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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを送信する送信部と、
　ユーザ操作に基づく情報を表示する設定欄を有し、前記データの宛先の種類を示す複数
の送信区分の中からいずれかひとつの送信区分を選択するための操作と前記選択された送
信区分における宛先を指定するための操作とが行われるユーザ操作部と、
　前記選択された送信区分と前記指定された宛先とを含む宛先情報を記憶し、前記宛先情
報に基づいて前記設定欄における表示を制御する制御部と
　を備え、
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作部で第１送信区分が選択されたときに、選択された前記第１送信区分に
ついて指定された宛先を記憶していれば、前記設定欄に選択された前記第１送信区分と選
択された前記第１送信区分について指定された前記宛先とを表示し、前記ユーザ操作部を
宛先の追加指定待ち状態とする
　ことを特徴とするデータ送信装置。
【請求項２】
　データを送信する送信部と、
　ユーザ操作に基づく情報を表示する設定欄を有し、前記データの宛先の種類を示す複数
の送信区分の中からいずれかひとつの送信区分を選択するための操作と前記選択された送
信区分における宛先を指定するための操作とが行われるユーザ操作部と、
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　前記選択された送信区分と前記指定された宛先とを含む宛先情報を記憶し、前記宛先情
報に基づいて前記設定欄における表示を制御する制御部と
　を備え、
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作部で第１送信区分が選択されたときに、選択された前記第１送信区分に
ついて指定された宛先を記憶していれば、前記設定欄に選択された前記第１送信区分と選
択された前記第１送信区分について指定された前記宛先とを表示し、
　前記ユーザ操作部で前記第１送信区分と異なる第２送信区分が選択されたときに、選択
された前記第２送信区分について指定された宛先を記憶していなければ、前記設定欄に選
択された前記第２送信区分を表示し、選択された前記第２送信区分の宛先は空欄として表
示する
　ことを特徴とするデータ送信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作部で第１送信区分が選択されたときに、選択された前記第１送信区分に
ついて指定された宛先を記憶していれば、前記ユーザ操作部を宛先の追加指定待ち状態と
する
　ことを特徴とする請求項２に記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作部で前記第１送信区分と異なる第２送信区分が選択されたときに、選択
された前記第２送信区分について指定された宛先を記憶していなければ、前記設定欄に選
択された前記第２送信区分を表示し、選択された前記第２送信区分の宛先は空欄として表
示する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作部で前記第２送信区分が選択されたときに、選択された前記第２送信区
分について指定された宛先を記憶していなければ、前記ユーザ操作部を宛先の新規指定待
ち状態とする
　ことを特徴とする請求項２又は４に記載のデータ送信装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記選択された送信区分についての宛先の数を前記設定欄に表示するこ
とを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記選択された送信区分において指定された複数の宛先を前記設定欄内
において移動させながら表示することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載
のデータ送信装置。
【請求項８】
　前記設定欄の個数は、選択可能な前記複数の送信区分の数よりも少ないことを特徴とす
る請求項１から７のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　前記設定欄の個数は、１つであることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記
載のデータ送信装置。
【請求項１０】
　前記ユーザ操作部は、前記情報を表示する表示部と、前記表示部における表示内容を切
り替えるためのユーザ操作を受け付けるタブとを有することを特徴とする請求項１から９
のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１１】
　前記ユーザ操作部の前記設定欄は、
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　前記複数の送信区分の中の１つを表示し、且つ、送信区分の選択のためのユーザ操作を
受け付けるオブジェクトを含む第１の設定欄と、
　前記第１の設定欄に表示されている送信区分における１以上の宛先を表示するための第
２の設定欄と、を含む
　ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記ユーザ操作部で送信区分の選択操作を行うごとに、前記選択されて
いる送信区分の切り替えを行うことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載
のデータ送信装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記送信部が前記データを送信した後に、前記制御部が一時記憶してい
る前記宛先情報を削除することを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載のデ
ータ送信装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載のデータ送信装置を備えることを特徴とする画
像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つ以上の送信区分（宛先区分）の各々において指定された送信先（宛先）
に、データを送信することができるデータ送信装置及びこのデータ送信装置を備えた画像
形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、原稿をスキャナで読み取ることによって生成された画像データを電子メール（Ｅ
メール）の添付ファイルとして送信する機能、すなわち、「Ｓｃａｎ　Ｔｏ　Ｅｍａｉｌ
（スキャン　Ｔｏ　Ｅメール）」送信機能が、コピー機、ファクシミリ装置、プリンタ装
置、多機能周辺装置（ＭＦＰ）などのような電子機器に備えられている。「スキャン　Ｔ
ｏ　Ｅメール」送信を行う際に、ユーザは、ユーザ操作部（情報を表示する表示部として
の設定欄を含む）によって送信区分の選択及び宛先の指定（選択又は入力）を行い、原稿
の読み取り（すなわち、送信対象である画像データの生成）及びデータ送信のための操作
を行う（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－７９０９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、データ送信装置及び画像形成装置のユーザ操作部は、サイズが小さく、
ユーザ操作に基づく情報を表示する設定欄の数が少ないことが多いため、複数の送信区分
の選択及び複数の宛先の指定を行う場合に、ユーザの利便性が低いという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、ユーザ操作部を用いて送信区分の設定及び宛先の指定を行う
場合におけるユーザの利便性を向上させることができるデータ送信装置及び画像形成装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るデータ送信装置は、データを送信する送信部と、ユーザ操作に基づく情報
を表示する設定欄を有し、前記データの宛先の種類を示す複数の送信区分の中からいずれ
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かひとつの送信区分を選択するための操作と前記選択された送信区分における宛先を指定
するための操作とが行われるユーザ操作部と、前記選択された送信区分と前記指定された
宛先とを含む宛先情報を記憶し、前記宛先情報に基づいて前記設定欄における表示を制御
する制御部とを備え、前記制御部は、前記ユーザ操作部で第１送信区分が選択されたとき
に、選択された前記第１送信区分について指定された宛先を記憶していれば、前記設定欄
に選択された前記第１送信区分と選択された前記第１送信区分について指定された前記宛
先とを表示し、前記ユーザ操作部を宛先の追加指定待ち状態とすることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る画像形成装置は、上記データ送信装置を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ユーザ操作部の設定欄の数が少ない場合であっても、ユーザ操作部を
用いて送信区分の設定及び宛先の指定を行う場合におけるユーザの利便性を向上させるこ
とができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置としての複合機（データ送信装置を含む
）の構成を概略的に示すブロック図である。
【図２】図１に示されるユーザ操作部の一例を示す図である。
【図３】図２に示されるユーザ操作部の操作パネル部に表示されるスキャンメニュー画面
の一例を示す図である。
【図４】図２に示される操作パネル部に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画
面の一例を示す図である。
【図５】実施の形態に係る複合機又はデータ送信装置が「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」送
信を実行する場合の動作を示すフローチャートである。
【図６】図２に示される操作パネル部に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画
面において、送信区分「ＴＯ」を選択したときの表示例を示す図である。
【図７】図２に示される操作パネル部に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画
面において、送信区分「ＣＣ」を選択したときの表示例を示す図である。
【図８】図２に示される操作パネル部に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画
面において、送信区分「ＢＣＣ」を選択したときの表示例を示す図である。
【図９】図２に示される操作パネル部に表示される宛先設定画面の一例を示す図である。
【図１０】図２に示される操作パネル部に表示される宛先選択画面の一例を示す図である
。
【図１１】図２に示される操作パネル部に表示される件名入力又は本文入力画面の一例を
示す図である。
【図１２】図２に示される操作パネル部に表示される宛先未設定を知らせる画面の表示例
を示す図である。
【図１３】複数の送信区分の各々において設定される宛先としてのＥメールアドレスの一
例を示す図である。
【図１４】本実施の形態に係る複合機又はデータ送信装置が「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール
」送信を実行する場合の送信区分の設定及び宛先の指定を示すフローチャートである。
【図１５】（ａ）から（ｃ）は、本実施の形態の変形例に係る複合機又はデータ送信装置
のユーザ操作部の操作パネル部に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画面の一
例を示す図である。
【図１６】図１５に示される操作パネル部に表示される件名入力画面の一例を示す図であ
る。
【図１７】図１５に示される操作パネル部に表示される本文入力画面の一例を示す図であ
る。
【図１８】図１５に示される操作パネル部に表示される読み取り設定画面の一例を示す図
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である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
〈実施の形態の構成〉
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置としての複合機１（データ送信装置２
を含む）の構成を概略的に示すブロック図である。図１に示されるように、複合機１は、
送受信部（送信部）３と、複合機１の動作を制御する制御部４と、ユーザ操作部５と、ス
キャナ部６と、印刷部７と、記憶部８とを備える。複合機１は、例えば、コピー機、ファ
クシミリ装置、プリンタ装置、又は多機能周辺装置（ＭＦＰ）などのような、データ送信
機能を持つ電子機器である。
【００１１】
　送受信部３は、複合機１とネットワーク９（例えば、インターネット）とを通信可能に
接続するインタフェースである。送受信部３は、ネットワーク９を通して通信可能に接続
された外部装置（例えば、情報処理装置）から画像データを受信し、この受信された画像
データを制御部４に渡す。また、送受信部３は、スキャナ部６によって生成された画像デ
ータを、ネットワーク９を通して外部装置に送信する。電子メール（Ｅメール）を送信す
るときには、送受信部３は、Ｅメールを、ネットワーク９を通して外部装置としてのメー
ルサーバに送信する。また、送受信部３は、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置
、又は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリなどのような外部
記憶装置との間で通信を行うためのインタフェースとしての機能を備えてもよい。
【００１２】
　制御部４は、例えば、送受信部３の動作を制御する送受信制御部４１と、スキャナ部６
の動作を制御するスキャナ制御部４２と、ユーザ操作部５の操作パネル部５１における表
示動作を制御する表示制御部４３と、印刷部７の動作を制御する印刷制御部４４と、宛先
情報などを一時的に記憶する一時記憶部４５とを有する。図１の例では、送受信部３と、
ユーザ操作部５と、スキャナ部６と、制御部４の一部（すなわち、送受信制御部４１、ス
キャナ制御部４２、表示制御部４３、及び一時記憶部４５）とは、スキャナ部６で生成さ
れた送信対象のデータを電子メール（Ｅメール）の添付ファイルとして送信する機能、す
なわち、「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」送信機能を有するデータ送信装置２を構成する。
ただし、送信対象のデータをスキャナ部６以外の外部装置から取得する場合には、データ
送信装置２は、送受信部３と、ユーザ操作部５と、制御部４の一部（すなわち、送受信制
御部４１、表示制御部４３、及び一時記憶部４５）とから構成される。また、データ送信
装置２がデータを受信する機能を備えない装置である場合には、送受信部３は、送信部に
置き換えることができる。なお、制御部４の構成は、図１に示される構成に限定されない
。例えば、送受信制御部４１、スキャナ制御部４２、表示制御部４３、印刷制御部４４、
及び一時記憶部４５の各々は、分離された別個の回路である必要はなく、共通の１つの制
御回路、又は、ソフトウェアに基づく処理を行う１つの情報処理部であってもよい。
【００１３】
　ユーザ操作部５は、複合機１におけるユーザーインターフェースである。ユーザ操作部
５は、一般には、情報を表示する表示部とユーザ指示を受け付ける操作入力部とを有する
。表示部と操作入力部とは、情報の表示とユーザ指示の受け付けの両方を行う操作パネル
としてのタッチパネルであってもよい。
【００１４】
　スキャナ部６は、紙などの媒体に描かれた画像（原稿画像）を光学的に読み取って、画
像データを生成する。複合機１がコピーを行う場合には、スキャナ部６は、生成された画
像データを印刷制御部４４に渡し、印刷制御部４４は、受け取った画像データを印刷部７
に渡して、印刷部７に画像データに基づく印刷を実行させる。また、スキャナ部６は、生
成された画像データを送受信制御部４１に渡し、送受信制御部４１は、受け取った画像デ
ータを、送受信部３を通してネットワーク９に接続された外部装置としての情報処理装置
（例えば、Ｎｅｔｗｏｒｋ　ＰＣ）に送信することもできる。また、スキャナ部６は、生
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成された画像データを送受信制御部４１に渡し、送受信制御部４１は、受け取った画像デ
ータを、送受信部３を通して他の外部装置（例えば、Ｌｏｃａｌ　ＰＣ）に送信すること
、又は、外部記憶装置としてのＵＳＢメモリに送信することもできる。さらに、スキャナ
部６で生成された画像データを、Ｅメールに添付して、送受信部３を通してネットワーク
９に接続されたメールサーバに送信することもできる。
【００１５】
　印刷部７は、印刷制御部４４から渡された画像データに基づく画像を記録紙等の記録媒
体に印刷する。印刷部７が電子写真方式を採用している場合には、印刷部７は、画像デー
タをラスタライズ化し、ＬＥＤアレイなどの露光装置によって画像データに基づく露光を
行うことによって像担持体としての感光ドラム上に静電潜像を形成し、この静電潜像を現
像剤としてのトナーによって顕像化し、感光ドラム上のトナー像を記録紙に転写し、転写
されたトナー像を記録紙に定着することで画像を形成する。制御部４は、ネットワーク９
に接続された情報処理装置から送受信部３を通して取得された画像データを、画像データ
の受信後直ぐに印刷部７に渡さず、ユーザがユーザ操作部５でパスワード入力などの認証
処理を行った後に、画像データを印刷部７に渡してもよい。例えば、印刷制御部４４は、
パスワード情報が付与された画像データを受信した場合に、この受信された画像データを
記憶部８に保存し、ユーザ操作部５から入力されたパスワードが、保存されている画像デ
ータのパスワード情報が示すパスワードと一致した場合に、その画像データの印刷の開始
を指示してもよい。
【００１６】
　記憶部８は、例えば、複合機１内に備えられたハードディスク装置又は半導体メモリな
どである。一時記憶部４５は、例えば、複合機１内に備えられた半導体メモリなどである
。一時記憶部４５は、記憶部８の記憶領域の一部であってもよい。記憶部８は、複合機１
からネットワーク９を通して送信されるデータの送信先（宛先）を示す送信先情報（宛先
情報）を記憶する。宛先情報は、例えば、Ｅメールアドレス（電子メールアドレス）又は
ファクシミリ（ＦＡＸ）番号などである。Ｅメールアドレスは、例えば、スキャナ部６で
生成された画像データを、Ｅメールの添付ファイルとして送信する際の宛先情報として利
用される。一時記憶部４５は、宛先情報を一時的に記憶する。宛先情報とは、ユーザ操作
部５において選択された送信区分と、この送信区分についての宛先とを含む情報である。
また、一時記憶部４５は、送受信制御部４１と表示制御部４３との作業領域として利用さ
れる。送受信制御部４１は、スキャナ部６で生成された画像データを、ネットワーク９を
通して宛先に送信するための制御を行う。例えば、送受信制御部４１は、スキャナ部６で
生成された画像を、Ｅメールの添付ファイルとして送信したり、又は、電話回線を通して
ＦＡＸとして送信したりするための制御を行う。送受信制御部４１は、ユーザ操作部５を
通してユーザの指示を受け取り、さらに、ユーザ操作部５によって情報を表示してユーザ
に情報を提供する。また、送受信制御部４１は、記憶部８に記憶されている宛先情報をユ
ーザ操作部５によって表示して宛先情報をユーザに提示し、ユーザ操作部５を用いたユー
ザ操作によって、データ送信先としての宛先を指定（例えば、Ｅメールアドレスのリスト
からの選択又はソフトウェアキーボードからの直接入力など）する。また、表示制御部４
３は、一時記憶部４５に記憶された宛先を、ユーザ操作部５に表示させると共に、ユーザ
の操作によってその表示形態を変更する。また、表示制御部４３は、送受信制御部４１か
らの指示に基づいて、ユーザ操作部５における表示動作を実施する。
【００１７】
　図２は、図１に示されるユーザ操作部５の一例を示す図である。図２に示されるように
、ユーザ操作部５は、操作パネル部５１と、ハードウェアキー５２と、複合機１の状態を
表示させるためのＳｔａｔｕｓ（状態）ハードウェアキー５３と、複合機１の電源制御の
ためのＰｏｗｅｒ（電源）ハードウェアキー５４と、テンキー５５と、クリアキー（Ｃｌ
ｅａｒ）５６と、モノクロスタートキー（Ｍｏｎｏ　Ｓｔａｒｔ）５７と、カラースター
トキー（Ｃｏｌｏｒ　Ｓｔａｒｔ）５８とを有する。図２において、ハードウェアキー（
Ｃｏｐｙキー、Ｓｃａｎキー、及びＰｒｉｎｔキー）５２を示す破線の枠とテンキー５５
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を示す破線の枠とは、説明のために記載したものであり、ユーザ操作部５の構造ではない
。図２の操作パネル部５１は、ソフトウェアキーとして、コピー動作を指示するためのコ
ピーキー（ＣＯＰＹ）と、スキャン動作を指示するためのスキャンキー（ＳＣＡＮ）と、
印刷動作を指示するための印刷キー（ＰＲＩＮＴ）と、事前に設定された機能を必要に応
じて呼び出して使用するためのジョブマクロキー（ＪＯＢ　ＭＡＣＲＯ）とを表示してい
る。
【００１８】
　操作パネル部５１は、タッチパネルとして構成され、表示部と操作入力部とを兼ねてい
る。すなわち、本明細書において、操作パネル部５１は、「表示部」又は「操作入力部」
ともいう。また、操作パネル部５１に表示されるボタンは、ユーザの操作対象としてのオ
ブジェクトであり、操作入力を受け付ける機能と操作内容を表示する機能とを有する。図
２における操作パネル部５１内のコピーキー（ＣＯＰＹ）が押下されてコピー用設定画面
が表示されているときに、ユーザがモノクロスタートキー５７を押下すると、モノクロコ
ピー動作が開始され、印刷部７において、記録紙に原稿画像に対応する白黒画像が印刷さ
れる。また、操作パネル部５１にコピー用設定画面が表示されているときに、ユーザがカ
ラースタートキー５８を押下すると、カラーコピー動作が開始し、印刷部７において、記
録紙に原稿画像に対応するカラー画像が印刷される。
【００１９】
　ハードウェアキー５２は、ユーザが利用したい機能を選択するためのボタンである。例
えば、ハードウェアキー５２の中のＣｏｐｙキーが押下されると、操作パネル部５１には
コピー用設定画面が表示され、Ｓｃａｎキーが押下されると、操作パネル部５１にはスキ
ャン用設定画面が表示され、Ｐｒｉｎｔキーが押下されると、操作パネル部５１には印刷
用設定画面が表示される。
【００２０】
　Ｓｔａｔｕｓハードウェアキー５３は、操作パネル部５１に複合機１の状態を表示させ
るときに操作される。Ｐｏｗｅｒハードウェアキー５４は、複合機１の電源制御、例えば
、電源のオン及びオフの制御を行うために操作される。クリアキー５６は、例えば、操作
パネル部５１で入力中の文字列の消去を行うときに操作される。なお、複合機１のユーザ
操作部５は、タッチパネルとハードウェアキーの組み合わせにより構成されているが、タ
ッチパネルだけで構成されてもよい。
【００２１】
〈実施の形態における送信区分の選択と宛先の指定〉
　図３は、図２に示されるユーザ操作部５の操作パネル部５１に表示されるスキャンメニ
ュー画面の一例を示す図である。図３の画面は、図２に示される操作パネル部５１の初期
画面において「ＳＣＡＮ」を選択したときに表示される。また、図４は、図２に示される
操作パネル部５１に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画面の一例を示す図で
ある。図３のスキャンメニュー画面において、Ｅｍａｉｌボタンを押下すると、操作パネ
ル部５１における画面が、図４に示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画面に切り
替わる。
【００２２】
　図４に示されるように、操作パネル部５１に表示される「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」
設定画面には、ユーザ操作部５におけるユーザ操作に基づく情報を表示する設定欄５１０
と、宛先設定ボタン５１３と、件名表示領域５１４と、件名入力ボタン５１５と、本文表
示領域５１６と、本文入力ボタン５１７と、読み取り設定表示領域５１８と、詳細設定ボ
タン５１９とが表示されている。設定欄５１０は、ユーザ操作を受け付けるオブジェクト
である宛先表示切り替えボタン（第１の設定欄）５１１と、宛先設定領域（第２の設定欄
）５１２とを含む領域であり、設定欄５１０において、後述する「送信区分」及びこの送
信区分についての宛先が設定される。宛先表示切り替えボタン５１１は、Ｅメールの送信
区分「ＴＯ」、「ＣＣ」、「ＢＣＣ」を選択及び表示するためのボタン（オブジェクト）
である。宛先表示切り替えボタン５１１を押下することにより、宛先表示切り替えボタン
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５１１に表示される送信区分を示す文字列が切り替わるとともに、宛先設定領域５１２の
表示内容が、選択された送信区分についての宛先に切り替わる。宛先設定領域５１２は、
宛先の設定及び表示を行う領域である。宛先設定領域５１２には、宛先表示切り替えボタ
ン５１１に表示される送信区分についての宛先だけが表示される。すなわち、宛先表示切
り替えボタン５１１を押下して送信区分を切り替える度に、選択された送信区分ごとに宛
先を設定又は表示するために、宛先設定領域５１２の表示内容も切り替わる。宛先設定ボ
タン５１３は、宛先を設定するときに使用されるボタンである。宛先設定ボタン５１３を
押下することによって、操作パネル部５１の表示内容が宛先設定のための画面（後述する
図９など）に切り替わる。なお、図４において、設定欄５１０の領域を示す破線は、便宜
的に示したものであり、実際の操作パネル部５１に表示されるものではない。
【００２３】
　件名表示領域５１４には、Ｅメール件名として送付される内容が表示される。件名入力
ボタン５１５は、Ｅメールの件名を入力するときに押下されるボタンである。本文表示領
域５１６には、Ｅメールの本文として送付される内容が表示される。本文入力ボタン５１
７は、Ｅメールの本文を入力するときに押下されるボタンである。読み取り設定表示領域
５１８には、設定されている原稿の読み取り条件が表示される。詳細設定ボタン５１９は
、スキャナ部６による原稿の読み取り条件を設定するときに押下されるボタンである。
【００２４】
　Ｅメールにおいては、通常、３種類の送信区分が規定されている。第１の送信区分は、
宛先が送信対象のデータを受け取る第１の受信者であることを示す送信区分、すなわち、
送信区分「ＴＯ」と表記される送信区分である。第２の送信区分は、宛先が送信対象のデ
ータと同じ内容の写しデータを受け取る第２の受信者であることを示す送信区分、すなわ
ち、送信区分「ＣＣ」（カーボンコピー）と表記される送信区分である。第３の送信区分
は、宛先が送信対象のデータと同じ内容の写しデータを受け取る第３の受信者であり、自
身以外の受信者に自身が宛先として含まれていることを知らせない送信区分、すなわち、
送信区分「ＢＣＣ」（ブラインドカーボンコピー）と表記される送信区分である。ただし
、本発明の実施の形態において、上記の第１～第３の送信区分としては、上記で説明した
機能を有する送信区分に限られず、それぞれ異なる機能を持たせた送信区分を適用するこ
とができる。
【００２５】
　仮に、操作パネル部が、送信区分「ＴＯ」用の宛先設定欄と、送信区分「ＣＣ」用の宛
先設定欄と、送信区分「ＢＣＣ」用の宛先設定欄と（すなわち、３つの宛先設定欄）が、
別個に、且つ、同時に表示されている比較例の場合には、ユーザは、「ＴＯ」用の宛先設
定欄、「ＣＣ」用の宛先設定欄、「ＢＣＣ」用の宛先設定欄の各々において、宛先を順に
指定（選択又は入力）するユーザ操作を行うことができる。言い換えれば、このような比
較例の場合には、送信区分の選択操作を行う必要がなく、ユーザは、各送信区分用の宛先
設定欄において宛先を順に指定することができるので、ユーザの利便性は高い。しかし、
この場合には、操作パネル部は、３種類の宛先設定欄を同時に表示することができなけれ
ばならず、操作パネル部のサイズが大きくなる。
【００２６】
　本実施の形態に係る複合機１及びデータ送信装置２では、ユーザ操作部５における設定
欄（宛先設定欄）の数が、選択可能な複数の送信区分の数よりも少ない場合であっても、
利便性を損なうことなく宛先を設定できる。例えば、予め規定された複数の送信区分が、
３種類の送信区分「ＴＯ」、「ＣＣ」、「ＢＣＣ」である場合に、設定欄の数が１個又は
２個である場合には、ユーザは、送信区分を選択する操作を行い、その後、宛先を指定す
る操作を、同じ設定欄を用いて繰り返す。特に、図４に示されるように、ユーザ操作部５
の操作パネル部５１における設定欄５１０の数が１個である場合には、ユーザは、操作パ
ネル部５１の宛先表示切り替えボタン５１１を押下して送信区分を選択する操作と、選択
された送信区分における宛先の指定のための操作とを、繰り返し行うことにより、送信区
分ごとに宛先を設定することができる。
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【００２７】
　例えば、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５１におけるオブジェクトである
宛先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分「ＴＯ」が選択されたときに、選
択された送信区分「ＴＯ」について指定された宛先が一時記憶部４５に既に記憶されてい
れば、操作パネル部５１に、選択された送信区分「ＴＯ」（図４における５１１）を表示
し、選択された送信区分「ＴＯ」について記憶されている宛先を宛先設定領域５１２に表
示して、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、操作パネ
ル部５１において送信区分「ＴＯ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＴＯ」に
ついての指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区分「ＴＯ」に
ついての宛先を未設定とし（すなわち、宛先設定領域５１２に何も表示しないか、又は、
未設定である旨を表示し）、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態とする。
【００２８】
　また、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５１におけるオブジェクトである宛
先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分「ＣＣ」が選択されたときに、選択
された送信区分「ＣＣ」について指定された宛先が一時記憶部４５に既に記憶されていれ
ば、操作パネル部５１に、選択された送信区分「ＣＣ」（図４における５１１）を表示し
、選択された送信区分「ＣＣ」について記憶されている宛先を宛先設定領域５１２に表示
して、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、操作パネル
部５１において送信区分「ＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＣＣ」につ
いての指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区分「ＣＣ」につ
いての宛先を未設定とし（すなわち、宛先設定領域５１２に何も表示しないか、又は、未
設定である旨を表示し）、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態とする。
【００２９】
　また、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５１におけるオブジェクトである宛
先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分「ＢＣＣ」が選択されたときに、選
択された送信区分「ＢＣＣ」について指定された宛先が一時記憶部４５に既に記憶されて
いれば、操作パネル部５１に、選択された送信区分「ＢＣＣ」（図４における５１１）を
表示し、選択された送信区分「ＢＣＣ」について記憶されている宛先を宛先設定領域５１
２に表示して、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、操
作パネル部５１において送信区分「ＢＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区分「
ＢＣＣ」について指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区分「
ＢＣＣ」についての宛先を未設定とし（すなわち、宛先設定領域５１２に何も表示しない
か、又は、未設定である旨を表示し）、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態とする
。
【００３０】
　このように、本実施の形態に係る複合機１及びデータ送信装置２においては、図４に示
されるように、操作パネル部５１内の設定欄５１０の数が１つの場合であっても、ユーザ
操作によって送信区分の選択操作を行う際に、操作パネル部５１で送信区分の切り替えを
行うと、宛先設定領域５１２の表示内容は、選択された送信区分に応じた内容に切り替え
られる。したがって、ユーザが操作パネル部５１で送信区分の選択操作を行うごとに、選
択されている送信区分の表示（オブジェクト５１１の表示）が切り替わり、宛先設定領域
５１２の表示内容が選択された送信区分に応じた内容に切り替わる。これにより、本実施
の形態に係る複合機１及びデータ送信装置２の操作上の利便性は向上する。より具体的に
言えば、送信区分の切り替えに応じて、宛先設定領域５１２の内容が切り替わるので、既
に一時記憶部４５に記憶されている宛先を再度、指定する必要がないので、ユーザが操作
パネル部５１で行う操作の量又は操作時間を減らすことができる。さらに、ユーザが操作
パネル部５１で行う操作の量が少なくなるので、ユーザが操作パネル部５１において誤っ
て操作情報を入力する誤操作の発生を少なくすることができる。
【００３１】
〈実施の形態の動作〉
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　図５は、実施の形態に係る複合機１又はデータ送信装置２が「スキャン　Ｔｏ　Ｅメー
ル」送信を実行する場合の動作を示すフローチャートである。図６から図８は、ユーザ操
作部５の「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」設定画面において、送信区分を選択し、宛先を指
定したときの表示例を示す図である。また、図９は、操作パネル部５１に表示される宛先
設定画面の一例を示す図であり、図１０は、操作パネル部５１に表示される宛先選択画面
の一例を示す図である。図１１は、操作パネル部５１に表示される件名入力又は本文入力
画面の一例を示す図であり、図１２は、操作パネル部５１に表示される宛先未設定を知ら
せる画面の表示例を示す図である。
【００３２】
　「スキャン　Ｔｏ　Ｅメール」送信は、例えば、複合機１のユーザが、ユーザ操作部５
の「Ｓｃａｎ」ボタンを押下し、さらに、図３に示すメニューから「Ｅメール」を選択し
た場合に実行される。
【００３３】
　図５のステップＳ１において、制御部４は、操作パネル部５１に、図４に示される設定
画面を表示し、ユーザがユーザ操作部５を操作するまで待機する。
【００３４】
　ステップＳ２において、制御部４は、ユーザ操作部５が操作されると、宛先設定ボタン
５１３が押下されたかどうかを判定する。制御部４は、宛先設定ボタン５１３が押下され
た場合には、処理をステップＳ３に進め、宛先設定ボタン５１３が押下されていない場合
には、処理をステップＳ５に進める。
【００３５】
　ステップＳ３において、制御部４は、操作パネル部５１に、図９に示される宛先設定画
面を表示させる。本実施の形態では、ユーザは、宛先を、アドレス帳（記憶部８に記憶さ
れている宛先を格納しているデータベース）からの選択、グループリスト（記憶部８に記
憶されている宛先の集合）からの選択、Ｅメールの送信履歴（記憶部８に記憶されている
宛先の集合）からの選択、ＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いることによるディレクトリデータベースからの取
得、直接入力、の何れかによって複数指定（選択又は入力）することができる。直接入力
の場合は、操作パネル部５１に表示されるソフトキーボードにより宛先を設定することが
できる。ここでは、ユーザがアドレス帳から宛先を選択する場合を説明する。
【００３６】
　ステップＳ４において、制御部４は、ユーザ操作部５に、Ｅメール（電子メール）の宛
先として選択可能な宛先の一覧を表示させる。この一覧は、記憶部８に記憶されている宛
先情報から作成される。図１０に示される宛先選択画面には、宛先としてのＥメールアド
レスと、対応するチェックボックスがある。ユーザは、チェックボックスにチェックを行
う（本実施の形態では「レ」マークが付与される）ことによって、その宛先を選択する。
【００３７】
　選択後に「ＯＫ」ボタンが押下されると、制御部４は、宛先の選択を決定して、処理を
ステップＳ１に戻す。選択後に「Ｃａｎｃｅｌ」ボタンが押下されると、制御部４は、選
択を中断して、処理をステップＳ１に戻す。図１０に示されるＥメールアドレスの項目数
が多い場合は、スクロールボタンにより宛先選択画面をスクロールすることができる。図
１０に示した状態で「ＯＫ」ボタンを押下すると、制御部４は、選択されたアドレスを一
時記憶部４５に送信区分と共に保存する。その結果、ステップＳ１で表示される「スキャ
ン　Ｔｏ　Ｅメール」送信の設定画面は、例えば、図６の宛先設定領域５１２のようにな
る。選択された宛先である「ａａａ＠ａａａ．ｃｏｍ」と「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏｍ」と
が、宛先として宛先設定領域５１２に表示された状態となる。なお、送信区分は、ステッ
プＳ１で宛先表示切り替えボタン５１１に表示されている区分となる。また、宛先設定領
域５１２に、選択された宛先の数（件数）を表示してもよい。例えば、図６には、選択さ
れたアドレスの件数が２件であるので、「（２）」と表示されている。
【００３８】
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　ステップＳ５において、制御部４は、図４に示す「件名入力」ボタン５１５が押下され
たのかどうかを判定し、押下されたならば処理をステップＳ６に進め、押下されていなけ
れば処理をステップＳ７に進める。
【００３９】
　ステップＳ６において、制御部４は、操作パネル部５１に、Ｅメールの件名の入力を、
例えば、図１１に示されるソフトキーボードから受け付けるための画面を表示させる。ユ
ーザは、このソフトキーボードを利用してＥメールの件名を設定する。制御部４は、ソフ
トキーボードによるユーザからの件名の入力を受け付けると、処理をステップＳ１へ戻し
、入力された件名は、件名表示領域５１４に表示される。
【００４０】
　ステップＳ７において、制御部４は、本文入力ボタン５１７が押下されたかどうかを判
定する。制御部４は、本文入力ボタン５１７が押下されたと判定すれば、処理をステップ
Ｓ８に進め、押下されていないと判定すれば処理をステップＳ９に進める。
【００４１】
　ステップＳ８において、制御部４は、ユーザ操作部５に、Ｅメールの本文の入力をソフ
トキーボードから受け付ける画面を表示させる。制御部４は、ユーザからの本文の入力を
受け付けると、処理をステップＳ１へ戻し、入力された本文は本文表示領域５１６に表示
される。
【００４２】
　ステップＳ９において、制御部４は、「詳細設定」ボタン５１９が押下されたかどうか
を判定する。制御部４は、「詳細設定」ボタン５１９が押下されたならば処理をステップ
Ｓ１０に進め、押下されていなければ処理をステップＳ１１に進める。
【００４３】
　ステップＳ１０において、制御部４は、ユーザ操作部５からスキャナ部６が読み取りを
実行する際の詳細な設定をユーザから受け付ける画面を読み取り設定表示領域５１８に表
示させる。制御部４は、ユーザからの設定を受け付けると、処理をステップＳ１へ戻し、
設定項目は、読み取り設定表示領域５１８に表示される。
【００４４】
　ステップＳ１１において、制御部４は、ユーザ操作部５のスタートキー５７又は５８が
押下されたのかを判定する。制御部４は、スタートキー５７又は５８が押下されたならば
、処理をステップＳ１２に進め、押下されていなければ処理をステップＳ１へ戻す。
【００４５】
　ステップＳ１２において、制御部４は、作成するＥメールのＥメールアドレスの設定が
完了しているのかを判定する。すなわち、制御部４は、一時記憶部４５にＥメールアドレ
スが記憶されているのかを判定する。制御部４は、設定が完了しているのならば処理をス
テップＳ１３に進め、設定が完了していなければ処理をステップＳ１６に進める。Ｅメー
ルは宛先が設定されていないと、送信することができないので、ここで確認を行う。
【００４６】
　ステップＳ１３において、制御部４は、スキャナ部６を制御して原稿を読み取り、画像
データを作成する。作成された画像データは、例えば、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔ
ｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）等の圧縮形式であってもよい。
【００４７】
　ステップＳ１４において、制御部４は、Ｅメールの作成を行い、ステップＳ１３で作成
された画像データを添付ファイルとしてＥメールに付与する。また、制御部４は、設定に
より与えられた宛先、件名、本文をＥメールに設定する。
【００４８】
　ステップＳ１５において、制御部４は、送受信部３を通してデータが付加されたＥメー
ルの送信を行う。Ｅメールは、ネットワーク９に接続されたメールサーバを経由して、宛
先に送信される。制御部４は、送受信部３（送信部３）がデータを送信した後に、制御部
４（一時記憶部４５）が一時記憶している送信区分と宛先とを含む宛先情報を削除する。
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【００４９】
　ステップＳ１６において、制御部４は、宛先が未設定の場合には、図１２に示すエラー
画面を表示し、ユーザにエラー内容を通知する。制御部４は、ユーザにより図１２に示す
「ＯＫ」ボタンが押下されたのならば、処理をステップＳ１へ戻す。
【００５０】
　なお、制御部４は、図５に示す動作中に、ユーザ操作部５のハードウェアキー５２、５
３、５４が押下された場合は、一連の動作を中止する。
【００５１】
　図１３は、複数の送信区分の各々において設定され一時記憶部４５に記憶されている宛
先としてのＥメールアドレスの一例を示す図である。また、図１４は、本実施の形態に係
る複合機１又はデータ送信装置２おいて、ユーザが図４における宛先表示切り替えボタン
５１１を押下したときの動作を示すフローチャートである。図１４に示される動作は、制
御部４の表示制御部４３により実施される。また、図１４においては、宛先がＥメールア
ドレスである場合を説明する。
【００５２】
　ユーザがオブジェクトである宛先表示切り替えボタン５１１を押下すると、表示制御部
４３は、宛先表示切り替えボタン５１１の表示を更新する（ステップＳ２１）。本実施の
形態では、宛先表示切り替えボタン５１１が例えば「ＴＯ」（図６）の状態において押下
されるごとに、表示は、「ＣＣ」（図７）、「ＢＣＣ」（図８）、「ＴＯ」（図６）、…
の順に切り替わる。すなわち、表示は、押下前の表示「ＴＯ」は押下後の表示「ＣＣ」に
切り替わり、押下前の表示「ＣＣ」は押下後の表示「ＢＣＣ」に切り替わり、押下前の表
示「ＢＣＣ」は押下後の表示「ＴＯ」に切り替わる。
【００５３】
　次に、表示制御部４３は、図５のフローチャートの処理において既に指定された宛先で
あるＥメールアドレス（例えば、図１３に示されるＥメールアドレスの全て）を一時記憶
部４５から取得する（ステップＳ２２）。
【００５４】
　次に、表示制御部４３は、ステップＳ２２で取得されたＥメールアドレスの中から、宛
先表示切り替えボタン５１１が表示する送信区分と同じ送信区分のＥメールアドレスを抽
出（選別）する（ステップＳ２３）。図１３の例の場合は、表示制御部４３は、送信区分
が「ＴＯ」であれば「ＴＯ」における２つのＥメールアドレスを抽出し、送信区分が「Ｃ
Ｃ」であれば「ＣＣ」における２つのＥメールアドレスを抽出し、送信区分が「ＢＣＣ」
であれば「ＢＣＣ」における１つのＥメールアドレスを抽出する。
【００５５】
　次に、表示制御部４３は、ステップＳ２４において抽出されたＥメールアドレスの有無
を判定する。表示制御部４３は、抽出されたＥメールアドレスがあるならば、処理をステ
ップＳ２５に進め、Ｅメールアドレスがなければ処理をステップＳ２６に進める（ステッ
プＳ２４）。
【００５６】
　ステップＳ２５において、表示制御部４３は、ステップＳ２４で抽出されたＥメールア
ドレスを宛先設定領域５１２に表示させる。このとき、抽出されたＥメールアドレスの件
数を設定欄５１０に表示してもよい。また、抽出されたＥメールアドレスが多くあり、そ
の一部が、設定欄５１０の表示領域に一度で表示できない場合には、設定欄５１０に表示
されているＥメールアドレスを設定欄５１０内において移動させながら表示するようにし
てもよい。例えば、Ｅメールアドレスを設定欄５１０内に改行しながら順に表示する、又
は、Ｅメールアドレスを動的にスクロールさせながら表示するなどの表示方式を採用して
もよい。
【００５７】
　ステップＳ２６において、表示制御部４３は、表示するＥメールアドレスがないので、
宛先設定領域５１２に、何も表示しない、又は、宛先設定領域５１２にＥメールアドレス
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の選択を促す文字列（例えば、「未設定」）を表示する。
【００５８】
　以上のように、本実施の形態に係る複合機１又はデータ送信装置２においては、宛先表
示切り替えボタン５１１の押下によって、分類された宛先を切り替えて表示する。例えば
、一時記憶部４５に記憶されるＥメールアドレスが図１３の通りである場合には、宛先表
示切り替えボタン５１１を押下する度に、宛先設定領域５１２の表示は、図６の表示から
図７の表示へ、図７の表示から図８の表示へ、図８の表示から図６の表示へ、…のように
切り替わる。このように、送信区分ごとに設定されたＥメールアドレスだけを宛先設定領
域５１２に表示することにより、たとえ、Ｅメールアドレスを表示する宛先設定領域５１
２が１つであり且つ領域が小さい場合であっても、ユーザは、送信区分ごとに宛先を指定
することができ、また、既に指定されているＥメールアドレスを容易に確認することがで
きるため、ユーザの利便性が向上する。
【００５９】
〈実施の形態の効果〉
　以上に説明したように、本実施の形態に係る複合機１及びデータ送信装置２によれば、
ボタンの押下によって選択された送信区分ごとに、選択された送信区分における宛先を宛
先設定領域に表示することができる。このため、送信区分の設定用のオブジェクト及び宛
先設定領域５１２が小さいサイズの表示領域であっても、ユーザが送信区分ごとに宛先を
指定することができ、また、所望する指定済みの宛先を表示することができるため、ユー
ザの利便性が向上するという効果がある。
【００６０】
〈変形例〉
　図１５（ａ）から（ｃ）は、本実施の形態の変形例に係る複合機又はデータ送信装置の
ユーザ操作部の操作パネル部５１ａの画面切り替え用のオブジェクトであるＴａｂ（タブ
）＃１、＃２、＃３、＃４を用いた場合において、タブ＃１が押下されたときの宛先設定
画面の一例を示す図である。また、図１６から図１８は、タブ＃２、＃３、＃４の押下に
よって、操作パネル部５１ａに表示される画面が、件名入力画面、本文入力画面、読み取
り設定画面にそれぞれ切り替えられた状態の一例を示す図である。図１５（ａ）から（ｃ
）及び図１６から図１８において、図４に示される構成要素と同一又は対応する構成要素
には、図４に示される構成要素と同じ符号を付す。
【００６１】
　図４に示される操作パネル部５１は、設定欄５１０（宛先表示切り替えボタン５１１と
、宛先設定領域５１２とを含む）、宛先設定ボタン５１３と、件名表示領域５１４と、件
名入力ボタン５１５と、本文表示領域５１６と、本文入力ボタン５１７と、読み取り設定
表示領域５１８と、詳細設定ボタン５１９とを表示する。これに対し、図１５（ａ）から
（ｃ）及び図１６から図１８に示されるデータ送信装置の操作パネル部５１ａは、タブ＃
１、＃２、＃３、＃４を有する。タブ＃１、＃２、＃３、＃４は、ユーザ操作部５におい
て、ユーザ操作を受け付けて操作パネル部５１（表示部）における表示内容を切り替える
オブジェクトである。タブ＃１が押下された場合は、図１５（ａ）から（ｃ）に示される
宛先設定画面に切り替えられ、タブ＃２が押下された場合は、図１６に示される件名入力
画面に切り替えられ、タブ＃３が押下された場合は、図１７に示される本文入力画面に切
り替えられ、タブ＃４が押下された場合は、図１８に示される読み取り設定画面に切り替
えられる。ユーザがいずれかのタブを押下することによってこれらの画面のいずれかを選
択してからユーザ操作を行うように構成されている。この点以外について、図１５（ａ）
から（ｃ）及び図１６から図１８の例は、図１から図１４に示される例と同様である。た
だし、タブごとに表示される設定画面はこれらの例に限られず、１つのタブについて複数
の設定項目を表示させてもよい。
【００６２】
　図１５（ａ）に示されるように、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５１ａに
おけるオブジェクトである宛先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分「ＴＯ
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」が選択されたときに、選択された送信区分「ＴＯ」について指定された宛先が一時記憶
部４５に既に記憶されていれば、操作パネル部５１ａに、選択された送信区分「ＴＯ」を
表示し、選択された送信区分について記憶されている宛先を宛先設定領域５１２に表示し
て、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、操作パネル部
５１ａにおいて送信区分「ＴＯ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＴＯ」につ
いての指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区分「ＴＯ」につ
いての宛先を未設定とし、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態とする。
【００６３】
　また、図１５（ｂ）に示されるように、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５
１ａにおけるオブジェクトである宛先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分
「ＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＣＣ」について指定された宛先が一
時記憶部４５に既に記憶されていれば、操作パネル部５１ａに、選択された送信区分「Ｃ
Ｃ」を表示し、選択された送信区分について記憶されている宛先を宛先設定領域５１２に
表示して、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、操作パ
ネル部５１ａにおいて送信区分「ＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＣＣ
」についての指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区分「ＣＣ
」についての宛先を未設定とし、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態とする。
【００６４】
　また、図１５（ｃ）に示されるように、制御部４は、ユーザ操作部５の操作パネル部５
１ａにおけるオブジェクトである宛先表示切り替えボタン５１１の押下によって送信区分
「ＢＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区分「ＢＣＣ」について指定された宛先
が一時記憶部４５に既に記憶されていれば、操作パネル部５１ａに、選択された送信区分
「ＢＣＣ」を表示し、選択された送信区分について記憶されている宛先を宛先設定領域５
１２に表示して、ユーザ操作部５を宛先の追加指定待ち状態とする。また、制御部４は、
操作パネル部５１ａにおいて送信区分「ＢＣＣ」が選択されたときに、選択された送信区
分「ＢＣＣ」について指定された宛先が一時記憶部４５に記憶されていなければ、送信区
分「ＢＣＣ」についての宛先を未設定とし、ユーザ操作部５を宛先の新規指定待ち状態と
する。
【００６５】
　このように、本実施の形態の変形例に係る複合機及びデータ送信装置においては、図１
５（ａ）から（ｃ）に示されるように、操作パネル部５１ａ内の設定欄５１０の数が１つ
の場合であっても、ユーザ操作によって送信区分の選択操作を行う際に、操作パネル部５
１ａで送信区分の切り替えを行うと、宛先設定領域５１２の表示内容は、選択された送信
区分に応じた内容に切り替えられる。したがって、ユーザが操作パネル部５１ａで送信区
分の選択操作を行うごとに、選択されている送信区分の表示（オブジェクト５１１の表示
）が切り替わり、宛先設定領域５１２の表示内容が選択された送信区分に応じた内容に切
り替わる。これにより、本実施の形態の変形例に係る複合機及びデータ送信装置の操作上
の利便性は向上する。
【００６６】
　また、本実施の形態の変形例に係る複合機及びデータ送信装置においては、操作パネル
部５１ａのサイズをより一層小さいサイズにすることができ、よって、複合機及びデータ
送信装置の小型化が容易になる。
【符号の説明】
【００６７】
　１　複合機、　２　データ送信装置、　３　送受信部（送信部）、　４　制御部、　５
　ユーザ操作部、　６　スキャナ部、　７　印刷部、　８　記憶部、　４１　送受信制御
部、　４２　スキャナ制御部、　４３　表示制御部、　４４　印刷制御部、　４５　一時
記憶部、　５１　操作パネル部、　５２　ハードウェアキー、　５３　Ｓｔａｔｕｓハー
ドウェアキー、　５４　Ｐｏｗｅｒハードウェアキー、　５５　テンキー、　５６　クリ
アキー、　５７　モノクロスタートキー、　５８　カラースタートキー、　５１０　設定
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欄、　５１１　宛先表示切り替えボタン、　５１２　宛先設定領域、　５１３　宛先設定
ボタン、　５１４　件名表示領域、　５１５　件名入力ボタン、　５１６　本文表示領域
、　５１７　本文入力ボタン、　５１８　読み取り設定表示領域、　５１９　詳細設定ボ
タン。

【図１】 【図２】
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