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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を読み取って、メールとして外部装置に送信する機能を有する画像読取送信装置で
あって、
　検索対象である書類種別名と、メール作成に係る項目である書類種別ごとの定型文とを
対応付けた組を、複数記憶している記憶手段と、
　書類種別名の記載を含む画像を読み取って、画像データを得る読取手段と、
　読取手段により得られた画像データを文字認識又はパターン認識して、記憶手段に記憶
された書類種別名の中から、読み取られた画像に含まれる書類種別名の記載と一致する書
類種別名を検索する検索手段と、
　検索手段により検索された書類種別名に対応付けて記憶されている定型文をメールの本
文として、メールを作成するメール作成手段と、
　メール作成手段により作成されたメールを送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする画像読取送信装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は、さらに、検索対象である送信先名と、メール作成に係る項目であるメ
ールアドレスとを対応付けた組を、複数記憶しており、
　前記読取手段は、書類種別名の記載だけでなく、さらに、送信先名の記載を含む画像を
読み取り、
　前記検索手段は、さらに、記憶手段に記憶された送信先名のうち、読み取られた画像に
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含まれる送信先名の記載と一致する送信先名を検索し、
　前記メール作成手段は、
　前記検索手段により検索された送信先名に対応付けて記憶されているメールアドレスを
、送信先アドレスとして設定する送信先設定手段と、
　前記読取手段により得られた画像データを、添付ファイルとして添付する添付手段とを
含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は、さらに、送信先名ごとに対応付けて、前記添付ファイルの取り扱いに
関するコメントを記憶しており、
　前記メール作成手段は、さらに、検索手段により検索された送信先名ごとに対応付けて
記憶されているコメントを、対応するメールの本文に含ませるコメント挿入手段を含むこ
と
　を特徴とする請求項２に記載の画像読取送信装置。
【請求項４】
　前記検索手段は、さらに、読み取られた画像に含まれる送信先名の記載のうち、前記記
憶手段に記憶されている複数の送信先名のいずれとも一致しない送信先名を検索し、
　前記メール作成手段は、さらに、検索手段により検索されたいずれとも一致しない送信
先名の記載に対応するメールアドレスの入力を、利用者に対して催促して受け付けるメー
ルアドレス受付手段を含み、
　前記送信先設定手段は、さらに、メールアドレス受付手段により受け付けられたメール
アドレスを、送信先アドレスとして設定すること
　を特徴とする請求項２に記載の画像読取送信装置。
【請求項５】
　前記記憶手段は、さらに、前記検索対象である書類種別名と、メール作成に係る項目で
ある１つ以上のメールアドレスからなるグループとを対応付けた組を、複数記憶しており
、
　前記メール作成手段は、
　前記検索手段により検索された書類種別名に対応付けて記憶されている１つ以上のメー
ルアドレスのそれぞれを、送信先アドレスとして設定する送信先設定手段と、
　前記読取手段により得られた画像データを、添付ファイルとして添付する添付手段とを
含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、さらに、メールアドレスごとに対応付けて、前記添付ファイルの取り
扱いに関するコメントを記憶しており、
　前記メール作成手段は、さらに、検索手段により検索されたメールアドレスごとに対応
付けて記憶されているコメントを、メールの本文に含ませるコメント挿入手段を含むこと
　を特徴とする請求項５に記載の画像読取送信装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、さらに、検索対象の記号と、メール作成に係る項目である書類種別名
とを対応付けた組を、複数記憶しており、
　前記読取手段は、さらに、記号の記載を含む画像を読み取り、
　前記検索手段は、さらに、記憶手段に記憶された検索対象の記号のうち、読み取られた
画像に含まれる記号の記載と一致する記号を検索し、
　前記メール作成手段は、さらに、検索手段により検索された記号に対応付けて記憶され
ている書類種別名を含めて、メールを作成すること
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、さらに、１つ以上の空欄を備えたフォーム文を記憶し、前記検索対象
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である書類種別名の抽出範囲と、当該フォーム文の空欄とを対応付けた組を、空欄の数だ
け記憶しており、
　前記メール作成手段は、さらに、前記読取手段により得られた画像データ中の前記抽出
範囲ごとの記載を、前記フォーム文の対応する空欄にそれぞれはめ込んで、メールの本文
を作成すること
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項９】
　当該画像読取送信装置は、さらに、
　前記抽出範囲の設定及び変更を、利用者から受け付ける範囲設定手段を備えること
　を特徴とする請求項８に記載の画像読取送信装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、さらに、検索対象の文字と、メール作成に係る項目である空欄を備え
たフォーム文とを対応付けた組を、複数記憶しており、
　前記読取手段は、書類種別名の記載だけでなく、さらに、文字を含む画像を読み取り、
　前記検索手段は、さらに、前記記憶手段に記憶された検索対象の文字のうち、読み取ら
れた画像に含まれる文字の記載と一致する文字を検索し、
　前記メール作成手段は、さらに、前記フォーム文の空欄に、検索手段により検索された
文字をはめ込んで、メールの本文を作成する本文作成手段を含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、さらに、検索対象である記載項目名と、メール作成に係る項目である
フォーム文の空欄とを対応付けた組を、複数記憶しており、
　前記読取手段は、書類種別名の記載だけでなく、さらに、記載項目名と記載項目名ごと
の記載内容を含む画像を読み取り、
　前記検索手段は、さらに、前記記憶手段に記憶された記載項目名のうち、読み取られた
画像に含まれる記載項目名の記載と一致する記載項目名を検索し、
　前記メール作成手段は、
　前記読取手段により得られた画像データから、検索手段により検索された記載項目名ご
との記載内容を抽出する抽出手段と、
　前記フォーム文の空欄に、抽出手段により抽出された記載内容をはめ込んで、メールの
本文を作成する本文作成手段とを含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項１２】
　前記記憶手段は、さらに、検索対象である特定の文字と、メール作成に係る項目である
フォーム文の空欄とを対応付けた組を、複数記憶しており、
　前記読取手段は、書類種別名の記載だけでなく、さらに、特定の文字から始まる文字列
の記載を含む画像を読み取り、
　前記検索手段は、さらに、前記記憶手段に記憶された特定の文字のうち、読み取られた
画像に含まれる特定の文字の記載と一致する特定の文字を検索し、
　前記メール作成手段は、
　読取手段により得られた画像データから、検索手段により検索された特定の文字に続く
文字列を抽出する抽出手段と、
　前記フォーム文の空欄に、抽出手段により抽出された文字列をはめ込んで、メールの本
文を作成する本文作成手段とを含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取送信装置。
【請求項１３】
　当該画像読取送信装置は、さらに、
　前記メール作成手段により作成されたメールを表示する表示手段と、
　送信前に、利用者から、表示手段により表示されたメールの編集を受け付ける編集手段
と備えること
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　を特徴とする請求項１から１２の何れか１項に記載の画像読取送信装置。
【請求項１４】
　画像を読み取って、メールとして外部装置に送信する機能を有する画像読取送信装置に
おける画像読取送信方法であって、
　前記画像読取送信装置は、
　検索対象である書類種別名と、メール作成に係る項目である書類種別ごとの定型文とを
対応付けた組を、複数記憶している記憶手段を備え、
　書類種別名の記載を含む画像を読み取って、画像データを得る読取ステップと、
　読取ステップにより得られた画像データを文字認識又はパターン認識して、記憶手段に
記憶された書類種別名の中から、読み取られた画像に含まれる書類種別名の記載と一致す
る書類種別名を検索する検索ステップと、
　検索ステップにより検索された書類種別名に対応付けて記憶されている定型文をメール
の本文として、メールを作成するメール作成ステップと、
　メール作成ステップにより作成されたメールを送信する送信ステップと
　を含むことを特徴とする画像読取送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を読み取りメールに添付して外部装置に送信する機能を有する画像読取
送信装置に関し、特に、送信時における利用者の利便性を向上するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙上に記載された画像を読み取ってメールと共に外部装置に送信する場合には、まず画
像読取装置において画像を読み取って画像データを生成してＰＣへ転送し、ＰＣにおいて
送信先ごとにメールを作成して、転送された画像データをそれぞれ添付して送信する方法
が一般的である。
　また、定型フォーム原稿の通信コストを低減する為に、予め記憶しておいた枠取り等の
定型フォームを受信画像に合成するファクシミリ装置が特開平６－１２５４５０号公報に
開示されている。
【０００３】
　また、受信側における利便性の向上の為に、送信者名、サブジェクト名、画像ファイル
の読取条件等を、画像ファイルとともに送信する画像処理装置が特開２００２－２７１８
９号公報に開示されている。
【特許文献１】特開平６－１２５４５０号公報
【特許文献２】特開２００２－２７１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような方法では、毎回、送信作業者は、画像の読み取り作業とともに、送信先の
アドレスを検索して送信先ごとにメールを作成する作業を行わねばならず、作業が繁雑で
あり、利便性の向上が望まれる。
　本発明は、送信時における利用者の利便性を向上させた画像読取送信装置、及び画像読
取送信方法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】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像読取送信装置は、画像を読み取ってメー
ルとして外部装置に送信する機能を有する画像読取送信装置であって、検索対象とメール
作成に係る項目とを対応付けた組を複数記憶している記憶手段と、文字又は記号の記載を
含む画像を読み取って画像データを得る読取手段と、読取手段により得られた画像データ
を文字認識又はパターン認識して検索対象を検索する検索手段と、検索手段により検索さ
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れた検索対象に対応付けて記憶されているメール作成に係る項目を含めてメールを作成す
るメール作成手段と、メール作成手段により作成されたメールを送信する送信手段とを備
えることを特徴とする。
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像読取送信方法は、画像を読み取ってメー
ルとして外部装置に送信する機能を有する画像読取送信装置における画像読取送信方法で
あって、前記画像読取送信装置は、検索対象とメール作成に係る項目とを対応付けた組を
複数記憶している記憶手段を備え、文字又は記号の記載を含む画像を読み取って画像デー
タを得る読取ステップと、読取ステップにより得られた画像データを文字認識又はパター
ン認識して検索対象を検索する検索ステップと、検索ステップにより検索された検索対象
に対応付けて記憶されているメール作成に係る項目を含めてメールを作成するメール作成
ステップと、メール作成ステップにより作成されたメールを送信する送信ステップとを含
むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　課題を解決するための手段に記載した構成により、画像の記載内容に応じた項目をメー
ルに含ませることができ、送信先ごとにメールを作成する作業を軽減することができる。
　従って、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字である書類種
別名と前記メール作成に係る項目である書類種別ごとの定型文とを対応付けた組を複数記
憶しており、前記読取手段は書類種別名の記載を含む画像を読み取り、前記検索手段は記
憶手段に記憶された書類種別名のうち読み取られた画像に含まれる書類種別名の記載と一
致する書類種別名を検索し、前記メール作成手段は、検索手段により検索された書類種別
名に対応付けて記憶されている定型文をメールの本文とすることを特徴とすることもでき
る。
【０００８】
　これにより、画像に記載された書類種別名に応じて、メールの本文を作成することがで
きるので、メールを作成する作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字である送信先
名と前記メール作成に係る項目であるメールアドレスとを対応付けた組を複数記憶してお
り、前記読取手段は、送信先名の記載を含む画像を読み取り、前記検索手段は記憶手段に
記憶された送信先名のうち読み取られた画像に含まれる送信先名の記載と一致する送信先
名を検索し、前記メール作成手段は、検索手段により検索された送信先名に対応付けて記
憶されているメールアドレスを送信先アドレスとして設定する送信先設定手段と、読取手
段により得られた画像データを添付ファイルとして添付する添付手段とを含むことを特徴
とすることもできる。
【０００９】
　これにより、画像に記載された送信先名に応じて、送信先アドレスを設定することがで
きるので、メールを作成する作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は、さらに、送信先名ごとに対応付
けて前記添付ファイルの取り扱いに関するコメントを記憶しており、前記メール作成手段
は、さらに、検索手段により検索された送信先名ごとに対応付けて記憶されているコメン
トを対応するメールの本文に含ませるコメント挿入手段を含むことを特徴とすることもで
きる。
【００１０】
　これにより、送信先別のコメントを自動作成することができるので、さらに、メールを
作成する作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記検索手段は、さらに、読み取られた画像に含
まれる送信先名の記載のうち前記記憶手段に記憶されている複数の送信先名のいずれとも
一致しない送信先名を検索し、前記メール作成手段は、さらに、検索手段により検索され
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たいずれとも一致しない送信先名の記載に対応するメールアドレスの入力を利用者に対し
て催促して受け付けるメールアドレス受付手段を含み、前記送信先設定手段は、さらに、
メールアドレス受付手段により受け付けられたメールアドレスを送信先アドレスとして設
定することを特徴とすることもできる。
【００１１】
　これにより、未登録者のメールアドレスの入力を催促して受け付けることができるので
、送信先の漏れが生じにくい。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字である書類種
別名と前記メール作成に係る項目である１つ以上のメールアドレスからなるグループとを
対応付けた組を、複数記憶しており、前記読取手段は書類種別名の記載を含む画像を読み
取り、前記検索手段は、記憶手段に記憶された書類種別名のうち、読み取られた画像に含
まれる書類種別名の記載と一致する書類種別名を検索し、前記メール作成手段は、検索手
段により検索された書類種別名に対応付けて記憶されている１つ以上のメールアドレスの
それぞれを送信先アドレスとして設定する送信先設定手段と、読取手段により得られた画
像データを添付ファイルとして添付する添付手段とを含むことを特徴とすることもできる
。
【００１２】
　これにより、書類種別名別に、送信先グループを自動的に決定することができるので、
メールを作成する作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は、さらに、メールアドレスごとに
対応付けて前記添付ファイルの取り扱いに関するコメントを記憶しており、前記メール作
成手段は、さらに、検索手段により検索されたメールアドレスごとに対応付けて記憶され
ているコメントをメールの本文に含ませるコメント挿入手段を含むことを特徴とすること
もできる。
【００１３】
　これにより、送信先別のコメントを自動作成することができるので、さらに、メールを
作成する作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、　前記記憶手段は前記検索対象の記号と前記メー
ル作成に係る項目である書類種別名とを対応付けた組を複数記憶しており、前記読取手段
は記号の記載を含む画像を読み取り、前記検索手段は記憶手段に記憶された検索対象の記
号のうち読み取られた画像に含まれる記号の記載と一致する記号を検索し、前記メール作
成手段は、検索手段により検索された記号に対応付けて記憶されている書類種別名を含め
てメールを作成することを特徴とすることもできる。
【００１４】
　これにより、記号を認識するので、認識処理が軽く、かつ誤認識が生じにくい。
　ここで、画像読取送信装置において、　前記記憶手段は１つ以上の空欄を備えたフォー
ム文を記憶し前記検索対象の抽出範囲と当該フォーム文の空欄とを対応付けた組を空欄の
数だけ記憶しており、前記メール作成手段は、前記読取手段により得られた画像データ中
の前記抽出範囲ごとの記載を前記フォーム文の対応する空欄にそれぞれはめ込んでメール
の本文を作成することを特徴とすることもできる。
【００１５】
　これにより、フォーム文の空欄へ抽出範囲内の記載内容をはめ込んで、メールの本文を
自動的に作成することができるので、読み取った画像に応じたメールを作成することがで
きるとともに、作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、当該画像読取送信装置は、さらに、前記抽出範囲
の設定及び変更を利用者から受け付ける範囲設定手段を備えることを特徴とすることもで
きる。
【００１６】
　これにより、利用者が抽出範囲の設定を行うことができるので、記載内容をより適切に
反映したメールを作成することができる。
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　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字と前記メール
作成に係る項目である空欄を備えたフォーム文とを対応付けた組を複数記憶しており、前
記読取手段は文字を含む画像を読み取り、前記検索手段は、記憶手段に記憶された検索対
象の文字のうち読み取られた画像に含まれる文字の記載と一致する文字を検索し、前記メ
ール作成手段は、前記フォーム文の空欄に検索手段により検索された文字をはめ込んでメ
ールの本文を作成する本文作成手段を含むことを特徴とすることもできる。
【００１７】
　これにより、フォーム文の空欄へ検索対象と一致する文字をはめ込んで、メールの本文
を自動的に作成することができるので、読み取った画像に応じたメールを作成することが
できるとともに、作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字である記載項
目名と前記メール作成に係る項目であるフォーム文の空欄とを対応付けた組を複数記憶し
ており、前記読取手段は記載項目名と記載項目名ごとの記載内容を含む画像を読み取り、
前記検索手段は記憶手段に記憶された記載項目名のうち読み取られた画像に含まれる記載
項目名の記載と一致する記載項目名を検索し、前記メール作成手段は、読取手段により得
られた画像データから検索手段により検索された記載項目名ごとの記載内容を抽出する抽
出手段と、前記フォーム文の空欄に抽出手段により抽出された記載内容をはめ込んでメー
ルの本文を作成する本文作成手段とを含むことを特徴とすることもできる。
【００１８】
　これにより、フォーム文の空欄へ記載項目名ごとの記載内容をはめ込んで、メールの本
文を自動的に作成することができるので、読み取った画像に応じたメールを作成すること
ができるとともに、作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、前記記憶手段は前記検索対象の文字である特定の
文字と前記メール作成に係る項目であるフォーム文の空欄とを対応付けた組を複数記憶し
ており、前記読取手段は特定の文字から始まる文字列の記載を含む画像を読み取り、前記
検索手段は記憶手段に記憶された特定の文字のうち読み取られた画像に含まれる特定の文
字の記載と一致する特定の文字を検索し、前記メール作成手段は、読取手段により得られ
た画像データから検索手段により検索された特定の文字に続く文字列を抽出する抽出手段
と、前記フォーム文の空欄に抽出手段により抽出された文字列をはめ込んでメールの本文
を作成する本文作成手段とを含むことを特徴とすることもできる。
【００１９】
　これによりフォーム文の空欄へ特定の文字列に続く記載内容をはめ込んで、メールの本
文を自動的に作成することができるので、読み取った画像に応じたメールを作成すること
ができるとともに、作業を軽減することができる。
　ここで、画像読取送信装置において、当該画像読取送信装置は、さらに、前記メール作
成手段により作成されたメールを表示する表示手段と、送信前に利用者から表示手段によ
り表示されたメールの編集を受け付ける編集手段と備えることを特徴とすることもできる
。
【００２０】
　これにより、自動的に作成されたメールを、利用者が送信前に確認して編集することが
できるので、必要事項が完璧に記載されていない原稿を用いて後で編集することや、誤認
識や誤記があっても原稿の再読み取りをすることなく容易に修正することができ、使い勝
手がよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（実施の形態１）
　＜概要＞
　本発明の実施の形態１は、送信時における利用者の利便性を向上させる為に、画像を読
み取って得た画像データを文字認識又はパターン認識して、送信先名と「議事録」等の書
類種別名とを認識し、送信先名から送信先メールアドレスや送信先別のコメントを検索し
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、また、書類種別名から定型文を検索してメールを自動作成し、画像データを添付して送
信する画像読取送信装置である。
【００２２】
　＜構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１における画像読取送信装置１０の概要を示す図である。
　本発明の実施の形態１における画像読取送信装置１０は、画像を読み取ってメールとし
て外部装置に送信する機能を有し、図１に示すように、記憶部１１、読取部１２、検索部
１３、メール作成部１４、表示部１５、編集部１６、及び送信部１７を備える。
【００２３】
　記憶部１１は、ハードディスク等であり、検索対象の文字又は記号等とメール作成に係
る項目とを対応付けた組を、複数記憶している。実施の形態１では、検索対象の所定の文
字が書類種別名であれば、メール作成に係る項目は書類種別名ごとの定型文であり、ある
いは、検索対象の所定の文字が送信先名であれば、メール作成に係る項目はメールアドレ
ス、及び、添付ファイルの取り扱いに関するコメントである。
【００２４】
　図２は、記憶部１１に記憶されている内容の一例を示す図である。
　図２に示した例では、検索対象の書類種別名「議事録」に定型文「議事録を送付します
。」とを対応付けた組、検索対象の書類種別名「技術メモ」に定型文「技術メモを送付し
ますので、ご意見をお聞かせください。」とを対応付けた組、検索対象の書類種別名「見
積り」に定型文「見積りを送付しますので、ご検討の程よろしくお願い致します。」とを
対応付けた組、検索対象の送信先名「小西一郎」にメールアドレス「konishi@aaa.co.jp
」とコメント「関係各位へ転送してください。」とを対応付けた組、検索対象の送信先名
「美濃田花子」にメールアドレス「hanako@bbb.co.jp」と「承認願います。」とを対応付
けた組、検索対象の送信先名「田畑みのる」にメールアドレス「minoru@ccc.co.jp」とコ
メント「閲覧後破棄してください。」とを対応付けた組、及び、検索対象の送信先名「資
料室」にメールアドレス「shiryo@ddd.co.jp」と「保管してください。」とを対応付けた
組等が記憶部１１に記憶されている。
【００２５】
　読取部１２は、文字又は記号の記載を含む画像を読み取って画像データを得て、内蔵の
メモリやハードディスク等に記憶しておく。
　実施の形態１では、読取部１２は書類種別名や送信先名の記載を含む画像を読み取るこ
ととする。
　なお本明細書において、文字又は記号とは、「漢字」「平仮名」「片仮名」「アルファ
ベット」「マーク」及び「バーコード」等の文字認識又はパターン認識が可能なものの全
てをいう。
【００２６】
　図３は、実施の形態１において、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図で
ある。
　図３に示した例では、書類種別名「議事録」、及び、送信先名となる出席者名「小西一
郎」及び「美濃田花子」の記載を含む議事録の画像を読取部１２が読み取る。
　検索部１３は、読取部１２により得られた画像データを文字認識又はパターン認識して
、読み取られた画像に含まれる文字又は記号の記載と一致する検索対象の文字又は記号を
、記憶部１１から検索する。
【００２７】
　ここで本発明の各実施の形態で用いる文字認識やパターン認識は、例えば、メディアド
ライブ社「ＷｉｎＲｅａｄｅｒ　Ｈａｎｄｓ　Ｖ２．０」であり、従来技術なのでその詳
細な説明を省略する。
　実施の形態１では、検索部１３は、記憶部１１に検索対象として記憶された書類種別名
のうち、読み取られた画像に含まれる書類種別名の記載と一致する書類種別名「議事録」
を検索し、また、記憶部１１に検索対象として記憶された送信先名のうち、読み取られた
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画像に含まれる送信先名の記載と一致する送信先名「小西一郎」、及び「美濃田花子」を
検索する。
【００２８】
　メール作成部１４は、検索部１３により検索された所定の文字又は記号に対応付けて記
憶されているメール作成に係る項目を含めて、メールを作成するものであり、送信先設定
部１４１、コメント挿入部１４２、定型文挿入部１４３、及び添付部１４４を含む。
　送信先設定部１４１は、検索部１３により検索された送信先名に対応付けて記憶されて
いるメールアドレスを送信先アドレスとして設定し、送信先アドレスごとにメールを作成
する。
【００２９】
　ここでは例えば、「小西一郎」、及び「美濃田花子」に対応付けて記憶されているメー
ルアドレス「konishi@aaa.co.jp」、及び「hanako@bbb.co.jp」をそれぞれ送信先アドレ
スとする２つのメールを作成する。
　コメント挿入部１４２は、検索部１３により検索された送信先名ごとに対応付けて記憶
されているコメントを、対応するメールの本文に含ませる。
【００３０】
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、コメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールアド
レス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、コメント「承認願い
ます。」を含ませる。
　定型文挿入部１４３は、検索部１３により検索された書類種別名に対応付けて記憶され
ている定型文を、それぞれのメールの本文に含ませる。
【００３１】
　ここでは例えば、上記２つのメールの本文の先頭に、書類種別名「議事録」に対応付け
て記憶されている定型文「議事録を送付します。」を挿入する。
　添付部１４４は、読取部１２により得られた画像データを、添付ファイルとしてメール
に添付する。
　表示部１５は、液晶パネル等の表示機器に、操作選択画面、設定変更画面、及び作成さ
れたメール等を表示する。
【００３２】
　編集部１６は、送信前に利用者から、表示部１５により表示されたメール等の編集を受
け付ける。ここでは、編集部１６はタッチパネルとなっており、表示部１５の画面に表示
されたキーの位置を利用者がタッチすることにより、利用者からの様々な入力を受け付け
ることができる。
　ここで利用者は、メールのメールアドレスや本文等の変更、追加、削除等を行うことが
できる。例えば、読み取られた画像から書類種別名が検索されなかった場合には、利用者
からメールの本文の入力を受け付け、また、読み取られた画像に含まれる送信先名のうち
、記憶されている複数の送信先名のいずれとも一致しない為に、メールが作成されない未
登録の送信先名がある場合には、利用者からこの送信先名に対応するメールアドレスの入
力を受け付けて、受け付けられたメールアドレスを送信先アドレスとするメールを作成す
る。
【００３３】
　なお、未登録の送信先名を文字認識や記載位置等により検索して、これに対するメール
アドレスの入力を利用者に対して催促してもよい。
　図４（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
　図５（ａ）、（ｂ）は、添付ファイルの確認画面の表示例を示す図である。
　図６（ａ）は、編集画面の表示例を示す図である。
【００３４】
　図６（ｂ）は、メール追加画面の表示例を示す図である。
　図７（ａ）は、修正対象選択画面の表示例を示す図である。
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　図７（ｂ）は、定型文修正画面の表示例を示す図である。
　図４（ａ）の添付ファイルの確認画面において、「次へ」のキーを利用者がタッチする
と他のメールの確認画面図４（ｂ）を表示し、「添付ファイル確認」のキーを利用者がタ
ッチすると添付ファイルの確認画面（図５（ａ））に切り替わり、「編集」のキーを利用
者がタッチすると編集画面（図６（ａ））に切り替わり、「送信」のキーを利用者がタッ
チするとメールが送信される。
【００３５】
　同様に、４（ｂ）の添付ファイルの確認画面において、「次へ」のキーを利用者がタッ
チすると他のメールの確認画面（図４（ａ））を表示し、「添付ファイル確認」のキーを
利用者がタッチすると添付ファイルの確認画面（図５（ａ））に切り替わり、「編集」の
キーを利用者がタッチすると編集画面（図省略）に切り替わり、「送信」のキーを利用者
がタッチするとメールが送信される。
【００３６】
　また、図５（ａ）の添付ファイルの確認画面において、「前ページ」のキーは前のペー
ジが無いので無効になっており、「次ページ」のキーを利用者がタッチすると添付ファイ
ルの次のページの画面（図５（ｂ））を表示し、「確認終了」のキーを利用者がタッチす
るとメールの確認画面図（４（ａ）又は（ｂ））の表示に戻る。
　同様に、図５（ｂ）の添付ファイルの確認画面において「前ページ」のキーを利用者が
タッチすると添付ファイルの前のページの画面（図５（ａ））を表示し、「次ページ」の
キーは次のページが無いので無効になっており、「確認終了」のキーを利用者がタッチす
るとメールの確認画面（図４（ａ）又は（ｂ））の表示に戻る。
【００３７】
　また、図６（ａ）の編集画面において、「次へ」のキーを利用者がタッチすると他のメ
ールの編集画面（図省略）を表示し、「追加」のキーを利用者がタッチするとメールの追
加画面（図６（ｂ））を表示し、「削除」のキーを利用者がタッチするとメールが削除さ
れて他のメールの確認画面（図４（ｂ））を表示し、「修正」のキーを利用者がタッチす
ると修正対象選択画面（図７（ａ））を表示し、「編集中止」のキーを利用者がタッチす
ると編集を中止してメールの確認画面（図４（ａ））の表示に戻り、「編集完了」のキー
を利用者がタッチすると編集を完了してメールの確認画面（図４（ａ））の表示に戻る。
【００３８】
　また、図６（ｂ）のメール追加画面において、「中止」のキーを利用者がタッチすると
メールの追加を中止して編集画面（図６（ａ））の表示に戻り、「完了」のキーを利用者
がタッチするとメールの追加を完了して追加したメールの編集画面（図省略）を表示する
。
　また、図７（ａ）の修正対象選択画面において、修正対象を選択することができ、「送
信先修正」のキーを利用者がタッチすると送信先修正画面（図省略）を表示し、「定型文
修正」のキーを利用者がタッチすると定型文修正画面（図７（ｂ））を表示し、「コメン
ト修正」のキーを利用者がタッチするとコメント修正画面（図省略）を表示する。
【００３９】
　また、図７（ｂ）の定型文修正画面において、定型文を修正することができ、「中止」
のキーを利用者がタッチすると定型文の修正を中止して修正対象選択画面（図７（ａ））
の表示に戻り、「完了」のキーを利用者がタッチすると定型文の修正を完了して修正対象
選択画面（図７（ａ））の表示に戻る。
　送信部１７は、利用者から指示を受けて、作成されたメールを送信する。
【００４０】
　＜動作＞
　図８は、本発明の実施の形態１における画像読取送信装置１０による画像を読取り送信
する手順を示す図である。
　以下に図８を用いて、画像を読取り送信する手順を説明する。
　（１）利用者により、「Ｓｃａｎ」ボタンが押されるまで待つ（ステップＳ１０１）。
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【００４１】
　図９は、表示部１５により表示された初期画面を示す。
　ここでは、図９に示したようなコピーモードの初期画面が表示された状態から、「Ｓｃ
ａｎ」ボタンが押されスキャンモードに入る。
　（２）「Ｓｃａｎ」ボタンが押されスキャンモードに入ると、スキャンモードの選択状
態となり、従来の通常スキャンモード、及び、本発明の自動配信スキャンモードのいずれ
かのスキャンモードの選択を利用者に即す。
【００４２】
　図１０は、表示部１５により表示されたスキャンモード選択画面を示す。
　ここでは、スキャンモードに入ったときには、直前に選択されたスキャンモードがデフ
ォルトで選択された状態になっており、利用者の選択を受付け、選択されている方の表示
が強調表示される（ステップＳ１０２）。
　（３）利用者により原稿が読み取りトレー等にセットされ、スタートボタンが押される
まで待つ（ステップＳ１０３）。
【００４３】
　（４）読み取りスタートボタンが押されると、そのときに選択されているスキャンモー
ドが、通常スキャンモードであるか、自動配信スキャンモードであるかを判断する（ステ
ップＳ１０４）。
　（５）通常スキャンモードである場合には、読取部１２が、原稿の画像を読み取って画
像データを得て、読取り処理を終了する（ステップＳ１０５）。
【００４４】
　（６）自動配信スキャンモードである場合には、読取部１２が、図３に示すような送信
先名の記載を含む画像を読み取って画像データを得る（ステップＳ１０６）。
　（７）検索部１３によりまだ検索されていない送信先名が、記憶部１１に残っているか
を判断する（ステップＳ１０７）。
　（８）検索していない送信先名が残っている場合には、検索部１３が、記憶部１１に記
憶している残っている送信先名を、順に１つずつ検索対象として、読取部１２により得ら
れた画像データに含まれているかを検索する（ステップＳ１０８）。
【００４５】
　含まれていない場合には、まだ検索されていない送信先名があるか否かの判断に戻る。
　（９）含まれている場合には、送信先設定部１４１が、検索部１３により検索された送
信先名に対応付けて記憶されているメールアドレスを、送信先アドレスとして設定したメ
ールを作成する（ステップＳ１０９）。
　ここでは例えば、送信先名「小西一郎」を検索してメールアドレス「konishi@aaa.co.j
p」を送信先アドレスとして設定したメールを作成し、また送信先名「美濃田花子」を検
索してメールアドレス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとして設定したメールを作
成する。
【００４６】
　（１０）コメント挿入部１４２が、検索部１３により検索された送信先名ごとに対応付
けて記憶されているコメントを、対応するメールの本文に含ませ、検索されていない送信
先名があるか否かの判断に戻る（ステップＳ１１０）。
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、コメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールアド
レス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、コメント「承認願い
ます。」を含ませる。
【００４７】
　（１１）まだ検索していない送信先名が残っていない場合には、作成されたメールがあ
るか否かを判断する（ステップＳ１１１）。
　（１２）作成されたメールがない場合には、利用者に入力を即して、送信先のメールア
ドレス、及びコメントの入力を受け付ける（ステップＳ１１２）。
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　図１１（ａ）は、表示部１５により表示された送信先のメールアドレスの入力画面を示
す。
【００４８】
　図１１（ｂ）は、表示部１５により表示されたコメントの入力画面を示す。
　（１３）送信先のメールアドレス及びコメントの入力を受け付けると、送信先設定部１
４１が、受け付けたメールアドレスを送信先アドレスとして設定したメールを作成し、コ
メント挿入部１４２が、受け付けたコメントを、対応するメールの本文に含ませる（ステ
ップＳ１１３）。
【００４９】
　（１４）作成されたメールがある場合には、検索部１３によりまだ検索されていない書
類種別名が、記憶部１１に残っているかを判断する（ステップＳ１１４）。
　（１５）検索していない書類種別名が残っていない場合には、利用者に入力を即して、
定型文の入力を受け付ける（ステップＳ１１５）。
　図１２は、表示部１５により表示された定型文の入力画面を示す。
【００５０】
　（１６）定型文の入力を受け付けると、定型文挿入部１４３が、受け付けた定型文を、
それぞれのメールの本文に含ませる（ステップＳ１１６）。
　（１７）検索していない書類種別名が残っている場合には、検索部１３が、記憶部１１
に記憶している残っている書類種別名を、順に１つずつ検索対象として、読取部１２によ
り得られた画像データに含まれているかを検索する（ステップＳ１１７）。
【００５１】
　含まれていない場合には、まだ検索されていない書類種別名が残っているかの判断に戻
る。
　（１８）含まれている場合には、定型文挿入部１４３が、検索部１３により検索された
書類種別名に対応付けて記憶されている定型文を、それぞれのメールの本文に含ませる（
ステップＳ１１８）。
【００５２】
　ここでは例えば、上記２つのメールの本文の先頭に、書類種別名「議事録」に対応付け
て記憶されている定型文「議事録を送付します。」を挿入する。
　（１９）添付部１４４が、画像データを添付ファイルとして、それぞれのメールに添付
する（ステップＳ１１９）。
　（２０）表示部１５が、作成された各メールを表示する（ステップＳ１２０）。
【００５３】
　（２１）編集部１６が、利用者から、表示されたメールの編集を受け付ける（ステップ
Ｓ１２１）。
　（２２）送信部１７が、利用者から送信指示を受けるまで待つ（ステップＳ１２２）。
　（２３）利用者から指示を受けると、作成されたメールを送信して、読取り送信処理を
終了する（ステップＳ１２３）。
【００５４】
　＜まとめ＞
　以上のように、本発明の実施の形態１によれば、画像に記載された送信先名に応じて送
信先アドレスを設定でき、また、送信先別のコメントを自動作成することができ、また、
画像に記載された書類種別名に応じて定型文を設定できるので、メールを作成する作業を
軽減することができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
（実施の形態２）
　＜概要＞
　本発明の実施の形態２は、送信時における利用者の利便性を向上させる為に、画像を読
み取って得た画像データを文字認識又はパターン認識して「議事録」等の書類種別名を認
識し、書類種別名から送信先メールアドレス、送信先別のコメント、及び定型文を検索し
てメールを自動作成する画像読取送信装置である。
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【００５５】
　＜構成＞
　図１３は、本発明の実施の形態２における画像読取送信装置２０の概要を示す図である
。
　本発明の実施の形態２における画像読取送信装置２０は、画像を読み取ってメールとし
て外部装置に送信する機能を有し、図１３に示すように、記憶部２１、読取部１２、検索
部２３、メール作成部２４、表示部１５、編集部１６、及び送信部１７を備える。
【００５６】
　なお、実施の形態１と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。
　記憶部２１は、ハードディスク等であり、検索対象の所定の文字又は記号等とメール作
成に係る項目とを対応付けた組を、複数記憶している。実施の形態２では検索対象の所定
の文字は「議事録」「技術メモ」「見積り書」等の書類の種別を示す書類種別名であり、
メール作成に係る項目は、書類種別名ごとに対応付けられた定型文、書類種別名ごとに対
応付けられた１つ以上の送信者名からなるグループ、送信者名ごとに対応付けられたメー
ルアドレス、及び、送信者名ごとに対応付けられた添付ファイルの取り扱いに関するコメ
ントとである。
【００５７】
　図１４は、記憶部２１に記憶されている内容の一例を示す図である。
　実施の形態２では、読取部１２は書類種別名の記載を含む画像を読み取ることとする。
　実施の形態２において、読取部１２により読み取られる画像は、実施の形態１と同様に
、図３に示す画像である。
　検索部２３は、読取部１２により得られた画像データを文字認識又はパターン認識して
、読み取られた画像に含まれる文字又は記号の記載と一致する検索対象の文字又は記号を
、記憶部２１から検索する。
【００５８】
　実施の形態２では、検索部２３は、記憶部２１に検索対象として記憶された書類種別名
のうち、読み取られた画像に含まれる書類種別名の記載と一致する書類種別名「議事録」
を検索する。
　メール作成部２４は、検索部２３により検索された所定の文字又は記号に対応付けて記
憶されているメール作成に係る項目を含めて、メールを作成するものであり、送信先設定
部２４１、コメント挿入部２４２、定型文挿入部１４３、及び添付部１４４を含む。
【００５９】
　送信先設定部２４１は、検索部２３により検索された書類種別名に対応付けて記憶され
ている１つ以上の送信者名のメールアドレスのそれぞれを、送信先アドレスとして設定す
る。
　ここでは例えば、「議事録」に対応付けて記憶されている送信者名「小西一郎」のメー
ルアドレス「konishi@aaa.co.jp」、及び送信者名「美濃田花子」のメールアドレス「han
ako@bbb.co.jp」をそれぞれ送信先アドレスとする２つのメールを作成する。
【００６０】
　コメント挿入部２４２は、検索部２３により検索された書類種別名に対応付けて記憶さ
れている送信者名ごとのコメントを、対応するメールの本文に含ませる。
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、コメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールアド
レス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、議事録の定型文「議
事録を送付します。」とコメント「承認願います。」を含ませる。
【００６１】
　＜動作＞
　図１５は、本発明の実施の形態２における画像読取送信装置２０による画像を読取り送
信する処理の手順を示す図である。
　なお、実施の形態１の図８と同様のステップには同一番号を付し、その説明を省略する
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。
【００６２】
　以下に図１５を用いて、画像を読取り送信する処理の手順を説明する。
　（１）～（６）図８の（１）～（６）と同様（ステップＳ１０１～Ｓ１０６）。
　（７）検索部２３によりまだ検索されていない書類種別名が、記憶部２１に残っている
かを判断する（ステップＳ２０１）。
　（８）検索していない書類種別名が残っていない場合には、利用者に入力を即して、送
信先のメールアドレス、定型文、及びコメントの入力を受け付ける（ステップＳ２０２）
。
【００６３】
　（９）送信先のメールアドレス、定型文、及びコメントの入力を受け付けると、送信先
設定部２４１が、受け付けたメールアドレスを送信先アドレスとして設定したメールを作
成し、コメント挿入部２４２が、受け付けたコメントを、対応するメールの本文に含ませ
、定型文挿入部１４３が、受け付けた定型文を、それぞれのメールの本文に含ませる（ス
テップＳ２０３）。
【００６４】
　（１０）検索していない書類種別名が残っている場合には、検索部２３が、記憶部２１
に記憶している残っている書類種別名を、順に１つずつ検索対象として、読取部１２によ
り得られた画像データに含まれているかを検索する（ステップＳ２０４）。
　含まれていない場合には、まだ検索されていない書類種別名があるか否かの判断に戻る
。
【００６５】
　（１１）含まれている場合には、送信先設定部２４１が、検索部２３により検索された
書類種別名に対応付けて記憶されている送信先名ごとのメールアドレスを送信先アドレス
として設定したメールを作成する（ステップＳ２０５）。
　ここでは例えば、書類種別名「議事録」を検索して、送信先名「小西一郎」のメールア
ドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとして設定したメールと、送信先名「美
濃田花子」のメールアドレス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとして設定したメー
ルとを作成する。
【００６６】
　（１２）コメント挿入部２４２が、検索部２３により検索された書類種別名に対応付け
て記憶されている送信先名ごとのコメントを、対応するメールの本文に含ませる（ステッ
プＳ２０６）。
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、とコメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールア
ドレス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、コメント「承認願
います。」を含ませる。
【００６７】
　（１３）定型文挿入部１４３が、検索部２３により検索された書類種別名に対応付けて
記憶されている定型文を、それぞれのメールの本文に含ませる（ステップＳ２０７）。
　ここでは例えば、上記２つのメールの本文の先頭に、書類種別名「議事録」に対応付け
て記憶されている定型文「議事録を送付します。」を挿入する。
　（１４）～（１８）図８の（１９）～（２３）と同様（ステップＳ１１９～Ｓ１２３）
。
【００６８】
　＜まとめ＞
　以上のように、本発明の実施の形態２によれば、画像に記載された書類種別名に応じて
定型文と送信先アドレスを設定でき、また、送信先別のコメントを自動作成することがで
きるので、メールを作成する作業を軽減することができ、送信時における利用者の利便性
を向上させることができる。
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（実施の形態３）
　＜概要＞
　本発明の実施の形態３は、送信時における利用者の利便性を向上させる為に、画像を読
み取って得た画像データ中に記載されたマークをパターン認識して書類種別名を特定し、
書類種別名から送信先メールアドレス、送信先別のコメント、及び定型文を検索してメー
ルを自動作成する画像読取送信装置であり、実施の形態２との差分は、実施の形態２が画
像データ中に記載された書類種別名を直接的に認識して特定するのに対して、実施の形態
３では画像データ中に記載されたマークを認識して、マークに対応付けられた書類種別名
を間接的に特定する点である。
【００６９】
　＜構成＞
　図１６は、本発明の実施の形態３における画像読取送信装置３０の概要を示す図である
。
　本発明の実施の形態３における画像読取送信装置３０は、画像を読み取ってメールとし
て外部装置に送信する機能を有し、図１６に示すように、記憶部３１、読取部１２、検索
部３３、メール作成部３４、表示部１５、編集部１６、及び送信部１７を備える。
【００７０】
　なお、実施の形態１と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。
　記憶部３１は、ハードディスク等であり、検索対象の所定の文字又は記号等とメール作
成に係る項目とを対応付けた組を、複数記憶している。実施の形態３では検索対象の所定
の記号は「○」「△」「□」等の書類の種別を示す書類種別マークであり、メール作成に
係る項目は、書類種別マークに対応付けられた書類種別名、書類種別名ごとに対応付けら
れた定型文、書類種別名ごとに対応付けられた１つ以上の送信者名からなるグループ、送
信者名ごとに対応付けられたメールアドレス、及び、送信者名ごとに対応付けられた添付
ファイルの取り扱いに関するコメントとである。
【００７１】
　図１７は、記憶部３１に記憶されている内容の一例を示す図である。
　実施の形態３では、読取部１２は書類種別マークの記載を含む画像を読み取ることとす
る。
　図１８は、実施の形態３において、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図
である。
【００７２】
　図１８に示した例では、予め定められた一枚目の左上部隅の位置に書類種別マークが記
載された議事録の画像を読取部１２が読み取る。
　検索部３３は、読取部１２により得られた画像データを文字認識又はパターン認識して
、読み取られた画像に含まれる文字又は記号の記載と一致する検索対象の文字又は記号を
、記憶部３１から検索する。
【００７３】
　実施の形態３では、検索部３３は、記憶部３１に検索対象として記憶された書類種別マ
ークのうち、読み取られた画像に含まれる書類種別マークの記載と一致する書類種別マー
ク「○」を検索する。
　メール作成部３４は、検索部３３により検索された所定の文字又は記号に対応付けて記
憶されているメール作成に係る項目を含めて、メールを作成するものであり、送信先設定
部３４１、コメント挿入部３４２、定型文挿入部１４３、及び添付部１４４を含む。
【００７４】
　送信先設定部３４１は、検索部３３により検索された書類種別マークに対応付けて記憶
されている書類種別名を特定し、この書類種別名に対応付けて記憶されている１つ以上の
送信者名のメールアドレスのそれぞれを、送信先アドレスとして設定する。
　ここでは例えば、「○」に対応付けて記憶されている「議事録」を特定し、「議事録」
に対応付けて記憶されている送信者名「小西一郎」のメールアドレス「konishi@aaa.co.j
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p」、及び送信者名「美濃田花子」のメールアドレス「hanako@bbb.co.jp」をそれぞれ送
信先アドレスとする２つのメールを作成する。
【００７５】
　コメント挿入部３４２は、特定された書類種別名に対応付けて記憶されている送信者名
ごとのコメントを、対応するメールの本文に含ませる。
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、コメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールアド
レス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、議事録の定型文「議
事録を送付します。」とコメント「承認願います。」を含ませる。
【００７６】
　＜動作＞
　図１９は、本発明の実施の形態３における画像読取送信装置３０による画像を読取り送
信する処理の手順を示す図である。
　なお、実施の形態１の図８と同様のステップには同一番号を付し、その説明を省略する
。
【００７７】
　以下に図１９を用いて、画像を読取り送信する処理の手順を説明する。
　（１）～（６）図８の（１）～（６）と同様（ステップＳ１０１～Ｓ１０６）。
　（７）検索部３３によりまだ検索されていない書類種別マークが、記憶部３１に残って
いるかを判断する（ステップＳ３０１）。
　（８）検索していない書類種別マークが残っていない場合には、利用者に入力を即して
、送信先のメールアドレス、定型文、及びコメントの入力を受け付ける（ステップＳ３０
２）。
【００７８】
　（９）送信先のメールアドレス、定型文、及びコメントの入力を受け付けると、送信先
設定部３４１が、受け付けたメールアドレスを送信先アドレスとして設定したメールを作
成し、コメント挿入部３４２が、受け付けたコメントを、対応するメールの本文に含ませ
、定型文挿入部１４３が、受け付けた定型文を、それぞれのメールの本文に含ませる（ス
テップＳ３０３）。
【００７９】
　（１０）検索していない書類種別マークが残っている場合には、検索部２３が、記憶部
３１に記憶している残っている書類種別マークを、順に１つずつ検索対象として、読取部
１２により得られた画像データに含まれているかを検索する（ステップＳ３０４）。
　含まれていない場合には、まだ検索されていない書類種別マークがあるか否かの判断に
戻る。
【００８０】
　（１１）含まれている場合には、送信先設定部３４１が、検索部３３により検索された
書類種別マークに対応付けて記憶されている書類種別名を特定し、この書類種別名に対応
付けて記憶されている送信先名ごとのメールアドレスを送信先アドレスとして設定したメ
ールを作成する（ステップＳ３０５）。
　ここでは例えば、書類種別マーク「○」を検索して書類種別名「議事録」を特定して、
送信先名「小西一郎」のメールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとして
設定したメールと、送信先名「美濃田花子」のメールアドレス「hanako@bbb.co.jp」を送
信先アドレスとして設定したメールとを作成する。
【００８１】
　（１２）コメント挿入部３４２が、特定された書類種別名に対応付けて記憶されている
送信先名ごとのコメントを、対応するメールの本文に含ませる（ステップＳ３０６）。
　ここでは例えば、メールアドレス「konishi@aaa.co.jp」を送信先アドレスとするメー
ルの本文に、とコメント「関係各位へ転送してください。」を含ませ、同様に、メールア
ドレス「hanako@bbb.co.jp」を送信先アドレスとするメールの本文に、コメント「承認願
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います。」を含ませる。
【００８２】
　（１３）定型文挿入部１４３が、特定された書類種別名に対応付けて記憶されている定
型文を、それぞれのメールの本文に含ませる（ステップＳ３０７）。
　ここでは例えば、上記２つのメールの本文の先頭に、書類種別名「議事録」に対応付け
て記憶されている定型文「議事録を送付します。」を挿入する。
　（１４）～（１８）図８の（１９）～（２３）と同様（ステップＳ１１９～Ｓ１２３）
。
【００８３】
　＜まとめ＞
　以上のように、本発明の実施の形態３によれば、画像に記載された書類種別マークをパ
ターン認識して書類種別名を特定し、書類種別名に応じて定型分と送信先アドレスを設定
でき、また、送信先別のコメントを自動作成することができるので、メールを作成する作
業を軽減することができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
（変形例１）
　本発明の変形例１は、実施の形態１～３のいずれかの画像読取送信装置において、定型
文挿入部１４３の代わりに、画像を読み取って得た画像データ中の抽出範囲内の記載を、
フォーム文の空欄にはめ込んでメールの本文を自動作成する本文作成部４１と、抽出範囲
を設定する範囲設定部４２とを追加するものである。
【００８４】
　図２０は、本発明の変形例１における画像読取送信装置４０の一例の概要を示す図であ
る。
　図２０に示した画像読取送信装置４０は、実施の形態１の画像読取送信装置１０から定
型文挿入部１４３を削除し、代わりに本文作成部４１と範囲設定部４２とを追加したもの
である。
【００８５】
　なお、実施の形態２の画像読取送信装置２０から定型文挿入部１４３を削除し、代わり
に本文作成部４１と範囲設定部４２とを追加してもよいし、実施の形態３の画像読取送信
装置３０から定型文挿入部１４３を削除し、代わりに本文作成部４１と範囲設定部４２と
を追加してもよい。
　ここで、変形例１の記憶部は、１つ以上の空欄を備えたフォーム文と、空欄ごとに対応
付けられた抽出対象の抽出範囲を示す座標値とを記憶する。
【００８６】
　図２１は、変形例１において、各実施の形態の記憶部に記憶されるフォーム文の一例を
示す図である。
　図２１に示した例では、フォーム文「テーマ：［空欄２］、の［空欄１］を送付します
。」が記憶され、このフォーム文の［空欄１］に抽出範囲１を示す座標値を対応付けた組
と、同フォーム文の［空欄２］に抽出範囲２を示す座標値を対応付けた組とが記憶されて
いる。
【００８７】
　変形例１の読取部は、抽出範囲１及び抽出範囲２に文字の記載を含む画像を読み取るこ
ととする。
　図２２は、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
　ここで図２２において、抽出範囲１及び抽出範囲２を破線で示している。
　本文作成部４１は、読取部１２により得られた画像データから抽出範囲ごとに記載され
ている文字を抽出し、記憶されているフォーム文の対応する空欄に抽出した文字をはめ込
んで、メールの本文を作成する。
【００８８】
　ここでは例えば、フォーム文「テーマ：［空欄２］、の［空欄１］を送付します。」の
［空欄１］に、図２０に示した画像の抽出範囲１内に記載された文字「議事録」をはめ込
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み、同フォーム文の［空欄２］に、図２０に示した画像の出範囲２内に記載された文字「
７月の目標」をはめ込んで、メールの本文「テーマ：７月の目標、の議事録を送付します
。」を作成する。
【００８９】
　図２３（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
　なお、ここで各空欄に文字をはめ込む際には、文字認識して得た文字コード形式ではめ
込んでもよいし、文字認識せずに読み取ったままのビットマップ形式ではめ込んでもよい
。
　範囲設定部４２は、抽出範囲の設定及び変更を、利用者から受け付ける。
【００９０】
　ここで範囲設定部４２による抽出範囲の設定及び変更は、画像を読み取る前に予め行っ
ておいてもよいし、画像を読み取った後に液晶パネル等の表示機器に表示させた画像上で
行っても良い。
　以上のように、本発明の変形例１によれば、抽出範囲内の文字をフォーム文の空欄には
め込んでメールの本文を自動作成することができるので、メールを作成する作業を軽減す
ることができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
（変形例２）
　本発明の変形例２は、実施の形態１～３のいずれかの画像読取送信装置において、定型
文挿入部１４３の代わりに、画像を読み取って得た画像データを文字認識又はパターン認
識して検索された「議事録」等の書類種別名を、フォーム文の空欄にはめ込んでメールの
本文を自動作成する本文作成部５１を追加するものである。
【００９１】
　図２４は、本発明の変形例２における画像読取送信装置５０の一例の概要を示す図であ
る。
　図２４に示した画像読取送信装置５０は、実施の形態１の画像読取送信装置１０から定
型文挿入部１４３を削除し、代わりに本文作成部５１を追加したものである。
　なお、実施の形態２の画像読取送信装置２０から定型文挿入部１４３を削除し、代わり
に本文作成部５１を追加してもよいし、実施の形態３の画像読取送信装置３０から定型文
挿入部１４３を削除し、代わりに本文作成部５１を追加してもよい。
【００９２】
　ここで、変形例２の記憶部は、検索対象である「議事録」「技術メモ」「見積り書」等
の書類の種別を示す書類種別名と、空欄を備えたフォーム文とを記憶する。
　図２５は、各実施の形態の記憶部に記憶されるフォーム文の一例を示す図である。
　図２５に示した例では、「議事録」「技術メモ」「見積り書」等の書類種別名に、空欄
を備えたフォーム文「［空欄］を送付します。」を対応付けた組が記憶されている。
【００９３】
　変形例２の読取部は、書類種別名の記載を含む画像を読み取ることとする。
　本文作成部５１は、検索された書類種別名を、記憶されているフォーム文の空欄にはめ
込んで、メールの本文を作成する。
　ここでは例えば、フォーム文「［空欄］を送付します。」の［空欄］に書類種別名「議
事録」をはめ込んで、メールの本文「議事録を送付します。」を作成する。
【００９４】
　図２６（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
　以上のように、本発明の変形例２によれば、画像に記載された書類種別名をフォーム文
の空欄にはめ込んでメールの本文を自動作成することができるので、メールを作成する作
業を軽減することができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
（変形例３）
　本発明の変形例３は、実施の形態１～３のいずれかの画像読取送信装置において、定型
文挿入部１４３の代わりに、検索された「テーマ」等の記載項目名の記載内容を抽出する
抽出部６１と、抽出された記載内容をフォーム文の空欄にはめ込んでメールの本文を自動
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作成する本文作成部６２とを追加するものである。
【００９５】
　図２７は、本発明の変形例３における画像読取送信装置６０の一例の概要を示す図であ
る。
　図２７に示した画像読取送信装置６０は、実施の形態１の画像読取送信装置１０から定
型文挿入部１４３を削除し、代わりに抽出部６１と本文作成部６２とを追加したものであ
る。
【００９６】
　なお、実施の形態２の画像読取送信装置２０から定型文挿入部１４３を削除し、代わり
に抽出部６１と本文作成部６２とを追加してもよいし、実施の形態３の画像読取送信装置
３０から定型文挿入部１４３を削除し、代わりに抽出部６１と本文作成部６２とを追加し
てもよい。
　ここで、変形例３の記憶部は、検索対象である「テーマ」「開催日」等の記載項目の種
別を示す記載項目名と、空欄を備えたフォーム文とを記憶する。
【００９７】
　図２８は、変形例３において、各実施の形態の記憶部に記憶される記載項目名及びフォ
ーム文の一例を示す図である。
　図２８に示した例では、フォーム文「［空欄２］に開催された　テーマ：［空欄１］、
の議事録を送付します。」が記憶され、記載項目名「テーマ」にフォーム文の［空欄１］
を対応付けた組と、記載項目名「開催日」にフォーム文の［空欄２］を対応付けた組とが
記憶されている。
【００９８】
　変形例３の読取部は、記載項目名と当該記載項目名ごとの記載内容とを含む画像を読み
取ることとする。
　図２９は、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
　変形例３では、書類種別名の代わりに記載項目名が検索される。
　ここでは例えば、記載項目名「テーマ」及び記載項目名「開催日」が検索される。
【００９９】
　抽出部６１は、検索された記載項目名の後の文字列を記載項目名の記載内容として抽出
する。
　ここでは例えば、記載項目名「テーマ」の後の文字列「７月の目標」を抽出し、記載項
目名「開催日」の後の文字列「６月２５日」を抽出する。
　本文作成部６２は、抽出部６１により抽出された記載内容を、検索された記載項目名に
対応付けて記憶されているフォーム文の空欄にはめ込んで、メールの本文を作成する。
【０１００】
　ここでは例えば、フォーム文「［空欄２］に開催された　テーマ：［空欄１］、の議事
録を送付します。」の［空欄１］に、記載項目名「テーマ」の後の文字列「７月の目標」
をはめ込み、同フォーム文の［空欄２］に、記載項目名「開催日」の後の文字列「６月２
５日」をはめ込んで、メールの本文「６月２５日に開催された　テーマ：７月の目標、の
議事録を送付します。」を作成する。
【０１０１】
　図３０（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
　以上のように、本発明の変形例３によれば、記載項目別の記載内容をフォーム文の空欄
にはめ込んでメールの本文を自動作成することができるので、メールを作成する作業を軽
減することができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
（変形例４）
　本発明の変形例４は、実施の形態１～３のいずれかの画像読取送信装置において、定型
文挿入部１４３の代わりに、検索された「＃」等の特定の文字に続く文字列を抽出する抽
出部７１と、抽出された文字列をフォーム文の空欄にはめ込んでメールの本文を自動作成
する本文作成部７２とを追加するものである。
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【０１０２】
　図３１は、本発明の変形例４における画像読取送信装置７０の一例の概要を示す図であ
る。
　図３１に示した画像読取送信装置７０は、実施の形態１の画像読取送信装置１０から定
型文挿入部１４３を削除し、代わりに抽出部７１と本文作成部７２とを追加したものであ
る。
【０１０３】
　なお、実施の形態２の画像読取送信装置２０から定型文挿入部１４３を削除し、代わり
に抽出部７１と本文作成部７２とを追加してもよいし、実施の形態３の画像読取送信装置
３０から定型文挿入部１４３を削除し、代わりに抽出部７１と本文作成部７２とを追加し
てもよい。
　ここで、変形例４の記憶部は、検索対象である「＃」「＆」等の特定の文字と、空欄を
備えたフォーム文とを記憶する。
【０１０４】
　図３２は、変形例４において、各実施の形態の記憶部に記憶される特定の文字及びフォ
ーム文の一例を示す図である。
　図３２に示した例では、フォーム文「［空欄２］に開催された　テーマ：［空欄１］、
の議事録を送付します。」が記憶され、特定の文字「＃」にフォーム文の［空欄１］を対
応付けた組と、特定の文字「＆」にフォーム文の［空欄２］を対応付けた組とが記憶され
ている。
【０１０５】
　変形例４の読取部は、特定の文字で始まる文字列を含む画像を読み取ることとする。
　図３３は、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
　変形例４では、書類種別名の代わりに特定の文字が検索される。
　ここでは例えば、特定の文字「＃」及び、特定の文字「＆」が検索される。
　抽出部７１は、検索された特定の文字に続く文字列を抽出する。
【０１０６】
　ここでは例えば、特定の文字「＃」で始まる文字列「＃７月の目標」の「７月の目標」
を抽出し、特定の文字「＆」で始まる文字列「＆６月２５日」の文字列「６月２５日」を
抽出する。
　本文作成部７２は、抽出部７２により抽出された文字列を、検索された特定の文字に対
応付けて記憶されているフォーム文の空欄にはめ込んで、メールの本文を作成する。
【０１０７】
　ここでは例えば、フォーム文「［空欄２］に開催された　テーマ：［空欄１］、の議事
録を送付します」の［空欄１］に、特定の文字「＃」で始まる文字列「＃７月の目標」の
「７月の目標」をはめ込み、同フォーム文の［空欄２］に、特定の文字「＆」で始まる文
字列「＆６月２５日」の文字列「６月２５日」をはめ込んで、メールの本文「６月２５日
に開催された　テーマ：７月の目標、の議事録を送付します。」を作成する。
【０１０８】
　図３４（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
　以上のように、本発明の変形例４によれば、特定の文字に続く文字列をフォーム文の空
欄にはめ込んでメールの本文を自動作成することができるので、メールを作成する作業を
軽減することができ、送信時における利用者の利便性を向上させることができる。
　なお、上記実施の形態１～３、及び変形例１～４は、それぞれを任意に組み合わせて実
施することもできる。
【０１０９】
　また、コンピュータに本実施の形態１及び２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



(21) JP 4232704 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

れることもあり得る。
【０１１０】
　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】
【０１１１】
　本発明は、画像を読み取って送信するファクシミリやＭＦＰ（Multi Function Periphe
ral：デジタル複合機）など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、
読み取った画像の内容に応じて、送信先の設定や追記内容の作成等を自動的に行うことが
できるので、利用者の作業を軽減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】
【０１１２】
【図１】本発明の実施の形態１における画像読取送信装置１０の概要を示す図である。
【図２】記憶部１１に記憶されている内容の一例を示す図である。
【図３】実施の形態１において、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図であ
る。
【図４】図４（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図である。
【図５】図５（ａ）、（ｂ）は、添付ファイルの確認画面の表示例を示す図である。
【図６】図６（ａ）は、編集画面の表示例を示す図である。
【０１１３】
　図６（ｂ）は、メール追加画面の表示例を示す図である。
【図７】図７（ａ）は、修正対象選択画面の表示例を示す図である。　図７（ｂ）は、定
型文修正画面の表示例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１における画像読取送信装置１０による画像を読取り送信す
る手順を示す図である。
【図９】表示部１５により表示された初期画面を示す。
【図１０】表示部１５により表示されたスキャンモード選択画面を示す。
【図１１】図１１（ａ）は、表示部１５により表示された送信先のメールアドレスの入力
画面を示す。
【０１１４】
　図１１（ｂ）は、表示部１５により表示されたコメントの入力画面を示す。
【図１２】表示部１５により表示された定型文の入力画面を示す。
【図１３】本発明の実施の形態２における画像読取送信装置２０の概要を示す図である。
【図１４】記憶部２１に記憶されている内容の一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態２における画像読取送信装置２０による画像を読取り送信
する処理の手順を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態３における画像読取送信装置３０の概要を示す図である。
【図１７】記憶部３１に記憶されている内容の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態３において、読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図で
ある。
【図１９】本発明の実施の形態３における画像読取送信装置３０による画像を読取り送信
する処理の手順を示す図である。
【図２０】本発明の変形例１における画像読取送信装置４０の一例の概要を示す図である
。
【図２１】変形例１において、各実施の形態の記憶部に記憶されるフォーム文の一例を示
す図である。
【図２２】読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
【図２３】図２３（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図であ
る。
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【図２４】本発明の変形例２における画像読取送信装置５０の一例の概要を示す図である
。
【図２５】各実施の形態の記憶部に記憶されるフォーム文の一例を示す図である。
【図２６】図２６（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図であ
る。
【図２７】本発明の変形例３における画像読取送信装置６０の一例の概要を示す図である
。
【図２８】変形例３において、各実施の形態の記憶部に記憶される記載項目名及びフォー
ム文の一例を示す図である。
【図２９】読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
【図３０】図３０（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図であ
る。
【図３１】本発明の変形例４における画像読取送信装置７０の一例の概要を示す図である
。
【図３２】変形例４において、各実施の形態の記憶部に記憶される特定の文字及びフォー
ム文の一例を示す図である。
【図３３】読取部１２により読み取られる画像の一例を示す図である。
【図３４】図３４（ａ）、（ｂ）は、作成されたメールの確認画面の表示例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０１１５】
　　　１０　　画像読取送信装置
　　　１１　　記憶部
　　　１２　　読取部
　　　１３　　検索部
　　　１４　　メール作成部
　　　１４１　送信先設定部
　　　１４２　コメント挿入部
　　　１４３　定型文挿入部
　　　１４４　添付部
　　　１５　　表示部
　　　１６　　編集部
　　　１７　　送信部
　　　２０　　画像読取送信装置
　　　２１　　記憶部
　　　２３　　検索部
　　　２４　　メール作成部
　　　２４１　送信先設定部
　　　２４２　コメント挿入部
　　　３０　　画像読取送信装置
　　　３１　　記憶部
　　　３３　　検索部
　　　３４　　メール作成部
　　　３４１　送信先設定部
　　　３４２　コメント挿入部
　　　４０　　画像読取送信装置
　　　４１　　本文作成部
　　　４２　　範囲設定部
　　　５０　　画像読取送信装置
　　　５１　　本文作成部
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　　　６０　　画像読取送信装置
　　　６１　　抽出部
　　　６２　　本文作成部
　　　７０　　画像読取送信装置
　　　７１　　抽出部
　　　７２　　本文作成部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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