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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を入力する入力手段と、
　使用者を認証する認証手段と、
　前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を取得する取得手段と、
　前記入力手段により入力される画像の送信宛先を設定する設定手段と、
　前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を前記送信宛先として設定するこ
とを指示するための操作キーと、を備え、
　前記設定手段は、前記操作キーが操作されたことに応じて、前記取得手段により取得さ
れた宛先情報を前記送信宛先として設定することを特徴とする画像送信装置。
【請求項２】
　前記送信宛先を設定するための操作画面を表示する表示手段を更に備え、
　前記設定手段は、前記操作画面を介して入力されるユーザからの指示に従って前記送信
宛先を設定し、
　前記操作キーは、前記操作画面上に表示されることを特徴とする請求項１に記載の画像
送信装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記認証手段による使用者の認証を行う場合は前記操作キーを表示し
、前記認証手段による使用者の認証を行わない場合は前記操作キーを表示しないことを特
徴とする請求項２に記載の画像送信装置。
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【請求項４】
　前記認証手段によって認証される各使用者自身の宛先情報を記憶する記憶手段を更に備
え、
　前記取得手段は、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を前記記憶手段
から取得することを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の画像送信装置
。
【請求項５】
　前記設定手段は、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報と異なる宛先情
報を設定可能であることを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の画像送
信装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報に加え、当該使
用者自身の宛先情報と異なる宛先情報を設定可能であることを特徴とする請求項５に記載
の画像送信装置。
【請求項７】
　使用者を認証する認証手段と、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を
送信宛先として設定することを指示するための操作キーと、を備えた画像送信装置の制御
方法であって、
　入力手段が、画像を入力する入力工程と、
　取得手段が、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を取得する取得工程
と、
　設定手段が、前記入力工程で入力される画像の送信宛先を設定する設定工程と、を備え
、
　前記設定工程では、前記操作キーが操作されたことに応じて、前記取得工程で取得され
た宛先情報を前記送信宛先として設定することを特徴とする画像送信装置の制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の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、画像送信装置及び方法に関し、より詳しくは、特定の送信宛先を効率よく決
定できる画像送信装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の画像送信装置の中には、宛先を簡便に指定する手順としてワンタッチボタンなど
によりボタンに登録された宛先を指定したり、固定的に自動的に反映される宛先を設定す
るものがあった。
【０００３】
　このような装置のうちファクシミリ装置としては、例えば、特許文献１に記載されたも
のがある。これは、誤った宛先入力操作によって誤った通信が行われるのを有効に防止す
ることを目的としており、発呼する相手先を同一の方法または異なる方法で複数回入力す
る機能を有する。これは、入力された複数の相手先情報が相互に一致した時にのみ発呼動
作を行い、複数の相手先情報が一致していない時は、その旨を表示し、発呼動作を行わな
いようにしたものである。例えば、原稿に記載した電話番号を読み取る方法と各種操作キ
ーによって電話番号を入力する方法とを組み合わせることにより、２つの入力番号を照合
して間違いのない通信を行っている。また、操作キーのうちのテンキーにより入力する方
法とワンタッチまたは短縮ボタンにより入力する方法とを組み合わせる方法も行われてい
る。
【特許文献１】特開平７－１５４５６３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述のような従来技術では、認証により使用者を特定しても前記ワンタッチボ
タンの設定は変更されず、使用者は自分自身が使う複数のワンタッチボタンの中から選び
出さなければならなかった。
【０００５】
　また、固定的に自動的に反映される宛先を設定する従来技術では、やはり認証者によっ
て自動的に反映したい宛先が異なっていてもそれを実現することはできなかった。
【０００６】
　本発明は前述のような問題点を解決するためになされたものであり、例えば、操作者が
自分自身に送信する際に煩雑な操作を省くことができ使い勝手の向上に大きく寄与するこ
とができる画像送信装置及び方法を提供するものである。また、秘密裏に重要な画像情報
が送信されるようなセキュリティーホールを防ぐこともできる画像送信装置及び方法を提
供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明による画像送信装置は、画像を入力する入力手段と
、使用者を認証する認証手段と、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を
取得する取得手段と、前記入力手段により入力される画像の送信宛先を設定する設定手段
と、前記認証手段により認証された使用者自身の宛先情報を前記送信宛先として設定する
ことを指示するための操作キーと、を備え、前記設定手段は、前記操作キーが操作された
ことに応じて、前記取得手段により取得された宛先情報を前記送信宛先として設定するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　さらなる本発明の特徴は、以下本発明を実施するための最良の形態および添付図面によ
って明らかになるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザ認証を行うことにより認証者が欲する宛先
を反映し、認証に応じて設定された送信宛先を簡便に指定することができる。そのため、
煩雑な操作を省くことができ使い勝手の飛躍的向上に大きく寄与する。また、秘密裏に重
要な画像情報が送信されるようなセキュリティーホールを防ぐこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　＜第１の実施形態＞
　図面を参照して本発明に係る第１の実施形態について詳細に説明する。
【００１４】
　図１Ａは、第１の実施形態に係る画像読取送信装置１００の構成を示すブロック図であ
る。画像読取送信装置１００は、スキャナ、プリンタなどを搭載し、コピー機能、ＦＡＸ
送受信機能、コンピュータ上で作成されたデータを印刷するプリンタ機能などを備える。
この画像読取送信装置の主要部は、中央処理装置１０１、主記憶装置１０２、表示装置１
０３、入力装置１０４、外部記憶装置１０５、印刷装置１０６、画像読み取り装置１０７
、ネットワーク装置１０８で構成されている。画像読取送信装置１００は、ＩＥＥＥ１２
８４準拠のパラレルインタフェース、ＵＳＢなどのＰＣＩ／Ｆ回路を有するフォーマッタ
部を備えてもよい。フォーマッタ部は、ＰＣ Ｉ／Ｆ回路又はネットワークＩ／Ｆ回路で
受信したパソコンからのＰＤＬデータより画像データを作成し中央処理装置１０１で画像
処理を行い、印刷装置１０６で印刷するレンダリング回路である。また、画像読取送信装
置１００は、電話回線と接続しＮＣＵ（Network Control Unit）、ＭＯＤＥＭ（MOdulato
r／DEModulator）などの回路で構成されるファクスＩ／Ｆ回路を備えてもよい。画像読み
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取り装置１０７で読み取られた画像データは、中央処理装置１０１で画像処理され、電話
回線を経由して他のＦＡＸに送信される。或いは、他のＦＡＸから送信されたデータを受
信して、中央処理装置１０１で画像処理を行って印刷装置１０６で印刷するように動作す
る。印刷装置１０６、画像読み取り装置１０７、中央処理装置１０１は、中央処理装置１
０１からのＣＰＵバスとは別の高速ビデオバスで接続され、画像データを高速に転送でき
るように構成される。画像読み取り装置１０７で読み取られた画像データは、中央処理装
置１０１で画像処理され、印刷装置１０６で読み取った画像を印刷することによりコピー
機能が実現されている。画像読取送信装置１００には、印刷装置１０６で読み取った画像
データを中央処理装置１０１で画像処理して、ネットワーク装置１０８からネットワーク
２００上に送信するＳｅｎｄ機能がある。画像読取送信装置１００には、また、中央処理
装置１０１でＲＦＣ２３０１に従った画像を作成し、電子メールプロトコルでデータを送
受信するＩＦＡＸ機能がある。
【００１５】
　中央処理装置１０１は、主記憶装置１０２、表示装置１０３、入力装置１０４、外部記
憶装置１０５、印刷装置１０６、画像読み取り装置１０７、ネットワーク装置１０８を制
御し、また四則演算、論理演算を受け持っている。中央処理装置１０１はまた、大容量の
画像メモリ、画像回転回路、解像度変倍回路、ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ、ＪＢＩＧ、ＪＰＥＧ
などの符号／復号化回路を含む。中央処理装置１０１は、主記憶装置１０２に格納されて
いるプログラムを利用して、シェーディング、トリミング、マスキングなどの各種画像処
理も実行することができる。
【００１６】
　主記憶装置１０２は、ＳＣＳＩ、ＵＳＢなどのネットワークＩ／Ｆで接続される大容量
記録媒体であり、ハードディスクだけでなくMOなどの記録媒体であってもよい。また、主
記憶装置１０２は、画像読取送信装置１００が所定の情報処理を行う上で必要な情報を記
憶し、必要に応じて取り出すことができるようになっている。ネットワークＩ／Ｆとして
は、１０ＢＡＳＥ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－Ｔを代表とするイーサネット(登録商標)あるい
はトークンリングなどのネットワーク回線と接続するためのネットワークデータリンクを
実行する回路を用いることができる。
【００１７】
　表示部としての表示装置１０３は、図形や文字等の処理した結果を表示するものでタッ
チパネルディスプレイが設置されている。
【００１８】
　入力装置１０４は、中央処理装置１０１への種々の入力（例えば、所定の動作を行うよ
うに指示を与える）を行うものであり、キーボード、タッチパネルが設置されている。入
力装置１０４は、ＬＣＤ上にソフトウェアを利用してボタンを表示し、ユーザが指などで
ボタンをタッチすることを検出してユーザオペレーションを円滑に実行することができる
。
【００１９】
　外部記憶装置１０５は各種情報を記憶するメモリで、例えば磁気記憶装置や光磁気記憶
装置等がある。この外部記憶装置１０５は、スキャンした画像、受信した画像などの画像
データを保存することができる。そして、外部記憶装置１０５に保存された画像データは
印刷装置１０６によって印刷させたり、または手動送信手順によって送信指示することに
より送信させることができる。
【００２０】
　印刷装置１０６は、電気的画像データを記録紙に印刷する回路である。電気的画像デー
タに応じたレーザ光をレーザ発光部から発光させ、このレーザ光が感光ドラム照射され、
感光ドラム上にレーザ光に応じた潜像が形成される。感光ドラムの潜像の部分には、現像
器によって現像剤が付着され、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、給紙カセッ
トから記録紙を給紙して転写部搬送し、感光ドラムに付着された現像剤を記録紙に転写す
る。現像剤の乗った記録紙は定着部に搬送され、定着部の熱と圧力により現像剤は記録紙
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に定着される。定着部を通過した記録紙は排出ローラによって排出され、ソータは排出さ
れた記録紙をそれぞれのビンに収納して記録紙の仕分けを行う。
【００２１】
　画像読み取り装置１０７は、原稿の画像データを光電変換により電気データに変換する
回路である。原稿給送装置から原稿をプラテンガラス上へ搬送し、原稿がプラテンガラス
上に搬送されると、ランプを点灯する。そして、スキャナユニットの移動を開始し、原稿
を露光走査する。原稿からの反射光は、ミラー及びレンズによってＣＣＤイメージセンサ
へ導かれ、電気信号に変換され、Ａ／Ｄ変換回路によってデジタルデータに変換される。
原稿の読み取り動作終了後、プラテンガラス上の原稿は排紙される。
【００２２】
　また、外部記憶装置１０５には、認証データとしてユーザ名とパスワードとユーザのメ
ールアドレスが保存されている。そして、この認証データに基づいて認証する図２の認証
サーバ１０９に通信可能に接続される。認証サーバ１０９への認証は、例えばＲＦＣ１５
１０として標準化された、ネットワークアプリケーション階層プログラムのKerberosを用
いた認証方法を用いることができる。この認証方法では、まず、クライアントである画像
読取送信装置１００からKEB_AS_REQ（Kerberos認証サービスリクエスト）が認証サーバ１
０９へ送られ、正当なユーザであるか問い合わせが実行される。そして、KEB_AS_REP（Ke
rberos認証サービス返信）として暗号化されたログオンセッションキー、クライアント認
証データが画像読取送信装置１００に返される。このデータよりKEB_TRG_REQ（Kerberos
チケット認可サービスリクエスト）が作られ、認証サーバ１０９に資格情報のリクエスト
が実行される。認証サーバ１０９からKEB_TRG_REP（Kerberosチケット認可サービス返信
）として、暗号化されたクライアント認証データが返される。このデータより KEB_AP_RE
Q（Kerberosアプリケーションリクエスト）が作成され、認証サーバ１０９にサービス利
用許可を求める。認証サーバ１０９からKEB_AP_REP（Kerberosアプリケーション返信）と
してデータが返され、返されたデータが正常でかつ返信データ内の時刻データが同一であ
る場合は、認証ＯＫと判断される。
【００２３】
　なお、３つのリクエストを同一の認証サーバで行った例を用いて説明したが、ネットワ
ークの構成などにより複数のサーバを使ってもよく、認証方式もＤＨ認証など他の認証方
式でも可能である。
【００２４】
　図１Ｂは、第１の実施形態に係る画像読取送信装置のネットワーク接続構成を示すブロ
ック図である。画像読取送信装置１００ａ、１００ｂは、ドメイン名xyz.co.jpのネット
ワークに接続され、認証サーバ１０９、ＭａｉｌサーバやＰＯＰサーバ１１０、クライア
ントＰＣ１１１などの複数のコンピュータやネットワーク機器と接続されている。このネ
ットワークは、さらには全世界に広がるインターネット網１１２と接続され、Ｍａｉｌサ
ーバやＰＯＰサーバ１１３、クライアントＰＣ１１４、インターネットＦＡＸ１１５など
が接続されたabc.co.jpというネットワークにも接続されている。
【００２５】
　画像読取送信装置１００ａはcopy１.xyz.co.jpというＨＯＳＴ名とifax@copy１.xyz.co
.jpという機器固有の電子メールメールアドレスが付与される。画像読取送信装置１００
ｂはcopy２.xyz.co.jpというＨＯＳＴ名とifax@copy２.xyz.co.jpという機器固有の電子
メールアドレスが付与されている。
【００２６】
　認証サーバ１０９は、このドメイン内のユーザ認証を行うための認証サーバであり、こ
のドメイン内で有効なユーザ名、パスワードが登録されている。クライアントＰＣ１１１
の電源を立ち上げると、ユーザ名、パスワード入力が求められる。ユーザ名、パスワード
が入力されると、認証サーバ１０９に対してユーザ名、パスワードが一致しているかどう
か問い合わせ、ユーザとして登録されている場合には、認証したユーザ名でクライアント
ＰＣ１１１が使用できる状態となる。ＰＣ１１１には、汎用電子メールソフトがインスト
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ールされており、syain１@xyz.co.jpというメールアドレスが付与されている。Ｍａｉｌ
サーバ、ＰＯＰサーバ１１０は、ＭａｉｌサーバとＰＯＰサーバの双方の機能を備えたサ
ーバであり、Ｍａｉｌサーバ、ＰＯＰサーバ１１３も同様の機能を有する。
【００２７】
　クライアントＰＣ１１１から電子メールをpcmail@abc.co.jp宛に送信する場合には、電
子メールデータは、Ｍａｉｌサーバ１１０にＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol
）プロトコルで配送される。そして、電子メールデータは、Ｍａｉｌサーバ１１０からＭ
ａｉｌサーバ１１３へＳＭＴＰプロトコルでインターネット網１１２を経由して配送され
、pcmail@abc.co.jpのメールＢＯＸに格納される。
【００２８】
　クライアントＰＣ１１４にも汎用電子メールソフトがインストールされる。クライアン
トＰＣ１１４は、ＰＯＰ３（Post Office Protocol-Version ３）プロトコルを用いてＰ
ＯＰサーバ１１３に存在するpcmail@abc.co.jpのメールＢＯＸに電子メールが届いている
か一定間隔で監視する。クライアントＰＣ１１４は、ＰＯＰサーバ１１３にメールが届い
ている場合はメールデータを受信する。
【００２９】
　クライアントＰＣ１１４のpcmail@abc.co.jpからクライアントＰＣ１１１のsyain１@xy
z.co.jpにメールを送る場合は、逆のルートをたどる。ＰＣ１１４の汎用電子メールソフ
トで作成されたメールデータは、Ｍａｉｌサーバ１１３により中継され、Ｍａｉｌサーバ
１１０に送られ、ＰＯＰサーバ１１０のsyain１@xyz.co.jpのメールＢＯＸにデータが格
納される。
【００３０】
　クライアントＰＣ１１１は、syain１@xyz.co.jpのメールＢＯＸからＰＯＰ３プロトコ
ルで届けられたメールデータを取得するように動作する。
【００３１】
　画像読取送信装置１００ａ、１００ｂには、Ｅｍａｉｌ送信モードとＩＦＡＸ送信モー
ドが存在する。Ｅｍａｉｌ送信モードは、ＦＡＸ、ＩＦＡＸ受信機能で受信した画像及び
スキャナで読み取った白黒／カラー画像を一般の電子メール宛先に送ることを前提として
送信するモードである。ＩＦＡＸ送信モードは、ＩＦＡＸ規格に従った装置に送信するこ
とを前提としたモードである。送信／受信にはＳＭＴＰ、ＰＯＰ３が使われ、上記説明し
たクライアントＰＣ１１１、クライアントＰＣ１１４の送信／受信と同様の動作を行う。
【００３２】
　Ｅｍａｉｌ送信モードでは、スキャナでカラー画像が読み取られた場合には、ＪＰＥＧ
フォーマット又はＰＤＦ（Portable Document Format）ファイルの画像を送信する。また
、白黒画像が読み込まれた場合は、ＴＩＦＦ、ＰＤＦの画像を送信することができる。sy
ain１@xyz.co.jpのメールアドレスに送信した場合には、クライアントＰＣ１１１がＰＯ
Ｐ３プロトコルでメールを受信し、汎用画像ビューアで画像を表示することができる。
【００３３】
　ＩＦＡＸ送信モードでは、スキャナで読み取られた画像はＲＦＣ２３０１に従ったＴＩ
ＦＦ形式の画像としてＩＦＡＸ規格に従った画像読取送信装置１００ａ、１００ｂやイン
ターネットＦＡＸ１１５に対しＳＭＴＰ、ＰＯＰ３プロトコルで送信される。送信機のス
キャナあるいはＦＡＸ、ＩＦＡＸ受信機能で受信された画像データは、遠隔地の受信機で
受信され、受信した画像はプリンタで印刷される。
【００３４】
　画像読取送信装置のネットワークプログラムは、ＩＰ、ＴＣＰ／ＵＤＰ、アプリケーシ
ョン階層のプログラムの３階層に大別される。
【００３５】
　ＩＰは、発信ホストから宛先ホストヘルータなどの中継ノードと連携しながらメッセー
ジを送り届けるサービスを提供するインターネットのプロトコル階層である。ＩＰではデ
ータを送信する発信先のアドレス、データを受信する宛先のアドレスを管理し、データを
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アドレス情報に従ってネットワーク内をどのような経路で宛先ホストまで届けるかを管理
するルーティング機能を実行している。
【００３６】
　ＴＣＰ／ＵＤＰは、発信アプリケーションプロセスから受信アプリケーションプロセス
にメッセージを送り届けるサービスを提供するトランスポート階層である。ＴＣＰはコネ
クション型サービスであって、通信の高度な信頼性を保証するが、ＵＤＰはコネクション
レス型のサービスであり信頼性の保証を行わない。
【００３７】
　アプリケーション階層のプロトコルは、複数のプロトコルを規定する。このプロトコル
には、ＦＴＰ、ＳＮＭＰ、ＬＰＤ、ＨＴＴＰｄ、ＳＭＴＰ、ＰＯＰ３、ＬＤＡＰなどが存
在する。また、ＲＦＣ１５１０で規定されているKerberos認証プログラムも搭載されてい
る。
【００３８】
　図２のフローチャートを用いて第１の実施形態の画像読取送信装置の動作を説明する。
なお、以下の動作の制御を実行するのは中央処理装置１０１である。
【００３９】
　画像読取送信装置１００、１００ｂは、主電源が投入されると、メモリ、Ｉ／Ｏポート
の初期化などのイニシャライズ動作を実行し、システムユーザ設定で「ユーザ認証」が「
する」に設定されているとログイン処理が実行される。この状態では、コピーなどユーザ
のオペレーションが介在する処理は実行することができず、入力装置１０４ではユーザ名
を入力する画面になっている。ログイン処理が実行されると、本実施形態の画像読取送信
装置の動作が開始される。
【００４０】
　まず、ステップＳ２０１では、図１Ａの画像読取送信装置１００を使用するための使用
権を認証するユーザ名とパスワードが入力装置１０４より入力され、ステップＳ２０２に
おいて認証サーバ１０９により認証動作が実行される。認証サーバ１０９は、ユーザ名、
パスワード及び電子メールアドレスを含むユーザ情報とその内容を参照・編集するプログ
ラムに従って認証動作を実行する。ここで、ユーザ名は、認証サーバ１０９が受け持つxy
z.co.jpというドメイン、プリンシパル内のコンピュータが使えるユーザ名を示す。また
、パスワードは、各ユーザ名に対応させて登録されているが、容易に見えないように＊＊
＊＊＊などで表示がされている。電子メールアドレスは、登録されたユーザが使用できる
電子メールアドレスが登録されている。
【００４１】
　ステップＳ２０３において、ステップＳ２０２で実行された認証が成功したかどうか、
すなわち、入力したユーザ名、パスワードが認証サーバ１０９に登録されているユーザ名
、パスワードと一致するか否かを判断する。認証が成功すればステップＳ２０４に処理は
移行し、認証が失敗すれば処理はステップＳ２０１に戻る。このようにすることにより、
ユーザ名とパスワードの入力待ちになり、次の操作を行えないようになっている。
【００４２】
　ステップＳ２０４では、画像送信装置の使用権を与えるべく操作画面が開放される。ス
テップＳ２０４では、認証の結果特定した使用者のメールアドレスが認証サーバ１０９か
らＬＤＡＰ通信プロトコルを用いて取得される。
【００４３】
　ステップＳ２０５では、スキャナの読み込み解像度の指定や電子メール送信時の宛先指
定などがユーザによって指示される。画像を読み取り送信するための宛先は入力装置１０
４によって入力される（宛先入力処理）。ここでは、ユーザによる操作によって数字ボタ
ンやアルファベットボタンを用いて１文字ずつ、あるいは予め“.co.jp”や“.com”など
のように使用頻度の高い数文字分を一度に入力するボタンによって入力する。または、外
部記憶装置１０５に複数のアドレスを登録したアドレス帳から所望のアドレスを選択する
ことによって入力を行う。なお、ステップＳ２０５では宛先を１件も入力せず処理を終え
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ることも許可されている。
【００４４】
　ステップＳ２０６では、ステップＳ２０５で宛先が１件も指定されなかったかどうかが
判断される。１件も指定されていなければ処理はステップＳ２０７に移行し、１件以上指
定されていれば処理はステップＳ２０９に移行する。
【００４５】
　ステップＳ２０７では画像読取装置１０７により画像が読み取られ、ステップＳ２０８
ではステップＳ２０４で取得した使用者のメールアドレスに対して読み取った画像を送信
する。この処理は、図８を用いて後述する。ステップＳ２０６、Ｓ２０７及びＳ２０８に
より１件も宛先を指定されないまま送信を行った場合には、認証した情報に基づいて自動
的に認証された使用者のメールアドレスに画像が送信されるように制御される。
【００４６】
　一方、ステップＳ２０９では、画像読取装置１０７により画像が読み取られ、ステップ
Ｓ２１０でステップＳ２０５で指定された宛先に対して読み取った画像が送信されるよう
に制御される。送信終了後、ログイン時に指定したユーザ名、送信宛先情報、送信日付、
送信時間、送信枚数、送信結果などがログに書き込まれる。ログが書き込まれると、送信
結果を知らせる送信結果レポートが作成されるか、或いは、件数が一定以上溜まると作成
される通信管理レポートが作成される。このレポートにはユーザ名が記入されているため
、送信したＪＯＢの送信者を特定することができる。ログに書き込まれたデータは、入力
装置１０４にリスト表示することもできる。また、登録データよりＨＴＭＬファイルを作
成し、ＨＴＴＰサーバ機能を動作させることにより、ネットワーク上のクライアントＰＣ
のＷＷＷブラウザでユーザ名が記入された通信ログを表示することもできる。また、認証
サーバ１０９がネットワーク上に接続された例を説明したが、ＭＦＰ内部に認証サーバ機
能を取り込んでもよい。また、ＭＦＰ１台だけの場合はもちろん、複数のＭＦＰを設置す
る場合でも１台のＭＦＰで認証サーバ機能を動作させることで同様の効果が得られる。
【００４７】
　画像が送信された後は、図８のログアウトキー８０９を押すことによりログアウト処理
が実行されて処理は終了し、入力装置１０４ではユーザ名を入力する画面に戻る。
【００４８】
　図８は、ステップＳ２０８又はステップＳ２０９において画像読取装置１０７で読み取
った画像データを電子メールで送信する際に表示される入力装置１０４の送信設定画面で
ある。読み取りサイズ８００は、画像読取装置１０７が読み込む原稿サイズを指定するこ
とができ、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｂ５、１１＊１７、ＬＴＲ、ＳＴＭＴなどの用紙サ
イズとその向きを指定することができる。図７では「自動」が設定され、画像読取装置１
０７に存在する原稿検知センサーが検知した値で読み込まれる。解像度８０１は画像読取
装置１０７が画像を読み込む際の解像度を指定することができ、２００＊１００、２００
＊２００、２００＊４００、３００＊３００、４００＊４００、６００＊６００ｄｐｉか
ら指定することができる。
【００４９】
　図８ではデフォルト値の「２００＊２００」ｄｐｉが設定されている。詳細設定８０２
では、スキャン時の濃度設定、原稿タイプ指定、両面読み込み、ページ連写指定、画質調
整などのスキャン時の詳細動作を指定することができる。電子メールの送信宛先を指定す
る方法としては、２つの方法が存在する。宛先８０３よりユーザが過去に指定した宛先の
履歴を有するアドレス帳に登録されている宛先から選択する方法と、ログインしたユーザ
の電子メールアドレスを送信宛先とする「自分自身に送信」ボタン８０６を選択する方法
である。「自分自身に送信」ボタンは、画像読取装置１０７がユーザ認証を実行するモー
ド（以下「ユーザ認証モード」という。）に設定されている場合にのみ表示されるか或い
はアクティブにされる。
【００５０】
　「アドレス帳」は、機器の各種設定情報を登録管理するユーザモード（図示せず）で送
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信宛先を管理するデータベースである。送信宛先の登録、変更、削除などはユーザモード
で実行することができ、システム管理者権限がないユーザでも登録、変更、削除などの作
業は実行することができる。送信宛先の電子メールアドレスはアドレス部分に表示され、
選択にマークが付けられて宛先に電子メールが送信され、選択されたアドレスが宛先に表
示され、電子メールのTo：フィールド記載される。モードは、送信宛先が一般の電子メー
ル宛先に送ることを前提として送信するＥｍａｉｌ送信モードと、機器同士の送受信機能
が存在するＩＦＡＸ装置に送信することを前提としたＩＦＡＸ送信モードとを指定するこ
とができる。Ｅｍａｉｌ送信宛先には、ＴＩＦＦ、ＪＰＥＧ、ＰＤＦの画像フォーマット
で送信することが可能となるが、ＩＦＡＸ送信宛先にはＲＦＣ２３０１で規定されている
ＴＩＦＦファイルに限定される。送信画像もＥｍａｉｌ送信モードはスキャナで読み取っ
た画像となるが、ＩＦＡＸ送信モードでは主走査の画素数が決められている。そのため、
所定の画像変換と、送信した画像がどこからどこへ送信されたのかとが分かるように、送
信宛先と送信元の電子メールアドレスと送信開始時間、ページ番号が記述された画像の付
与が実施される。アドレス帳はユーザ認証を行わなくても全てのユーザが共用できるもの
と、各ユーザ毎のアドレス帳とを設けるようにしてもよい。共用できるアドレス帳は、当
該装置をユーザ認証せずに用いる場合、そしてユーザ認証して用いる場合であっても全て
のユーザが利用可能とする。また各ユーザ毎のアドレス帳は、ユーザ認証を行った場合に
、当該ユーザ用のものを使用できるようにする。
【００５１】
　「自分自身に送信」ボタン８０６を選択する場合には、ログインしたユーザの電子メー
ルアドレスをサーバより取得し、取得した電子メールアドレスを電子メールのToフィール
ドに設定する。送信宛先はログインしたユーザ名であるため、ログインしたユーザが異な
れば送信宛先も変化することになる。このボタンが選択されると、ボタンはグレー表示に
なり、ボタンを押す毎に選択／非選択が切り替わる。Subject８０４、本文８０５は送信
する電子メールに付ける件名とメール本文であり、各設定欄を選択するとソフトキーボー
ドが表示され、文字列を入力することができる。スタートキー８０７は入力装置１０４の
横に設置されているハードキーであり、このキーを押すことにより画像読取装置１０７を
駆動することができる。スタートキー８０７の中央には青と赤のＬＥＤ８０８が実装され
、送信宛先が１つも指定されていない場合、赤色のＬＥＤが点灯しスタートキー８０７を
押しても画像読取装置１０７が駆動することはできない状態であることをユーザに知らせ
る。送信宛先を１つでも指定すると青のＬＥＤが点灯しスキャナを駆動することができる
状態になったことをユーザに知らせる。従って、宛先８０３に送信宛先が指定されていな
い場合、「自分自身に送信」ボタン８０６が選択されると、スタートキー８０７の青色Ｌ
ＥＤが点灯しスキャンが可能となる。しかしながら、「自分自身に送信」ボタン８０６が
非選択状態になると、スタートキー８０７の赤色のＬＥＤが点灯してスタートキー８０７
を押しても画像読取装置１０７を駆動することはできない。ログアウト８０９を押すと入
力装置１０４はユーザログイン画面になりログインしたユーザの操作は終了する。
【００５２】
　以上のように、第１の実施形態によれば、認証処理を行うことによりセキュリティーが
担保できる。また、所望の宛先に読み取った画像を送信できるとともに、たとえ宛先を指
定しなくても自分自身には読み取った画像を送信することができるので、ユーザは煩雑な
操作を省くことができ、非常に使い勝手の良い画像読取送信装置を実現することができる
。
【００５３】
　＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態に係る画像読取送信装置１００の構成は第１の実施形態に係るそれと同
様であるので説明は省略する。
【００５４】
　ここでは、図３を用いて第２の実施形態に係る画像読取送信装置の動作について詳細に
説明する。
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【００５５】
　ステップＳ３０１においては、画像読取送信装置１００を使用するための使用権を認証
するユーザ名とパスワードが入力装置１０４より入力される。ステップＳ３０２では、認
証サーバ１０９による認証処理が実行される。
【００５６】
　ステップＳ３０３では、ステップＳ３０２における認証が成功したかどうかが判断され
、成功すれば処理はステップＳ３０４に移行して画像読取送信装置１００の使用権を与え
るべく操作画面を開放する。認証に失敗したと判断されれば、処理はステップＳ３０１に
戻り、再度ユーザ名とパスワードの入力待ちになることにより次の操作を行えないように
する。
【００５７】
　そしてステップＳ３０４では、認証の結果特定した使用者のメールアドレスを前記認証
サーバ１０９から取得する。ステップＳ３０５において、送信宛先が入力装置１０４若し
くは表示装置１０３のタッチパネルより入力される。ステップＳ３０５では「自分自身へ
送信」ボタンが表示装置１０３に表示されており、「自分自身へ送信」ボタンを押下する
ことにより宛先文字列を入力することなく素早く自分自身の宛先を指示することができる
。
【００５８】
　ステップＳ３０６では、「自分自身へ送信」ボタンが押下されたかどうか判断され、押
下されたと判断された場合、処理はステップＳ３０７に移行し、ステップＳ３０４で取得
した、認証された使用者の宛先が送信宛先リストに追加される。
【００５９】
　ステップＳ３０６で押下されなかったと判断された場合、処理はステップＳ３０８に移
行し、そこで入力された文字列が送信宛先として送信宛先リストに追加される。
【００６０】
　ステップＳ３０７、Ｓ３０８の処理を実行後、ステップＳ３０９で宛先指定処理が終了
したかどうかが判断され、終了していなければ次の宛先を入力するためステップＳ３０５
に処理が戻り、終了していればステップＳ３１０に処理が移行する。
【００６１】
　ステップＳ３１０で画像読取装置１０７により画像が読み取られ、ステップＳ３１１で
ステップＳ３０５、Ｓ３０６、Ｓ３０７及びＳ３０８で指定された送信宛先リストに対し
て読み取った画像が送信される。
【００６２】
　以上のように、第２の実施形態によれば、認証処理を行うことによりセキュリティーが
担保できる。また、ボタンの押下操作１つで自分自身を画像の送信先に指定することがで
きるので、ユーザは煩雑な操作を省くことができ、非常に使い勝手の良い画像読取送信装
置を実現することができる。
【００６３】
　＜第３の実施形態＞
　第３の実施形態に係る画像読取送信装置１００の構成は第１の実施形態に係るそれと同
様であるので説明は省略する。
【００６４】
　ここでは、図４及び図５を用いて第３の実施形態に係る画像読取送信装置の動作につい
て詳細に説明する。
【００６５】
　図４は、画像読取送信装置１００を認証により使用者を特定して使用する場合の、使用
者毎の固定設定を画像読み取り送信装置１００に保存するためのフローチャートである。
【００６６】
　図４において、ステップＳ４０１では画像読取送信装置１００を使用するための使用権
を認証するユーザ名とパスワードが入力装置１０４により入力される。ステップＳ４０２
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では、認証サーバ１０９による認証動作が実行される。
【００６７】
　ステップＳ４０３において、認証が成功したかどうかが判断され、成功すれば処理はス
テップＳ４０４に移行し、画像読取送信装置１００の使用権を与えるべく操作画面が開放
される。認証に失敗すれば、処理はステップＳ４０１に戻り、再度ユーザ名とパスワード
の入力待ちになることにより次の操作を行えないようになされる。
【００６８】
　ステップＳ４０４では、画像読取送信装置１００の外部記憶装置１０５に使用者毎に保
存される使用者毎の固定設定が入力される。この使用者毎の固定設定では「自分自身の宛
先をＣＣ宛先に自動入力」するかしないを設定することができる。
【００６９】
　ステップＳ４０５において、ステップＳ４０４で入力した使用者毎の固定設定が「自分
自身の宛先をＣＣ宛先に自動入力する」設定であるかどうかが判断される。固定設定がそ
の「自動入力」設定に該当すれば、処理はステップＳ４０６に移行し、外部記憶装置１０
５に認証された使用者の固定設定として「自分自身の宛先をＣＣに自動入力する」設定が
保存される。固定設定がその「自動設定」に該当しないのであれば、処理はステップＳ４
０７に移行し、外部記憶装置１０５に認証された使用者の固定設定として「自分自身の宛
先をＣＣに自動入力しない」設定を保存し、図４の動作が終了する。なお、宛先はＣＣ（
同報送信宛先）に設定しても良いし、ＢＣＣ（匿名同報送信宛先）に設定しても良い。
【００７０】
　図５は第３の実施形態の主動作を説明するためのフローチャートである。
【００７１】
　ステップＳ５０１において、画像読取送信装置１００を使用するための使用権を認証す
るユーザ名とパスワードが入力装置１０４より入力される。そして、ステップＳ５０２で
認証サーバ１０９による認証動作が実行される。
【００７２】
　ステップＳ５０３では、認証が成功したかどうかが判断される。認証が成功すれば処理
はステップＳ５０４に移行し、画像読取送信装置１００の使用権を与えるべく操作画面が
開放される。認証に失敗すれば、処理はステップＳ５０１に戻り再度ユーザ名とパスワー
ドの入力待ちになることにより次の操作を行えないようになされる。
【００７３】
　ステップＳ５０４では、認証の結果特定した使用者のメールアドレスが認証サーバ１０
９から取得される。そして、ステップＳ５０５では、送信宛先が入力装置１０４若しくは
表示装置１０３のタッチパネルより入力される。
【００７４】
　そして、ステップＳ５０６では、入力された文字列が送信宛先として送信宛先リストに
追加される。
【００７５】
　また、ステップＳ５０７においては、宛先指定処理が終了したかどうかが判断され、終
了していなければ次の宛先を入力するため処理がステップＳ５０５に戻る。宛先指定処理
が終了していれば、処理はステップＳ５０８に移行する。ステップＳ５０８では、図４の
フローチャートで保存した使用者毎の固定設定が参照される。そして、固定設定が「自分
自身の宛先をＣＣ宛先に自動入力」となっている場合、処理はステップＳ５０９に移行し
、送信宛先リストにステップＳ５０４で取得した使用者のメールアドレスが追加される。
固定設定が「自分自身の宛先をＣＣ宛先に自動入力」となっていない場合には、ステップ
Ｓ５０９の処理はスキップされる。
【００７６】
　さらに、ステップＳ５１０で画像読取装置１０７により画像が読み取られ、最後にステ
ップＳ５１１でステップＳ５０５、Ｓ５０６、Ｓ５０７、Ｓ５０８及びＳ５０９で指定さ
れた送信宛先リストに対して読み取った画像が送信され、図５の動作が終了する。
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【００７７】
　以上のように、第３の実施形態によれば、認証処理を行うことによりセキュリティーが
担保できる。また、固定設定の指定操作１つで自分自身を画像の送信先（ＣＣ）に指定す
ることができるので、ユーザは煩雑な操作を省くことができ、非常に使い勝手の良い画像
読取送信装置を実現することができる。
【００７８】
　＜第４の実施形態＞
　第４の実施形態に係る画像読取送信装置１００の構成は第１の実施形態に係るそれと同
様である。しかしながら、第１乃至第３の実施形態と異なり、外部記憶装置１０５には認
証データとしてユーザ名とパスワードとユーザのグループ情報とグループリーダのメール
アドレスが保存されている。その結果、認証データに基づいて認証する認証サービスが機
器内で稼動している。
【００７９】
　以下、図６及び図７を用いて第４の実施形態に係る画像読取送信装置の動作について詳
細に説明する。
【００８０】
　図６は、画像読取送信装置１００を認証により使用者を特定して使用する場合の、機器
の固定設定を前記画像読み取り送信装置に保存するためのフローチャートである。
【００８１】
　図６の動作により機器を使用する場合は使用者が誰であれ必ず機器の固定設定が適用さ
れる。ここが、第３の実施形態とは異なるものである。この固定設定は使用者が使用者の
権限では変更のできないものであり、管理者が管理者権限で認証した場合にのみ設定可能
なものである。
【００８２】
　図６において、ステップＳ６０１では、画像読取送信装置１００の機器の固定設定を変
更するための管理者権限を認証する管理者ユーザ名と管理者パスワードが入力装置１０４
により入力される。ステップＳ６０２では、管理者ユーザ名とパスワードを用いて認証サ
ービスに対する認証動作が実行される。
【００８３】
　ステップＳ６０３では、認証が成功したかどうかが判断され、成功すれば処理はステッ
プＳ６０４に移行し、画像読取送信装置１００の管理者使用権を与えるべく操作画面が開
放される。認証に失敗すれば、処理はステップＳ６０１に戻り、再度管理者ユーザ名と管
理者パスワードの入力待ちになることにより次の操作を行えないようになされる。
【００８４】
　そして、ステップＳ６０４では、画像読取送信装置１００の外部記憶装置１０５に機器
毎に保存される機器毎の固定設定が入力される。機器毎の固定設定は「グループリーダの
宛先をＣＣ宛先に自動入力」するかしないかの設定に関連するものである。
【００８５】
　ステップＳ６０５では、ステップＳ６０４で入力された機器毎の固定設定が「グループ
リーダの宛先をＣＣ宛先に自動入力する」設定であるかどうかが判断される。その固定設
定が「自動入力」であれば、ステップＳ６０６において外部記憶装置１０５に機器の固定
設定として「グループリーダの宛先をＣＣに自動入力する」設定が保存される。その固定
設定が「自動入力」が設定されていなければ、ステップＳ４０７で外部記憶装置１０５に
機器の固定設定として「グループリーダの宛先をＣＣに自動入力しない」設定が保存され
、図６の動作が終了する。なお、宛先はＣＣ（同報送信宛先）に設定しても良いし、ＢＣ
Ｃ（匿名同報送信宛先）に設定しても良い。
【００８６】
　図７は、第４の実施形態の主動作を説明するためのフローチャートである。
【００８７】
　ステップＳ７０１では、画像読取送信装置１００を使用するための使用権を認証するユ
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ーザ名とパスワードが入力装置１０４より入力される。ステップＳ７０２では、ユーザ名
とパスワードを用いて認証サービスに対する認証動作が実行される。
【００８８】
　ステップＳ７０３では、認証が成功したかどうかが判断される。認証が成功すれば処理
はステップＳ７０４に移行し、画像読取送信装置１００の使用権を与えるべく操作画面が
開放される。認証に失敗すれば、処理はステップＳ７０１に戻り、再度ユーザ名とパスワ
ードの入力待ちになることにより次の操作を行えないようになされる。
【００８９】
　ステップＳ７０４では、認証の結果特定した使用者のグループリーダのメールアドレス
が認証サービスから取得される。ステップＳ７０５では、送信宛先が入力装置１０４か表
示装置１０３のタッチパネルより入力される。
【００９０】
　ステップＳ７０６では入力された文字列が送信宛先として送信宛先リストに追加される
。ステップＳ７０７では、宛先指定処理が終了したかどうかが判断される。宛先指定処理
が終了していなければ次の宛先を入力するため処理はステップＳ７０５に戻る。宛先指定
処理が終了していれば、処理はステップＳ７０８に移行する。
【００９１】
　ステップＳ７０８では、図６のフローチャートで保存した機器の固定設定が参照される
。固定設定が「グループリーダの宛先をＣＣ宛先に自動入力」となっている場合には、処
理はステップＳ７０９に移行し、送信宛先リストにステップＳ７０４で取得された使用者
のグループリーダのメールアドレスが追加される。固定設定が「グループリーダの宛先を
ＣＣ宛先に自動入力となっていない場合には、ステップＳ７０９の処理はスキップされる
。
【００９２】
　そして、ステップＳ７１０で画像読取装置１０７により画像が読み取られ、最後にステ
ップＳ７１１で、ステップＳ７０５、Ｓ７０６、Ｓ７０７、Ｓ７０８及びＳ７０９で指定
された送信宛先リストに対して読み取った画像が送信され、図７の動作が終了する。
【００９３】
　以上より、第４の実施形態によれば、管理者のみが変更することのできる機器の固定設
定に従って、画像読取送信時に自動的にかつ強制的にグループリーダが宛先に追加される
。その結果、画像読取送信でどのような内容の画像を送信したかがグループリーダに必ず
送信されることとなり、秘密裏に重要な画像情報が送信されるようなセキュリティーホー
ルを防ぐことができる。
【００９４】
　＜第５の実施形態＞
　第５の実施形態に係る画像読取送信装置１００の構成は第１の実施形態に係るそれと同
様であるので説明は省略する。
【００９５】
　ここでは、図９を用いて第５の実施形態に係る画像読取送信装置の動作について詳細に
説明する。
【００９６】
　ステップＳ９０１では、ユーザ認証を行う「ユーザ認証モード」に設定されているか否
かを判断する。「ユーザ認証モード」に設定されていれば（ステップＳ９０１で「ＹＥＳ
」）、ステップＳ９０２に進み、「ユーザ認証モード」に設定されていなければ（ステッ
プＳ９０１で「ＮＯ」）、ステップＳ９０６に進む。
【００９７】
　ステップＳ９０２では、画像読取送信装置１００を使用するための使用権を認証するユ
ーザ名とパスワードが入力装置１０４より入力される。
【００９８】
　ステップＳ９０３では、認証サーバ１０９により認証処理が実行される。
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【００９９】
　ステップＳ９０４では、ステップＳ９０３における認証が成功したかどうかが判断され
、認証に成功すれば（ステップＳ９０４で「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ９０５に移行
し、画像読取送信装置１００の使用権を与えるべく操作画面を開放する。認証に失敗した
と判断されれば（ステップＳ９０４で「ＮＯ」）、処理はステップＳ９０２に戻り、再度
ユーザ名とパスワードの入力待ちになることにより次の操作を行えないようにする。
【０１００】
　ステップＳ９０５では、認証の結果特定した使用者のメールアドレスを前記認証サービ
スから取得し、「自分自身へ送信」ボタンが表示装置１０３に表示される。「自分自身へ
送信」ボタンを押下することにより宛先文字列を入力することなく素早く自分自身の宛先
を指示することができる。
【０１０１】
　ステップＳ９０６では、入力装置１０４又は表示装置１０３のタッチパネルにより送信
宛先が入力されることにより宛先が指示されるか、又は、ステップＳ９０５の「自分自身
へ送信」ボタンを押下することにより宛先が指示される。
【０１０２】
　ステップＳ９０７では、「自分自身へ送信」ボタンが押下されたかどうか判断される。
押下されたと判断された場合には（ステップＳ９０７で「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ
９０８に移行し、ステップＳ９０５で取得した、認証された使用者の宛先が送信宛先リス
トに追加される。ステップＳ９０７で押下されなかったと判断された場合には（ステップ
Ｓ９０７で「ＮＯ」）、処理はステップＳ９０９に移行し、ステップＳ９０６で入力され
た文字列が送信宛先として送信宛先リストに追加される。
【０１０３】
　ステップＳ９０８、Ｓ９０９の処理を実行後、ステップＳ９１０で宛先指定処理が終了
したかどうかが判断され、終了していなければ次の宛先を指示するためステップＳ９０６
に処理が戻り、終了していればステップＳ９１１に処理が移行する。
【０１０４】
　ステップＳ９１１で画像読取装置１０７により画像が読み取られ、ステップＳ９１２で
ステップＳ９０６、Ｓ９０７、Ｓ９０８及びＳ９０９で指定された送信宛先リストに対し
て読み取った画像が送信される。
【０１０５】
　以上のように、第５の実施形態によれば、「ユーザ認証モード」に設定されているか否
かに応じて、「自分自身へ送信」ボタンの表示を切り替えることができ、動作モードに応
じた利便性の高い画像読取送信装置を実現することができる。
【０１０６】
　また、このように「ユーザ認証モード」に設定されていない場合、「自分自身へ送信」
ボタンを非表示とするのに代えて、当該ボタンの表示はするが、それを操作できない状態
とするようにしてもよい。この場合、操作できる状態の場合と表示形態を異ならせるよう
にするのが好ましい。
【０１０７】
　また、例え、ユーザ認証モードが設定されていても、認証ユーザに対応付けたアドレス
が登録されていなかった場合も「自分自身に送信」ボタンを非表示としたり、操作できな
い状態にするようにしてもよい。
【０１０８】
　また、以上の実施形態では、「自分自身に送信」ボタンを押下することにより、認証ユ
ーザに対応付けられているアドレスを自動的にセットするようにしたが、次のようにして
もよい。ユーザ認証を行った後、何ら宛先を指定する操作がなされずに送信指示（スター
トキーの押下）がなされた場合、認証ユーザに対応付けられているアドレスを自動的に設
定して送信を実行するようにしてもよい。
【０１０９】
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　また、ユーザ認証を行って実行した操作内容を、ユーザ毎に外部記憶装置１０５等に履
歴として記憶しておき、ユーザ認証を行った場合にこの記憶した情報を再利用できるよう
にしてもよい。即ち、ユーザ認証を行った場合、所定の操作により当該ユーザが過去に指
定した送信宛先（アドレス帳からの選択、あるいはソフトキーボードで入力した宛先）を
例えば５～１０個表示し、その中から送信宛先を指定可能としてもよい。
【０１１０】
　以上のような実施形態により、画像読取送信装置において画像を送信する際の操作性を
著しく向上させることが可能となる。
【０１１１】
　また、以上の実施形態では、スキャナによって原稿上の画像を読み取って得た画像デー
タを送信する場合を例に説明したが、スキャナからの画像データに代えて、外部記憶装置
１０５に保存されている画像データを指定し、送信するようにしてもよい。外部記憶装置
１０５に保存されるデータとしては、ネットワークを介して受信したＰＤＬデータ等の印
刷データ及びＩＦＡＸ機能によって電子メールプロトコルによって受信した電子メールデ
ータに含まれている添付画像ファイルデータを採用することができる。また、ファクシミ
リ機能によってＧ３等の手順によって受信した画像データ及びスキャナによって予め保存
しておいた画像データ等を採用することもできる。
【０１１２】
　また、外部記憶装置１０５は複数のメモリボックスによって区別されており、所望のメ
モリボックスを選択し、それに引き続き当該メモリボックス内の所望の画像データを指定
することが可能である。また、ユーザ認証により、当該ユーザのみが操作できるメモリボ
ックスを表示させ、その中から所望の画像データを選択するようにしてもよい。
【０１１３】
　＜その他の実施形態＞
　上記実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を
システム或は装置に提供してもよい。本発明は、そのシステム或は装置のコンピュータ（
又はＣＰＵやＭＰＵ）が、記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行するこ
とによっても達成されるからである。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコ
ード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶
した記憶媒体は本発明を構成することになる。このようなプログラムコードを供給するた
めの記憶媒体としては、以下のものが挙げられる。例えば、フロッピィ（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テ
ープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどである。
【０１１４】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施の形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部又は全
部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１１５】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれ
る。そして、そのプログラムコードの指示に基づいて、その機能拡張ボードや機能拡張ユ
ニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述し
た実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１１６】
　また、上記実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードがネットワー
クを介して配信されることにより、システム又は装置のハードディスクやメモリ等の記憶
手段又はＣＤ－ＲＷ、ＣＤ－Ｒ等の記憶媒体に格納される。そして、そのシステム又は装
置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が当該記憶手段や当該記憶媒体に格納されたプ
ログラムコードを読み出して実行することによっても達成されうる。
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【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１Ａ】各実施形態に係る画像読取通信装置１００の構成を示すブロック図である。
【図１Ｂ】画像読取送信装置のネットワーク接続構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図３】第２の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】第３の実施形態において、画像読取送信装置を認証により使用者を特定して使用
する場合の、使用者毎の固定設定を画像読み取り送信装置に保存するためのフローチャー
トである。
【図５】第３の実施形態の主動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】第４の実施形態において、画像読取送信装置を認証により使用者を特定して使用
する場合の、機器の固定設定を画像読み取り送信装置に保存するためのフローチャートで
ある。
【図７】第４の実施形態の主動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】画像読取通信装置の送信設定画面を示す図である。
【図９】第５の実施形態の主動作を説明するためのフローチャートである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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