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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置との通信を行なう通信手段を備える画像受信装置であって、
　画像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動する起
動手段と、
　前記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示
する表示手段と、
　選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛先を
示す宛先情報を前記通信手段に対して送信させると共に、
　前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像デー
タを前記通信手段に対して受信させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする画像受信装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記外部装置の一覧を表示することを特徴とする請求項１に記載の画
像受信装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、さらに、前記外部装置の通信の可否を表示することを特徴とする請求
項２に記載の画像受信装置。
【請求項４】
　前記設定情報は、前記アプリケーションプログラム上で編集可能であることを特徴とす
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る請求項１から３のいずれか１つに記載の画像受信装置。
【請求項５】
　画像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動し、
　前記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示
し、
　選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛先を
示す宛先情報を送信し、
　前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像デー
タを受信する
　ことを特徴とする画像受信装置の制御方法。
【請求項６】
　画像受信装置が外部装置から受信する画像データの生成を行なうために用いられるアプ
リケーションプログラムであって、
　前記画像受信装置に対して、
　画像データを生成する外部装置を選択可能に表示させ、
　選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び前記画像受信
装置の宛先を示す宛先情報を送信させ、
　前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像デー
タを受信させる
　ことを特徴とするアプリケーションプログラム。
【請求項７】
　外部装置と、外部装置から画像データを受信する画像受信装置とを含む画像処理システ
ムであって、
　前記画像受信装置は、
　画像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動する起
動手段と、
　前記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示
する表示手段と、
　選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛先を
示す宛先情報を送信する手段と、
　前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像デー
タを受信する手段と
　を備え、
　前記外部装置は、
　前記画像受信装置から送信された前記設定情報および前記宛先情報を受信する手段と、
　前記宛先情報が示す宛先へ、前記設定情報に基づく画像データを送信する手段と
　を備えることを特徴とする画像処理システム。
【請求項８】
　外部装置と、外部装置から画像データを受信する画像受信装置とを含む画像処理システ
ムの制御方法であって、
　前記画像受信装置は、
　画像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動し、
　前記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示
し、
　選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛先を
示す宛先情報を送信し、
　前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像デー
タを受信し、
　前記外部装置は、
　前記画像受信装置から送信された前記設定情報および前記宛先情報を受信し、
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　前記宛先情報が示す宛先へ、前記設定情報に基づく画像データを送信する
　ことを特徴とする画像処理システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末装置と画像処理装置とが無線通信により画像データを送受信する画
像処理システムに関する。特に、ユーザの操作をより簡略化し、操作時間を短縮すること
を可能とする画像受信装置とその制御方法、アプリケーションプログラム、画像処理シス
テムおよびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所謂スマートフォンと呼ばれる可搬型の情報端末装置が広く普及している。この手の情
報端末装置は、カメラ、ゲーム、及びメディアプレーヤーなどの機能に加え、種々のアプ
リケーションを追加してユーザ独自の多様な機能を持たせることができるなど利便性が高
い。
【０００３】
　昨今では、企業及び家庭において、複合機及びパーソナルコンピュータが有線又は無線
により接続されている局所的なネットワークに、可搬型情報端末装置が無線通信により接
続し、複合機又はパーソナルコンピュータとの間で情報を送受信する技術が普及している
。なかでも、カメラ機能を有する情報端末装置から無線通信により、複合機へ画像データ
を送信し、ＵＳＢケーブルやパーソナルコンピュータを介さずに複合機にて印刷出力する
ことを可能とする機能、又はその逆に、複合機から、印刷物をスキャニングした画像デー
タを情報端末装置にて受信することを可能とする機能が、ユーザに求められている。
【０００４】
　特許文献１には、ユーザが携える携帯通信装置の記憶部に、複合機などの操作対象機器
のユーザ用の設定データを記憶しておき、携帯通信装置を、操作対象機器に近づけたとき
に、携帯通信装置から操作対象機器へ設定データが送信され、操作対象機器にてユーザ用
の操作画面が表示される発明が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、ＬＡＮに接続されたクライアントＰＣ（パーソナルコンピュー
タ）上のＷｅｂブラウザにおける設定画面内にユーザが設定ファイルをドラッグアンドド
ロップ操作することにより、同一のＬＡＮに接続されている画像処理装置（ＭＦＰ：Mult
i Function Peripheral ）へ、ユーザ用のワンタッチキー、アドレス帳を一時的に表示さ
せるようにすることができる発明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－０８７８７８号公報
【特許文献２】特開２００７－３００４８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　可搬型の情報端末装置から直接的に、複合機と通信することが実現されているから、更
に、ユーザによる操作手順を簡略化し、操作時間を短縮化することが求められている。特
許文献１及び２に開示されている発明では、ユーザ用に設定された操作画面を表示するこ
とが出来るに過ぎず、依然としてユーザは更に設定操作を行なう必要がある。したがって
、昨今求められる操作手順の簡略化には未だ不十分と言える。
【０００８】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、ユーザの操作をより簡略化し、操作
時間を短縮化して、操作性を更に向上させることができる画像処理システム、画像処理方
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法及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る画像受信装置は、外部装置との通信を行なう通信手段を備え、画像データ
の生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動する起動手段と、前
記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示する
表示手段と、選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自
身の宛先を示す宛先情報を前記通信手段に対して送信させると共に、前記外部装置から前
記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像データを前記通信手段に対
して受信させる制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る画像受信装置は、前記表示手段は、前記外部装置の一覧を表示することを
特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る画像受信装置は、前記表示手段は、さらに、前記外部装置の通信の可否を
表示することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る画像受信装置は、前記設定情報は、前記アプリケーションプログラム上で
編集可能であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る画像受信装置の制御方法は、画像データの生成を行なうために用いられる
アプリケーションプログラムを起動し、前記アプリケーションプログラム上に画像データ
を生成する外部装置を選択可能に表示し、選択された前記外部装置へ前記画像データを生
成するための設定情報及び自身の宛先を示す宛先情報を送信し、前記外部装置から前記宛
先情報が示す宛先へ送信された前記設定情報に基づく画像データを受信することを特徴と
する。
【００１４】
　本発明に係るアプリケーションプログラムは、画像受信装置が外部装置から受信する画
像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムであって、前記画
像受信装置に対して、画像データを生成する外部装置を選択可能に表示させ、選択された
前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び前記画像受信装置の宛先を
示す宛先情報を送信させ、前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設
定情報に基づく画像データを受信させることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る画像処理システムは、外部装置と、外部装置から画像データを受信する画
像受信装置とを含む画像処理システムであって、前記画像受信装置は、画像データの生成
を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動する起動手段と、前記アプ
リケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示する表示手
段と、選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛
先を示す宛先情報を送信する手段と、前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信さ
れた前記設定情報に基づく画像データを受信する手段とを備え、前記外部装置は、前記画
像受信装置から送信された前記設定情報および前記宛先情報を受信する手段と、前記宛先
情報が示す宛先へ、前記設定情報に基づく画像データを送信する手段とを備えることを特
徴とする。
【００１６】
　本発明に係る画像処理システムの制御方法は、外部装置と、外部装置から画像データを
受信する画像受信装置とを含む画像処理システムの制御方法であって、前記画像受信装置
は、画像データの生成を行なうために用いられるアプリケーションプログラムを起動し、
前記アプリケーションプログラム上に画像データを生成する外部装置を選択可能に表示し
、選択された前記外部装置へ前記画像データを生成するための設定情報及び自身の宛先を
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示す宛先情報を送信し、前記外部装置から前記宛先情報が示す宛先へ送信された前記設定
情報に基づく画像データを受信し、前記外部装置は、前記画像受信装置から送信された前
記設定情報および前記宛先情報を受信し、前記宛先情報が示す宛先へ、前記設定情報に基
づく画像データを送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による場合、画像データの受け取り手である画像受信装置から所望の画像データ
の生成条件である設定情報が送信されるから、画像処理装置では基本的に、受信した設定
情報に基づき画像データを生成すればよい。したがって、ユーザは、画像処理装置にて、
画像データを生成する都度に、画像受信装置に対応する設定をする操作を行なう必要がな
い。更に宛先情報及び設定情報の両方又はいずれか一方は画像処理装置側で自動的に削除
される。ユーザは、受信する画像受信装置に自動的に対応した設定に基づく画像データの
生成を、画像処理装置の選択の操作のみで実行させることが可能となる。これにより、ユ
ーザの操作が簡略化され、操作時間を短縮化することができ、操作性を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施の形態の画像処理システムの構成を模式的に示す模式図である。
【図２】本実施の形態の画像処理システムの構成を示すブロック図である。
【図３】本実施の形態におけるスキャン実行時の処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図４】本実施の形態におけるスキャン実行時の処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図５】本実施の形態におけるスキャン実行時の処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６】プリントスキャン用アプリのメイン画面の例を示す説明図である。
【図７】ユーザの情報及び設定情報の表示画面例を示す説明図である。
【図８】複合機の一覧を表示した画面例を示す説明図である。
【図９】プロファイルの登録要求中の画面例を示す説明図である。
【図１０】複合機の表示部に表示されるメイン画面の画面例を示す説明図である。
【図１１】「モバイル送信」の操作画面例を示す説明図である。
【図１２】設定情報の表示例を示す説明図である。
【図１３】複合機のメイン画面の他の一例である。
【図１４】複合機のメイン画面の他の一例である。
【図１５】画像データの受信開始待機状態の画面例を示す説明図である。
【図１６】画像データの受信完了待機状態の画面例を示す説明図である。
【図１７】プロファイルの削除要求中の画面例を示す説明図である。
【図１８】プロファイルの削除に係る処理手順の他の一例を示すフローチャートである。
【図１９】複合機の表示部に表示されるメイン画面の他の画面例を示す説明図である。
【図２０】「スキャン」の操作画面の他の例を示す説明図である。
【図２１】図２０のプルダウンメニュー内の選択肢を表示させた画面の例を示す説明図で
ある。
【図２２】図２１にて「ユーザＣ」が選択された場合の画面例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
【００２０】
　図１は、本実施の形態の画像処理システムの構成を模式的に示す模式図であり、図２は
、本実施の形態の画像処理システムの構成を示すブロック図である。画像処理システムは
、企業内又は家庭内ＬＡＮであるネットワークＮに、アクセスポイントＡＰを介して接続
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される複合機１と情報端末装置２とを含む。ネットワークＮには、複合機１及び情報端末
装置２以外に、ＰＣ３、又は他の複合機４が接続されている。ネットワークＮは、外部の
インターネットと接続されていてもよい。
【００２１】
　本発明では、複合機１にてスキャンを実行して読み取った画像データを、複合機１から
情報端末装置２へ無線通信により送信する際に、複合機１及び情報端末装置２におけるユ
ーザによる操作手順を簡略化するものである。
【００２２】
　複合機１は、プリンタ機能、スキャナ機能、ファックス機能、電子メール通信機能等を
備えた画像処理装置である。複合機１は、各構成部を制御する制御部１０と、タッチパネ
ル及びＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を用いた入出力部１１と、各種情報を記憶する
記憶部１２と、情報端末装置２との通信を実現する通信部１３と、スキャナ機能を実現す
る画像読取部１４と、プリンタ機能を実現する画像形成部１５とを備える。
【００２３】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit ）を用い、内蔵するＲＯＭ（Read O
nly Memory）に記憶されている制御プログラムに基づき、各構成部を制御する。
【００２４】
　入出力部１１は、ＬＣＤを用いた表示部１１ａとタッチパネルを用いた入力部１１ｂと
を含む。入力部１１ｂは、タッチパネルのみならず、ハードウェアキーを用いてもよい。
各種アイコン又はボタンを表示している表示部１１ａに対し、ユーザが触れたタッチパネ
ル上の位置を入力部１１ｂが検知し、ユーザが触れた位置情報と表示部１１ａにて表示さ
れているアイコン又はボタンの位置情報とに基づき、制御部１０は、いずれのアイコン又
はボタンがタッチされたかを特定することが可能である。また制御部１０は、いずれのハ
ードウェアキーが押下されたかを特定することが可能である。
【００２５】
　記憶部１２は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）又はＳＳＤ（Solid State Drive）を用いる
。記憶部１２は、情報端末装置２へ画像データを送信するための宛先のアドレス情報を記
憶する。なお記憶部１２には、予め、ファックス機能、電子メール通信機能、ＦＴＰ（Fi
le Transfer Protocol）通信機能のためのアドレス情報が記憶されていてよい。画像読取
部１４によって読み取られた画像データ、又は通信部１３を介して受信した画像データ等
を記憶してもよい。
【００２６】
　通信部１３は、無線通信機能を実現する。制御部１０は、通信部１３により、アクセス
ポイントＡＰを介して、ネットワークＮに接続される情報端末装置２及び他の通信機器と
の間でデータを送受信することが可能である。
【００２７】
　画像読取部１４は、スキャナユニットを用いる。スキャナユニットは、原稿台１４ａ又
は原稿トレイに載置された原稿を光学的に読取るための読取装置であり、複合機１の本体
内部に光学ユニットと光学ユニットによる読取動作を制御するための制御ユニットとを含
む。画像読取部１４は、原稿を読み取ることで得られた画像データを所定の画像メモリに
出力し、制御部１０は画像データを取得することが可能である。
【００２８】
　画像形成部１５は、プリンタユニットを用いる。プリンタユニットは、複合機１の本体
内部に、スキャナユニットの下側に配置される。プリンタユニットは、制御部１０から与
えられた画像データに基づいてトナー像を生成し、トナー像を用紙上に転写することによ
って画像形成を行なう。
【００２９】
　情報端末装置２は、所謂スマートフォンと呼ばれる携帯電話機である。情報端末装置２
は、タブレット型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）であってもよい。情報端末装置２は有
線により接続されるＰＣ等であってもよいが、無線通信機能を備えた可搬型の情報処理装
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置であれば、後述する処理による効果がより顕著である。
【００３０】
　情報端末装置２は、各構成部を制御する制御部２０と、タッチパネルを用いた入出力部
２１と、各種情報を記憶する記憶部２２と、アクセスポイントＡＰを介して複合機１と通
信を実現する通信部２３とを備える。
【００３１】
　制御部２０は、ＣＰＵを用い、内蔵するＲＯＭに記憶されている制御プログラムに基づ
き、各構成部を制御する。
【００３２】
　入出力部２１は、ＬＣＤを用いて表示部２１ａとタッチパネル及びハードウェアキーを
用いた入力部２１ｂとを含む。各種アイコン又はボタンを表示している表示部２１ａに対
し、ユーザが触れたタッチパネル上の位置を入力部２１ｂが検知し、ユーザが触れた位置
情報を制御部２０へ通知する。制御部２０は、表示部２１ａにて表示されているアイコン
又はボタンの位置情報に基づき、いずれのアイコン又はボタンがタッチされたかを特定す
ることが可能である。また入力部２１ｂは、ハードウェアキーが押下された場合、いずれ
のキーが押下されたかを特定する情報と共に制御部２０へ通知する。
【００３３】
　記憶部２２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びフラッシュメモリを用いる。記憶
部２２のフラッシュメモリには、ネットワークＮに接続される複合機１又は複合機４にて
画像データの印刷出力又は原稿読取を行なうために用いられるアプリケーションプログラ
ム（以下、プリントスキャン用アプリという）が記憶されている。制御部２０は、記憶部
２２に記憶されているプリントスキャン用アプリを読み出して実行することにより、後述
する複合機１との通信、及び複合機１からの画像データの受信を実現する。制御部２０は
、通信部２３により受信した画像データを記憶部２２のＲＡＭに一時的に記憶するか、又
は保存用にフラッシュメモリに記憶する。
【００３４】
　また、記憶部２２には、プリントスキャン用アプリに対応させて、設定情報として、受
信する画像データの解像度設定、カラー／モノクロ設定、又はファイルタイプ（フォーマ
ット）設定等が記憶されている。設定情報は、初期的に設定され、後に、プリントスキャ
ン用アプリにてユーザが編集可能である。設定情報は、異なる複合機毎に別途記憶される
ようにしてもよい。
【００３５】
　通信部２３は、無線通信機能を実現する。制御部２０からの指示に基づき、通信部２３
はアクセスポイントＡＰに接続し、ネットワークＮに接続する。制御部２０は、通信部２
３により、アクセスポイントＡＰを介して、ネットワークＮに接続される複合機１及び他
の通信機器との間でデータを送受信することが可能である。
【００３６】
　このように構成される画像処理システムにて、複合機１にてスキャニングした画像デー
タを情報端末装置２へ送信する場合の手順について、フローチャート及び操作画面例を参
照しつつ説明する。
【００３７】
　図３、図４及び図５は、本実施の形態におけるスキャン実行時の処理手順の一例を示す
フローチャートである。複合機１がネットワークＮに接続され、ネットワークＮに接続す
る機器と通信が可能となっている状態で、ユーザの操作によって、制御部２０がプリント
スキャン用アプリを読み出して起動させた場合、以下のような処理が実行される。
【００３８】
　情報端末装置２の制御部２０は、通信部２３により、ネットワークＮに接続されている
複合機１及び複合機４を夫々特定する識別情報（装置名、ＩＰアドレス）を取得する（ス
テップＳ１）。
【００３９】
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　ステップＳ１において具体的には例えば、制御部２０は通信部２３により、ネットワー
クＮに接続されている機器へ、各機器自身の種類を示す情報の送信を要求するコマンドを
検索コマンドとしてブロードキャストし、検索コマンドに対する応答に基づき、複合機で
あることを示す応答を返してきた複合機１及び複合機４を抽出し、複合機１及び複合機４
のＩＰアドレスを取得する。又は、プリントスキャン用アプリを起動させたときに制御部
２０は、複合機１（デフォルト複合機）のＩＰアドレスを入力するための入力画面を表示
部２１ａに表示させ、入力画面への文字入力を入力部２１ｂにより検知し、ＩＰアドレス
を取得してもよい。
【００４０】
　制御部２０は、ステップＳ１で取得した複合機１及び複合機４の識別情報を記憶部２２
に記憶する（ステップＳ２）。制御部２０は、次回プリントスキャン用アプリを起動した
ときに、記憶されてある識別情報を取得するようにしてもよい。
【００４１】
　次に制御部２０は、記憶部２２又は他の特定のメモリに記録されている情報端末装置２
の自局情報から、ユーザを識別する情報（ユーザ名、ＩＤ、又は電子メールアドレス等）
を取得し（ステップＳ３）、通信部２３により、ネットワークＮ内での情報端末装置２自
身の識別情報（ＩＰアドレス）、即ち自身についての宛先情報を取得する（ステップＳ４
）。
【００４２】
　制御部２０は、記憶部２２から、受信する画像データの設定情報を読み出して取得する
（ステップＳ５）。
【００４３】
　制御部２０は、ステップＳ１～Ｓ４にて取得した情報に基づき、プリントスキャン用ア
プリに対応するメイン画面を入出力部２１の表示部２１ａに出力し（ステップＳ６）、複
合機の選択を受け付ける（ステップＳ７）。なお、メイン画面の出力タイミングは、ステ
ップＳ６に限らない。
【００４４】
　図６は、プリントスキャン用アプリのメイン画面の例を示す説明図である。図６に示す
ように、表示部２１ａには例えば、ユーザの情報及び設定情報を表示又は編集するための
設定アイコン２５、接続する複合機の一覧を表示するための複合機アイコン２６等が表示
される。
【００４５】
　ユーザが設定アイコン２５上のタッチパネルに触れた場合、ユーザの情報及び設定情報
の内容を表示し、編集を受け付ける画面が表示される。図７は、ユーザの情報及び設定情
報の表示画面例を示す説明図である。図７に示す例では、ステップＳ３で取得された情報
端末装置２のユーザのユーザ名、ステップＳ４で取得された情報端末装置２のＩＰアドレ
スが表示されている。また、図７に示す例では、情報端末装置２にて受信する画像データ
の設定情報として、解像度、カラー／モノクローム（モノクロという）設定、画像データ
のフォーマットに加え、圧縮形式、圧縮率の情報が示されている。ユーザが各項目上のタ
ッチパネルに触れた場合、制御部２０が入力画面を出力し、入力された情報を取得する。
これにより、ユーザは設定情報を編集することが可能である。
【００４６】
　図６のメイン画面が表示されている場合に、ユーザが複合機アイコン２６上のタッチパ
ネルに触れた場合、複合機の一覧が表示される。図８は、複合機の一覧を表示した画面例
を示す説明図である。制御部２０は、ステップＳ１にて取得した複合機１及び複合機４夫
々について、通信の可否を確認し、複合機１又は複合機４の識別情報のリストを出力する
。図８に示す例では、複合機１及び複合機４のＩＰアドレスと、夫々との通信可否が表示
されており、夫々を選択するラジオボタン２７が選択可能に表示されている。
【００４７】
　図８に示した複合機の一覧から、ユーザによって複合機１が選択されたとし、図３～図
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５のフローチャートに戻って、説明を続ける。
【００４８】
　制御部２０は、選択された識別情報で特定される複合機１へ、ステップＳ４で取得した
自身についての宛先情報と、ステップＳ５で取得した設定情報とから１つのプロファイル
を作成し（ステップＳ８）、作成したプロファイルと共に、該プロファイルの登録要求を
通信部２３から送信する（ステップＳ９）。
【００４９】
　ステップＳ８の後、制御部２０は、複合機１へプロファイルの登録要求中であることを
示す画面を表示部２１ａに出力する（ステップＳ１０）。図９は、プロファイルの登録要
求中の画面例を示す説明図である。図９には、プロファイルの登録要求の送信先である複
合機１の情報と共に、登録要求中である旨の文、及びイメージが示されている。
【００５０】
　この間に複合機１では、通信部１３がプロファイル及び該プロファイルの登録要求を受
信する（ステップＳ１１）。制御部１０は、通信部１３により受信したプロファイルの設
定情報に基づくスキャン（画像データの生成）、及び宛先情報に基づく画像データの送信
が可能か否かを判断する（ステップＳ１２）。制御部１０は、ステップＳ１２において受
信したプロファイルに基づくスキャン及び送信が不可能であると判断した場合（Ｓ１２：
ＮＯ）、プロファイルの登録の可否の結果（失敗）を、登録要求への応答として情報端末
装置２へ通信部１３から送信する（ステップＳ１３）。この場合、処理は終了される。
【００５１】
　制御部１０は、ステップＳ１２にて可能と判断した場合（Ｓ１２：ＹＥＳ）、通信部１
３により受信したプロファイルを記憶部１２に記憶させる（ステップＳ１４）。受信した
プロファイルの記憶部１２への記憶の成否の結果、即ちステップＳ１２及びステップＳ１
４におけるプロファイルの登録の可否の結果（成功）を、登録要求への応答として情報端
末装置２へ送信する（ステップＳ１５）。そして制御部１０は、受信したプロファイルに
含まれる宛先情報と、設定情報とを入出力部１１の表示部１１ａに出力する（ステップＳ
１６）。
【００５２】
　ここで、複合機１の入出力部１１の表示部１１ａでの画面例を示す。図１０は、複合機
１の表示部１１ａに表示されるメイン画面の画面例を示す説明図である。図１０に示すよ
うに、メイン画面には例えば、コピー及びＦＡＸの機能に加え、「モバイル送信」という
機能夫々に対応する操作画面がタブ１１０で表示されている。表示部１１ａに表示されて
いる「モバイル送信」のタブ上のタッチパネルにユーザが触れた場合、入力部１１ｂがこ
れを検知し、制御部１０は「モバイル送信」の操作画面を表示部１１ａに表示することが
可能である。なおここでは、メイン画面を表示している待機状態から、制御部１０が通信
部１３によりプロファイルを受信した場合、制御部１０は「モバイル送信」の操作画面を
表示部１１ａに表示させる。
【００５３】
　図１１は、「モバイル送信」の操作画面例を示す説明図である。図１１に示すように、
「モバイル送信」の操作画面には、通信部１３が受信したプロファイルに含まれる宛先の
識別情報のユーザ名が、夫々アイコン１１１，１１２，１１３として選択可能に複数表示
されている。図１１に示すように、制御部１０は、複数の異なる情報端末装置２から夫々
、プロファイルを受信した場合、各プロファイルに含まれる宛先の識別情報（ここではユ
ーザ名）のリストを表示部１１ａに出力する。図１１では、ユーザＡ、ユーザＢ、及びユ
ーザＣ夫々が所有する情報端末装置２から、プロファイルが受信されている。
【００５４】
　なお、宛先の識別情報として、実施の形態１では図１１に示したようにユーザ名を利用
している。しかしながら本発明はこれに限らず、情報端末装置２を識別し得る情報であれ
ば、情報端末装置２に付与されている名称（ニックネーム）、型番、シリアル番号などの
情報であってもよいことは勿論である。
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【００５５】
　ユーザが、表示部１１ａに表示されているリスト中のユーザ名のアイコン１１１，１１
２，１１３のいずれかの上のタッチパネルに触れた場合、入力部１１ｂがこれを検知し、
制御部１０へ通知する。制御部１０は、いずれのユーザが触れられたかを特定し、特定し
たユーザが選択されたと認識し、選択されたユーザのユーザ名（宛先の識別情報）と共に
送信された設定情報を出力する。
【００５６】
　ここで例えば「ユーザＣ」であるユーザが、自身の操作によって情報端末装置２から送
信したプロファイルに従って、所望の原稿を読み取った画像データを情報端末装置２にて
受信すべく、図１１のリスト中の「ユーザＣ」のアイコン１１３上のタッチパネルに触れ
たとする。
【００５７】
　図１２は、設定情報の表示例を示す説明図である。図１２には、「ユーザＣ」が所有す
る情報端末装置２にて受信する画像データの設定情報が表示されている。図１２に示され
る例では、制御部１０は、「ユーザＣ」が所有する情報端末装置２に対応する設定情報と
して、解像度は２００ｄｐｉ、カラー／モノクロ設定はカラー、ファイルタイプはｐｄｆ
ファイルという内容が出力され、表示されている。解像度、カラー／モノクロ設定、及び
ファイルタイプは、受信した設定情報の内容から夫々変更できるように、選択肢を表示す
るためのプルダウンメニュー１１４，１１５，１１６で表示されている。
【００５８】
　なお、複合機１の制御部１０は、ステップＳ１６にて、受信したプロファイルに含まれ
る宛先の識別情報及び設定情報を出力するに際し、図１０のメイン画面を表示させている
状態から、図１１に示した画面例を省略し、図１２に示した画面例を直接的に表示させる
ようにすればよい。制御部１０は、プロファイルを受信してから一定期間は図１２の画面
を表示させ、一定期間経過後は図１０のメイン画面に戻り、ユーザによるタブ選択操作に
よって図１１及び図１２の画面例に示すような画面を表示するようにすればよい。
【００５９】
　また、制御部１０は図１０のメイン画面を表示させている状態から、プロファイルを受
信した場合に、プロファイルを受信したこと、及び受信したプロファイルの宛先情報を、
メイン画面の空き領域に出力させてもよい。図１３は、複合機１のメイン画面の他の一例
である。図１３の例では、図１０に示したメイン画面の空き領域にプロファイルを受信し
たこと及び受信したプロファイルの宛先情報の内、ユーザ名を出力した例である。図１３
には、プロファイル内の設定情報を変更するための設定アイコン１１７が表示されている
。また、制御部１０はプロファイルを受信した場合、プロファイルを受信したことをメイ
ン画面に重畳させて出力し、直ちにスタートできるよう、スタートアイコン等を表示させ
るようにしてもよい。図１４は、複合機１のメイン画面の他の一例を示す説明図である。
図１４の例では、図１０に示したメイン画面に重畳させて、プロファイルを受信したこと
及び受信したプロファイルの宛先情報の内、ユーザ名が出力されており、更にスタートア
イコン１１８及び設定を変更するための設定アイコン１１９が表示されている。
【００６０】
　図３～図５のフローチャートに戻り説明を続ける。
　制御部１０は、出力された宛先の識別情報及び設定情報に対し、適宜、選択及び設定を
受け付ける（ステップＳ１７）。つまり、ユーザは必要な場合、図１２中の各項目を変更
することが可能である。ステップＳ１７は、あくまで必要な場合に実行されるのであって
、制御部１０は、そのまま次のステップＳ１８へ進めてもよい。
【００６１】
　制御部１０は、スキャンの実行指示がされたか否かを判断する（ステップＳ１８）。ス
テップＳ１８にて制御部１０は、入出力部１１の表示部１１ａに表示している「スタート
」アイコン（図１２参照）上のタッチパネルが触れられたか否か、入力部１１ｂにより検
知し、触れられたことが検知された場合、スキャンの実行指示がされたと判断する。
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【００６２】
　制御部１０は、スキャンの実行指示がされていないと判断した場合（Ｓ１８：ＮＯ）、
処理をステップＳ１８へ戻し、「スタート」アイコンがタッチされてスキャンの実行指示
がされたと判断するまで待機する。
【００６３】
　制御部１０は、スキャンの実行指示がされたと判断した場合（Ｓ１８：ＹＥＳ）、画像
読取部１４により、設定情報に基づきスキャン（読取）を実行し（ステップＳ１９）、設
定情報に基づき画像データを生成し（ステップＳ２０）、宛先情報に基づき情報端末装置
２へ、生成した画像データを送信する（ステップＳ２１）。
【００６４】
　情報端末装置２では、ステップＳ９にて通信部２３から、作成したプロファイルと共に
、該プロファイルの登録要求を送信した後、制御部２０は、プロファイルの登録が成功し
たか否かを判断する（ステップＳ２２）。ステップＳ２０において制御部２０は具体的に
は、プロファイルの登録要求に対する応答（成功）を複合機１から受信したか否かによっ
て判断する。制御部２０は、プロファイルの登録が失敗したと判断した場合（Ｓ２２：Ｎ
Ｏ）、エラー通知を表示部１１ａに出力し（ステップＳ２３）、処理を終了する。音声出
力によってエラー通知を行なってもよい。
【００６５】
　ステップＳ２１において制御部２０は、プロファイルの登録に成功したと判断した場合
（Ｓ２２：ＹＥＳ）、通信部２３により複合機１から画像データの受信を開始したか否か
を判断する（ステップＳ２４）。制御部２０は、画像データの受信を開始していないと判
断した場合（Ｓ２４：ＮＯ）、画像データの受信開始待機状態となる。このとき制御部２
０は、画像データの受信開始待機状態であることを示す画面を表示部２１ａに出力し（ス
テップＳ２５）、処理をステップＳ２４へ戻す。図１５は、画像データの受信開始待機状
態の画面例を示す説明図である。図１５には、スキャン（読取）実行待ちである旨の文、
及びイメージが示されている。
【００６６】
　制御部２０は、ステップＳ２１にて受信を開始したと判断した場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）
、受信した画像データを順次、一時的にＲＡＭに記憶し（ステップＳ２６）、受信が完了
したか否かを判断する（ステップＳ２７）。制御部２０は、ステップＳ２７にて受信が完
了していないと判断した場合（Ｓ２７：ＮＯ）、画像データの受信完了待機状態となる。
このとき制御部２０は、画像データの受信完了待機状態であることを示す画面を表示部２
１ａに出力し（ステップＳ２８）、処理をステップＳ２６へ戻す。図１６は、画像データ
の受信完了待機状態の画面例を示す説明図である。図１６には、スキャンデータ（画像デ
ータ）の受信中である旨の文、及びイメージが示されている。
【００６７】
　なお、ステップＳ２７において制御部２０は、受信が未完了のまま、通信が途絶する等
失敗したと判断した場合には、エラー通知を表示部１１ａに出力し（Ｓ２３）、処理を終
了する。音声出力によってエラー通知を行なってもよい。
【００６８】
　制御部２０はステップＳ２７において、受信が完了したと判断した場合（Ｓ２７：ＹＥ
Ｓ）、一時的にＲＡＭに記憶した画像データを記憶部２２のフラッシュメモリに保存する
（ステップＳ２９）。このとき制御部２０は、受信が完了したことを示す画面を表示部２
１ａに出力する（ステップＳ３０）。
【００６９】
　次に制御部２０は、複合機１へ送信したプロファイルの削除の要求を、通信部２３から
複合機１へ送信する（ステップＳ３１）。制御部２０は、複合機１へプロファイルの削除
要求中であることを示す画面を表示部２１ａに出力する（ステップＳ３２）。図１７は、
プロファイルの削除要求中の画面例を示す説明図である。図１７には、プロファイルの削
除要求中である旨の文、及びイメージが示されている。
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【００７０】
　プロファイルの削除の要求が送信された複合機１では、通信部１３がプロファイルの削
除要求を受信する（ステップＳ３３）。制御部１０は、通信部１３により受信したプロフ
ァイルの削除要求に基づき、記憶部１２に記憶したプロファイル、即ち宛先情報と設定情
報とを削除し（ステップＳ３４）、応答を情報端末装置２へ送信する（ステップＳ３５）
。
【００７１】
　情報端末装置２では、制御部２０がプロファイルの削除要求に対する応答を受信し（ス
テップＳ３６）、削除が完了した旨を表示部２１ａに出力して（ステップＳ３７）、画像
データの受信処理を終了する。
【００７２】
　上述に示した処理において、ユーザの操作が必要な処理手順は、ステップＳ７に対応し
て複合機１を選択する処理と、ステップＳ１９に対応して複合機１でスキャンをスタート
させる処理のみである。ステップＳ６においてプロファイルの設定情報を編集する処理も
必要な場合があるが、初期設定を用いる場合は必要ない。あるいは、情報端末装置２にお
いて設定情報は、不揮発性メモリである記憶部２２に保存されているから、次回からは、
自動的に、設定情報に対応する複合機１と接続が確認できれば、ステップＳ１９にてスキ
ャンを実行させるのみで、情報端末装置２用に生成された画像データを受信し、表示部２
１ａに表示させることができる。
【００７３】
　なお、ステップＳ３１～ステップＳ３７により、プロファイルに含まれる宛先情報及び
設定情報は、情報端末装置２からの要求に応じて複合機１で登録を削除する構成とした。
これは、一時的に接続される情報端末装置２用の設定であるから、当該設定情報を複合機
１で常用することはなく、一時的な設定が複合機１に恒久的に残存し、蓄積していくこと
を回避するためである。しかしながら本発明はこれに限らず、削除する処理を行なわない
構成としてもよい。家庭で用いられる複合機１が接続される局所的ネットワークで、家族
が所有する情報端末装置２へ画像データを送信するための設定など、ネットワークＮに接
続される情報端末装置２の数が少ない場合であれば、複合機１に各情報端末装置２用の宛
先情報及び設定情報が記憶されたままの状態である方が好ましい場合もある。
【００７４】
　また、ステップＳ３１～ステップＳ３７では、情報端末装置２からの削除要求に応じて
プロファイルに含まれる宛先情報及び設定情報が削除される構成とした。しかしながら本
発明はこれに限らず、例えばステップＳ２１後の複合機１にて、次のような処理を行なう
構成としてもよい。図１８は、プロファイルの削除に係る処理手順の他の一例を示すフロ
ーチャートである。図１８に示す処理手順は、図３～図５のフローチャートに示した処理
手順の内、ステップＳ３１～ステップＳ３７の代替として行なわれる。複合機１の制御部
１０は時間計測を開始し（ステップＳ４１）、例えば２０分などの一定期間が経過したか
否かを判断する（ステップＳ４２）。制御部１０は、一定期間が経過していないと判断し
た場合（Ｓ４２：ＮＯ）、処理をステップＳ４２へ戻し、一定期間が経過するまで待機す
る。制御部１０は、一定期間が経過したと判断した場合（Ｓ４２：ＹＥＳ）、記憶部１２
から記憶した宛先情報及び、対応する設定情報を削除し（ステップＳ４３）、処理を終了
する。これにより、情報端末装置２からの削除要求がなくとも、自動的に削除され、複合
機１にて記憶する宛先情報及び設定情報が過多になることを回避することができる。
【００７５】
　また、図６～図１７に示した画面例は、あくまで一例であって、他の画面構成にて実現
されてもよいことは勿論である。例えば、以下のような例が考え得る。
【００７６】
　（他の構成例）
　複合機１が従前からの機能として、スキャンによって生成した画像データを電子メール
に添付して送信、又はＦＴＰ送信する機能（スキャン送信機能）を有している場合、本発
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明による処理をスキャン送信機能に追加する形で実施するようにしてもよい。
【００７７】
　この場合、複合機１の記憶部１２には、予め、ファックス機能、電子メール通信機能、
ＦＴＰ通信機能のためのアドレス情報が記憶されている。そして複合機１の制御部１０は
、図３から図５に示した処理手順において、ステップＳ１４のプロファイルの内の宛先情
報の記憶処理を、アドレス情報への追加更新で実現する。そして制御部１０は、アドレス
情報に追加した宛先情報と共に受信した設定情報について、アドレス情報中の宛先情報と
リンクさせて記憶しておく。このとき、制御部１０は、アドレス情報の各宛先について、
送信方法又は宛先の種別を対応付けて記憶しておくとよい。従前のスキャン送信機能にお
けるアドレス情報の内、電子メールに添付して送信する宛先には、送信方法に「電子メー
ル」を対応付けて記憶し、ＦＴＰ送信の宛先には、送信方法に「ＦＴＰ」、宛先の種別に
「ＰＣ」を対応付けて記憶し、通信部１３から無線通信により送信する情報端末装置２等
の所謂スマートフォンを宛先とする場合には、宛先の種別に「モバイル」を対応付けて記
憶する。そして、ステップＳ１６にて宛先情報を出力する場合に、宛先の識別情報に、送
信方法又は宛先の種別を識別する色、又はアイコン等を共に出力することが望ましい。
【００７８】
　図１９は、複合機１の表示部１１ａに表示されるメイン画面の他の画面例を示す説明図
である。図１９に示すように、他の例におけるメイン画面には例えば、コピー及びＦＡＸ
の機能に加え、「スキャン」機能に対応する操作画面がタブ表示されている。表示部１１
ａに表示されている「スキャン」のタブ１２０上のタッチパネルにユーザが触れた場合、
入力部１１ｂがこれを検知し、制御部１０は、「スキャン」の操作画面を表示部１１ａに
表示する。
【００７９】
　図２０は、「スキャン」の操作画面の他の例を示す説明図である。図２０に示すように
、「スキャン」の操作画面には、スキャンを実行するための設定条件が表示されている。
スキャンのデフォルトとして、解像度は４００ｄｐｉ、カラーでスキャンを実行し、ファ
イルタイプはｊｐｇファイルという内容が出力され、表示されている。解像度、カラー／
モノクロ設定、及びファイルタイプは夫々変更できるように、選択肢を表示するためのプ
ルダウンメニュー１２１，１２２，１２３で表示されている。本発明を実施する上ではこ
れに加え、生成した画像データの宛先を選択するための「アドレス帳」のプルダウンメニ
ュー１２４が表示される。
【００８０】
　図２１は、図２０のプルダウンメニュー１２４内の選択肢を表示させた画面の例を示す
説明図である。図２１に示すように、宛先として、ネットワークＮ上の機器の名称に加え
、受信した情報端末装置２のプロファイルの宛先情報として「ユーザＣ」が含まれている
。また、「ユーザＣ」という宛先情報には、「モバイル」であることを示す網掛及びアイ
コンが表示されている。ユーザは、プルダウンメニュー１２４内の「ユーザＣ」上のタッ
チパネルに触れることにより、「ユーザＣ」を識別情報とする情報端末装置２へ画像デー
タを送信することを選択することができる。
【００８１】
　図２２は、図２１にて「ユーザＣ」が選択された場合の画面例を示す説明図である。図
２２では、「ユーザＣ」が選択された場合、「ユーザＣ」の宛先情報に対応付けられた設
定情報が反映され、解像度は２００ｄｐｉにて、カラーでスキャンを実行し、ｐｄｆファ
イルとして画像データを生成することが表示されている。制御部１０は、ステップＳ１６
にて設定情報を出力する処理として、選択された宛先の識別情報に対応付けられた設定情
報を出力する。なお、対応する設定情報に含まれる解像度、カラー／モノクロ設定、及び
ファイルタイプは夫々、ユーザがプルダウンメニュー１２１，１２２，１２３上のタッチ
パネルに触れることにより、変更することも可能である。
【００８２】
　このように、スマートフォン等の情報端末装置２を宛先とする送信をプルダウンメニュ
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ーから選択するのみで実現できる構成により、ユーザの操作性が更に向上する。
【００８３】
　なお、開示された実施の形態は、全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。本発明の範囲は上述の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及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００８４】
　１　複合機（画像処理装置）
　１０　制御部
　１２　記憶部
　１３　通信部
　２　情報端末装置（画像受信装置）
　２２　記憶部
　２３　通信部

【図１】 【図２】
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【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】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】
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