をユーザが自己の趣向に合わせて変更する煩雑さを解消することも可能である。具体的
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には、制御部１０１が格納された読込設定情報に基づいて画像読取部１０３における原稿
読取の詳細な設定をデフォルトの値から変更することにより実現可能である。
【０１１７】
　なお、本例においては、ＭＦＰ側において、宛先入力画面において宛先入力が無い場合
すなわち空白の場合に既定登録先を宛先として設定する場合について説明したが、ＭＦＰ
において宛先を設定する処理を実行するのではなく、別の機器例えばネットワークで接続
されている所定のサーバに転送して当該所定のサーバにおいて宛先を既定登録先に設定し
てデータ送信を実行するようにすることも可能である。
【０１１８】
　なお、本例においては、アドレスサーバを用いてアドレス帳データを取得して記憶部に
格納する処理等について説明したが、ＭＦＰ内の記憶部に予めユーザ名に対応付けられた
アドレス帳データを記憶しておいてユーザ認証処理により認証が成功した場合に当該予め
記憶部に格納されているアドレス帳データを参照可能なように設定することも可能である
。
【０１１９】
　なお、本例においては、既定登録先として１つのアドレスを設定する場合についてのみ
説明したが、１つに限られず複数のアドレスを設定することも可能である。また、複数の
アドレスの中で読み込んだ原稿のデータ量に応じて最適な宛先を自動的に選択して設定す
るようにすることも可能である。
【０１２０】
　なお、本発明にかかるデータ送信装置は、ＭＦＰに限られずファクシミリ装置等であっ
てもよい。なお、コンピュータを機能させて上述のフローで説明したような制御を実行さ
せるプログラムを提供することも可能である。このようなプログラムは、コンピュータに
付属するフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only Memory）、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）およびメモリカードなどの
コンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供すること
もできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録さ
せて、プログラムを提供することもできる。
【０１２１】
　なお、本発明にかかるプログラムは、コンピュータのオペレーションシステム（ＯＳ）
の一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列で
所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログラ
ム自体には上記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモジ
ュールを含まないプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１２２】
　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１２３】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０１２４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
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【図１】本発明の実施の形態に従うデータ送信システムの全体構成を説明する概略ブロッ
ク図である。
【図２】本発明の実施の形態に従うＭＦＰ１００の構成を説明する概略ブロック図である
。
【図３】図２で説明したＭＦＰ１００の操作パネル部１０５を説明する図である。
【図４】スキャンキー２４を押下した場合のディプレイ部２０の表示を説明する図である
。
【図５】本発明の実施の形態に従うパソコンの概略構成を説明するブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態に従うユーザ認証処理を説明するフロー図である。
【図７】本発明の実施の形態に従う認証画面を説明する図である。
【図８】アドレスサーバ７００から取得するマイアドレスデータを説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態に従うデータ送信方法を説明するフロー図である。
【図１０】図９のフローに従って既定登録先として登録されたアドレスに対して画像デー
タが送信された場合の受信画面を説明する図である。
【図１１】本発明の実施の形態の変形例に従うデータ送信方法を説明するフロー図である
。
【符号の説明】
【０１２６】
　１００　ＭＦＰ、１０１　制御部、１０２　記憶部、１０３　画像読取部、１０４　画
像処理部、１０５　操作パネル部、１０６　印刷部、１０７　ネットワークインタフェー
ス、１０８　認証部、１１０　データ送信部、２００，３００　パソコン、４００　ＦＴ
Ｐサーバ、５００　メールサーバ、６００　認証サーバ、７００　アドレスサーバ。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】

【図８】
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