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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークを介してモバイル端末と通信可能な画像処理装置であって、
　原稿を読み取る読取手段と、
　少なくとも送信機能とコピー機能を含む複数の機能の中から使用する機能を選択するた
めの選択画面を操作部上に表示する表示制御手段と、
　前記無線ネットワークを介してモバイル端末から前記送信機能に関連する指示を受信す
る受信手段と、
　前記読取手段で原稿を読み取ることで得られた画像データに基づくデータを外部の宛先
に送信する送信手段と、
を有し、
　前記表示制御手段は、前記選択画面が前記操作部上に表示された状態で、前記受信手段
が前記指示を受信したことに従って、前記操作部上に表示する画面を前記選択画面から所
定の画面へ遷移させ、前記所定の画面が前記操作部上に表示された状態で、前記操作部を
介した所定のユーザ操作を受け付けたことに従って、前記操作部上に表示する画面を、前
記所定の画面から、前記送信機能で使用する送信宛先として、前記モバイル端末上の設定
画面で設定された宛先が設定された送信設定画面へ遷移させ、
　前記送信手段は、前記送信設定画面が前記操作部上に表示された状態で、前記操作部を
介して前記送信機能に関する処理を実行するユーザ操作を受け付けたことに従って、前記
データを前記送信宛先へ送信することを特徴とする画像処理装置。
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【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記選択画面とは異なる画面が表示されている状態で、前記モバ
イル端末から前記指示を受信したことに従って、前記操作部上に表示する画面を前記所定
の画面へ遷移することなく前記選択画面とは異なる画面を表示し続けることを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記選択画面とは異なる画面が表示されている状態で、前記モバ
イル端末から前記指示を受信した場合であっても、前記画像処理装置が所定の期間、ユー
ザ操作を受け付けていない状態であると判断した場合は、前記操作部上に表示される画面
を前記所定の画面へ遷移させることを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記選択画面とは異なる画面は、コピー機能に関する画面であることを特徴とする請求
項２又は３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記モバイル端末から前記指示を受信した場合であって、尚且つ、前記操作部上に表示
する画面を前記所定の画面へ遷移させない場合に、前記指示を送信したモバイル端末に対
してエラーを通知する第１の通知手段を更に備えることを特徴とする請求項２乃至４のい
ずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　ユーザ認証機能を使用するか否かを設定する設定手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記設定手段によりユーザ認証機能を使用すると設定されている
ことに従って、前記操作部上に表示されている画面に関わらず、前記モバイル端末から受
信した指示に含まれる認証情報に基づいて、前記所定の画面に遷移するか否かの処理を異
ならせることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記認証情報に対応するユーザと、前記画像処理装置にログイン中のユーザとが一致す
るか否かを判定する判定手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記設定手段によりユーザ認証機能を使用すると設定され尚且つ
、前記判定手段によって前記認証情報に対応するユーザと前記画像処理装置にログイン中
のユーザとが一致すると判定された場合に、前記指示を受信したことに従って、前記操作
部上に表示する画面を前記所定の画面へ遷移させることを特徴とする請求項６に記載の画
像処理装置。
【請求項８】
　前記所定の画面には、前記送信設定画面に遷移するための表示アイテムが含まれており
、前記所定のユーザ操作は、前記送信設定画面に遷移するための表示アイテムを選択する
ユーザ操作であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項９】
　前記所定の画面には、前記指示に基づくデータ送信をキャンセルするための表示アイテ
ムが含まれており、
　前記データ送信をキャンセルするための表示アイテムを選択するユーザ操作が受け付け
られたことに従って、前記指示を送信したモバイル端末に対して前記指示に基づくデータ
送信がキャンセルされたことを通知する第２の通知手段を更に備えることを特徴とする請
求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記送信宛先はファクシミリ番号であり、前記送信手段は当該ファクシミリ番号に基づ
いてファクス装置にファクシミリデータを送信することを特徴とする請求項１乃至９のい
ずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　無線ネットワークを介してモバイル端末と通信可能な画像処理装置の制御方法であって
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、
　読取部を介して原稿を読み取る読取工程と、
　少なくとも送信機能とコピー機能を含む複数の機能の中から使用する機能を選択するた
めの選択画面を操作部上に表示する表示制御工程と、
　前記無線ネットワークを介してモバイル端末から前記送信機能に関連する指示を受信す
る受信工程と、
　前記読取工程で原稿を読み取ることで得られた画像データに基づくデータを外部の宛先
に送信する送信工程と、
を有し、
　前記表示制御工程は、前記選択画面が前記操作部上に表示された状態で、前記受信工程
により前記指示が受信されたことに従って、前記操作部上に表示する画面を前記選択画面
から所定の画面へ遷移させ、前記所定の画面が前記操作部上に表示された状態で、前記操
作部を介した所定のユーザ操作を受け付けたことに従って、前記操作部上に表示する画面
を、前記所定の画面から、前記送信機能で使用する送信宛先として、前記モバイル端末上
の設定画面で設定された宛先が設定された送信設定画面へ遷移させ、
　前記送信工程は、前記送信設定画面が前記操作部上に表示された状態で、前記操作部を
介して前記送信機能に関する処理を実行するユーザ操作を受け付けたことに従って、前記
データを前記送信宛先へ送信することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像処理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、情報処理装置等から受信した指示に従って、原稿画像を読み取って送信する
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報処理装置としてのクライアントコンピュータで生成した画像データを、ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介してファックス装置に送信し、ファッ
クス装置からファックス送信する機能が知られている。この機能を用いる場合、ファック
ス送信の宛先はクライアントコンピュータ側でユーザが指定することが可能である。
【０００３】
　一方、クライアントコンピュータ側で画像データを準備せず、ユーザが指定した宛先の
みをファックス装置に通知し、ファックス装置側で原稿を読み取って生成した画像データ
を、指定された宛先にファックス送信する機能も知られている（特許文献１）。
【０００４】
　例えば、クライアントコンピュータで生成したカバーページと、ファックス装置で本文
原稿を読み取って得られる画像データの両方を、ファックス送信したい場合が考えられる
。このとき、クライアントコンピュータから送信された、ファックスの宛先情報とカバー
ページ情報とに基づきファックス装置でジョブを生成し、そのジョブの実行の際に、スキ
ャンした本文原稿の読み取り画像を付加して送信することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２８８６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、クライアントコンピュータからの送信指示に基づきファックス装置でジョブ
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を生成したときに、別のユーザがファックス装置を操作している場合がある。すると、ク
ライアントコンピュータから指示されたジョブに対して、別のユーザが誤って操作を行っ
てしまう可能性がある。このような、別のユーザによる誤操作は回避する必要がある。
【０００７】
　ここで、ファックス装置がユーザ認証機能を用いてユーザ管理をしている場合、クライ
アントコンピュータからファックス装置にジョブ生成指示を送信する際に、ユーザの認証
情報を一緒に送信することで、ファックス装置側でユーザ認証を行える。ユーザ認証を利
用すれば、ファックス装置側では、ファックス装置を操作しているユーザと、クライアン
トコンピュータからジョブ生成指示を送信したユーザとを判別できるので、誤操作は回避
される。しかし、ファックス装置でユーザ認証の機能を用いることが必須となるのは使い
勝手が良くない。
【０００８】
　本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、ユー
ザ認証の利用の有無にかかわらず、原稿画像の読取送信処理に関し、処理を指示したユー
ザとは別のユーザによる誤操作を抑止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明は、無線ネットワークを介してモバイル端末と通信可
能な画像処理装置であって、原稿を読み取る読取手段と、少なくとも送信機能とコピー機
能を含む複数の機能の中から使用する機能を選択するための選択画面を操作部上に表示す
る表示制御手段と、前記無線ネットワークを介してモバイル端末から前記送信機能に関連
する指示を受信する受信手段と、前記読取手段で原稿を読み取ることで得られた画像デー
タに基づくデータを外部の宛先に送信する送信手段と、を有し、前記表示制御手段は、前
記選択画面が前記操作部上に表示された状態で、前記受信手段が前記指示を受信したこと
に従って、前記操作部上に表示する画面を前記選択画面から所定の画面へ遷移させ、前記
所定の画面が前記操作部上に表示された状態で、前記操作部を介した所定のユーザ操作を
受け付けたことに従って、前記操作部上に表示する画面を、前記所定の画面から、前記送
信機能で使用する送信宛先として、前記モバイル端末上の設定画面で設定された宛先が設
定された送信設定画面へ遷移させ、前記送信手段は、前記送信設定画面が前記操作部上に
表示された状態で、前記操作部を介して前記送信機能に関する処理を実行するユーザ操作
を受け付けたことに従って、前記データを前記送信宛先へ送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ユーザ認証の利用の有無にかかわらず、原稿画像の読取送信処理に関
し、処理を指示したユーザとは別のユーザによる誤操作を抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像形成システムを含むネットワークの全体構成を示す図である。
【図２】ＭＦＰのハードウェア構成図である。
【図３】ＭＦＰのソフトウェア構成図である。
【図４】タブレット型端末のハードウェア構成図である。
【図５】第１の送信処理の指示を送信しようとする際に表示されるファックス送信アプリ
ケーションの操作画面の一例を示す図である。
【図６】第１の送信処理を指示する場合の処理のシーケンスを示す図である。
【図７】原稿スキャン受け付け画面を示す図である。
【図８】データ管理アプリケーションの操作画面の一例を示す図である。
【図９】第２の送信処理の指示を送信しようとする際に表示されるファックス送信アプリ
ケーションの操作画面の一例を示す図である。
【図１０】第２の送信処理を指示する場合の処理のシーケンスを示す図である。
【図１１】スキャンコマンド受け付け判定処理を示すフローチャートである。



(5) JP 6407004 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

【図１２】操作部に表示される画面の遷移を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。なお、以下の実施の形態は特許
請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施の形態で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る画像形成システムを含むネットワークの全体構成
を示す図である。本実施の形態では、画像形成装置としてＭＦＰ（Multi-Function-Perip
heral）１０３を例示する。情報処理装置の一例であるタブレット型端末１０１は、無線
ネットワークルータ（無線アクセスポイント）１０２を介してＭＦＰ１０３と通信する端
末装置である。ＭＦＰ１０３は、画像処理装置の一例であるが、ＭＦＰ１０３単体を画像
処理システムと称しても良いし、ＭＦＰ１０３とタブレット型端末１０１を含む全体を画
像処理システムと称しても良い。タブレット型端末１０１と無線ネットワークルータ１０
２とは無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続されている。ＭＦＰ
１０３と無線ネットワークルータ１０２とは有線ＬＡＮで接続されている。また、ＭＦＰ
１０３は、公衆回線網（ＰＳＴＮ）にも接続されている。
【００１４】
　なお、タブレット型端末１０１とＭＦＰ１０３との通信経路は上述したものに限らない
。例えば、タブレット型端末１０１と無線ネットワークルータ１０２とが有線ＬＡＮで接
続されていても良い。また、ＭＦＰ１０３と無線ネットワークルータ１０２とが無線ＬＡ
Ｎで接続されていても良い。更に、タブレット型端末１０１とＭＦＰ１０３とが同一ネッ
トワークに接続されていても良い。なお、タブレット型端末１０１、ＭＦＰ１０３はそれ
ぞれ、複数が存在していてもよい。以降、タブレット型端末１０１を「端末１０１」と略
記することもある。なお、端末１０１の形態はタブレット型であることは必須でなく、据
え置き型であってもよい。
【００１５】
　図２は、ＭＦＰ１０３のハードウェア構成図である。制御部２１０は、制御手段として
のＣＰＵ２１１を有し、ＭＦＰ１０３全体の動作を制御する。ＣＰＵ２１１は、ＲＯＭ２
１２に記憶された制御プログラムを読み出して、読取／印刷／通信などの各種制御を行う
。ＲＡＭ２１３は、ＣＰＵ２１１の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用い
られる。なお、ＭＦＰ１０３は１つのＣＰＵ２１１が１つのメモリ（ＲＡＭ２１３または
ＨＤＤ２１４）を用いて後述するフローチャートに示す各処理を実行するものとするが、
他の態様であっても構わない。例えば、複数のＣＰＵや複数のＲＡＭまたはＨＤＤが協働
してフローチャートに示す各処理を実行するようにすることもできる。
【００１６】
　ＨＤＤ２１４は、画像データや各種プログラムを記憶する。操作部Ｉ／Ｆ２１５は、操
作手段としての操作部２２０と、制御部２１０とを接続する。操作部２２０には、タッチ
パネル機能を有する液晶表示部やキーボードなどが備えられており、ユーザによる操作／
入力／指示を受け付ける受付手段としての役割を担う。
【００１７】
　プリンタＩ／Ｆ２１６は、プリンタ２２１と制御部２１０とを接続する。プリンタ２２
１で印刷すべき画像データはプリンタＩ／Ｆ２１６を介して制御部２１０から転送され、
プリンタ２２１により記録媒体上に印刷される。スキャナＩ／Ｆ２１７は、読取手段とし
てのスキャナ２２２と、制御部２１０とを接続する。スキャナ２２２は、原稿上の画像を
読み取って画像データを生成し、スキャナＩ／Ｆ２１７を介して画像データを制御部２１
０に入力する。
【００１８】
　モデムＩ／Ｆ２１８は、モデム２２３と制御部２１０とを接続する。モデム２２３は、
ＰＳＴＮに接続され、図示しないファックス装置との間における画像データのファックス
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通信を実行する。受信手段としてのネットワークＩ／Ｆ２１９は、制御部２１０（ＭＦＰ
１０３）を有線ＬＡＮに接続する。ＭＦＰ１０３は、ネットワークＩ／Ｆ２１９を用いて
外部装置との間で画像データや各種情報を送受信することができる。
【００１９】
　図３は、ＭＦＰ１０３のソフトウェア構成図である。図３において実線で示した各部は
、ＣＰＵ２１１がＲＯＭ２１２またはＨＤＤ２１４に記憶されたプログラムを読み出して
実行することにより実現されるソフトウェアモジュールである。ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）部３０１は、操作部２２０（図２）を介して各種情報をユーザに提供する
とともに、ユーザからの各種指示を受け付ける。Ｊｏｂ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ部（ジョ
ブコントローラ部）３０２は、コピーやプリント、ファックスなどのジョブを受け付け、
受け付けたジョブの実行を制御する。Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｔａｃｋ部（プロトコルスタ
ック部）３０４は、ＴＣＰ／ＩＰやＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの各種ネットワークプロトコルを保持する。
【００２０】
　本実施の形態において、端末１０１から送信される画像データは、Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
Ｓｔａｃｋ部３０４に保持されたネットワークプロトコルに従い、ネットワークＩ／Ｆ２
１９を介して受信される。受信された画像データは、Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ部（イメージ
ファイル部）３０３によって格納される。Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ部３０３は、ＲＡＭ２１
３やＨＤＤ２１４に格納された画像データを管理するソフトウェアモジュールである。
【００２１】
　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ部３０３には、ネットワークＩ／Ｆ２１９を介して受信した画像
データだけでなく、スキャナ２２２によって生成された画像データも格納される。スキャ
ナ２２２による画像データの生成は、Ｓｃａｎ部（スキャン部）３０６によって制御され
る。Ｆａｘ部（ファックス部）３０５は、モデム２２３を介したファックス通信を制御す
る。ＭＦＰ１０３からのファックス送信を行う場合は、Ｆａｘ部３０５が、Ｉｍａｇｅ　
Ｆｉｌｅ部３０３に格納されている画像データを読み出して送信する。
【００２２】
　ＯＳ部（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ部）３０８は、各モジュールやタスクを調
整し、ＭＦＰ１０３のソフトウェア全体を管理する。ＯＳ部３０８には、Ｄｅｖｉｃｅ　
Ｄｒｉｖｅｒ部（デバイスドライバ部）３０７が組み合わされている。Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄ
ｒｉｖｅｒ部３０７は、スキャナ２２２やモデム２２３などのハードウェアデバイスを制
御する。
【００２３】
　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ部（認証部）３０９は、ユーザ認証を制御するモジュー
ルである。ユーザ認証機能は、有効と無効とに切り替えることが可能となっている。ＭＦ
Ｐ１０３においてユーザ認証機能が有効にされている場合、ユーザは、操作部２２０を介
して、ユーザ名及びパスワードから成る認証情報を入力するログイン操作を行う必要があ
る。Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ部３０９は、入力された認証情報を予め登録された認
証情報と照合して認証の成否を判断し、認証可（成功）となった場合にのみ、そのユーザ
はＭＦＰ１０３を使用することができる。なお、ＭＦＰ１０３において、ユーザ認証機能
が無効になっている場合、ログイン操作及び、Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ部３０９に
よる認証無しに、ユーザはＭＦＰ１０３を使用することができる。
【００２４】
　図４は、端末１０１のハードウェア構成図である。ＣＰＵ４１１を含む制御部４１０は
、端末１０１全体の動作を制御する。ＣＰＵ４１１は、メモリ４１２に記憶された制御プ
ログラムを読み出して各種制御を行う。また、メモリ４１２は、ＣＰＵ４１１の主メモリ
、ワークエリア等の一時記憶領域としても用いられる。なお、端末１０１は１つのＣＰＵ
４１１が１つのメモリ４１２を用いて各処理を実行するものとするが、他の態様であって
も構わない。例えば、複数のＣＰＵや複数のメモリが協働して各処理を実行するようにす
ることもできる。
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【００２５】
　操作部Ｉ／Ｆ４１３は、操作部４２０と制御部４１０とを接続する。操作部４２０には
、タッチパネル機能を有する液晶表示部が備えられており、ユーザによる操作、入力、指
示等を受け付ける受付部としての役割を担う。ネットワークＩ／Ｆ４１４は、制御部４１
０（端末１０１）を無線ＬＡＮに接続する。端末１０１は、ネットワークＩ／Ｆ４１４を
用いて外部装置に画像データや情報を送信したり、各種情報を受信したりすることができ
る。
【００２６】
　本実施の形態において、端末１０１からＭＦＰ１０３に対して送信され、ネットワーク
Ｉ／Ｆ２１９によって受信される指示には、少なくとも、第１の送信処理（読取送信処理
）の指示と第２の送信処理の指示とがある。第１の送信処理の指示は、ＭＦＰ１０３にお
いて、スキャナ２２２に原稿を読み取らせ、それにより生成された画像データを、Ｆａｘ
部３０５及びモデム２２３によってファックス送信させる指示である。一方、第２の送信
処理の指示は、端末１０１側で用意した画像データを、ＭＦＰ１０３において、送信手段
（Ｆａｘ部３０５及びモデム２２３）によってファックス送信させる指示である。
【００２７】
　図５は、端末１０１に表示されるファックス送信アプリケーションの操作画面の一例を
示す図である。ファックス送信アプリケーションは、インターネット上のサーバからダウ
ンロードして端末１０１に追加インストールすることが可能なアプリケーションであり、
ＯＳ部３０８上で操作するソフトウェアである。ファックス送信アプリケーションを用い
ることにより、ＭＦＰ１０３にファックス送信を行わせるための設定を端末１０１側で行
うことができる。後述する端末１０１の動作はファックス送信アプリケーションからの指
示に基づいて実行される。
【００２８】
　特に、図５に示す操作画面は、端末１０１のユーザが第１の送信処理の指示を送信しよ
うとする際に操作部４２０に表示される。端末１０１において、所定の操作によってファ
ックス送信アプリケーションが起動されると、図５に示す操作画面が表示される。この操
作画面において、設定欄５０１は、ファックス送信を実行させるＭＦＰを設定する欄であ
る。ＭＦＰが複数存在する場合に、設定欄５０１によって１つのＭＦＰが選択される。す
なわち、ユーザが設定欄５０１にタッチすると、端末１０１が周囲にあるＭＦＰを検索し
、見つかったＭＦＰが一覧表示される。ユーザは、表示されたＭＦＰからファックス送信
を実行させるＭＦＰを選択することができる。
【００２９】
　設定欄５０２は、ファックス送信の宛先となる電話番号（ファックス番号）を設定する
欄である。ユーザは、端末１０１に表示されるソフトキーボードを用いて電話番号を入力
しても良いし、端末１０１に記憶されているアドレス帳を参照して電話番号を選択しても
良い。
【００３０】
　設定欄５０３は、ＭＦＰ１０３のスキャナ２２２を用いて実行するスキャン処理（読取
処理）の詳細設定を行う欄である。ユーザが設定欄５０３をタッチすると、解像度や原稿
サイズ、カラー／モノクロなどの読取パラメータを指定するための画面が表示され、端末
１０１はこの画面を介してユーザからスキャン設定を受け付ける。
【００３１】
　ファックス送信キー５０４は、ＭＦＰ１０３に対してファックス送信の実行を指示する
ためのキーである。設定欄５０１、５０２、５０３での設定が済んだ後にファックス送信
キー５０４が押下されると、端末１０１とＭＦＰ１０３との通信が開始される。
【００３２】
　図６は、端末１０１が第１の送信処理を指示する場合の、端末１０１とＭＦＰ１０３と
の間における処理のシーケンスを示す図である。
【００３３】
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　ステップＳ６０１では、端末１０１は、図５に示した操作画面を介してユーザからの設
定を受け付ける。ステップＳ６０２では、端末１０１は、ジョブ生成のためのコマンドを
ＭＦＰ１０３に送信する。このコマンドには、端末１０１を操作しているユーザの認証情
報が付加されているものとする。このコマンドを受けたＭＦＰ１０３は、ステップＳ６０
３で、レスポンスＯＫを端末１０１に応答する。
【００３４】
　ステップＳ６０４では、端末１０１は、スキャンの実行を指示するスキャンコマンドを
ＭＦＰ１０３に送信する。このスキャンコマンドを受信したＭＦＰ１０３は、ステップＳ
６０５で、スキャンコマンドを受け付け可能かどうか判定する。このスキャンコマンド受
け付け判定処理については図１１で後述する。スキャンコマンドを受け付け可能か否かの
判定は、第１の送信処理の受け付けの可否の判定と同じ意味である。これから説明するよ
うに、判定の結果、受け付けを許可した場合は第１の送信処理が実行され、許可されない
場合は第１の送信処理は実行されない。スキャンコマンドを受け付け可能な場合、処理は
ステップＳ６０６に進み、受け付け不能な場合、処理はステップＳ６１５に進む。
【００３５】
　ステップＳ６０６では、ＭＦＰ１０３は、レスポンスＯＫを端末１０１に応答する。次
にステップＳ６０７では、端末１０１は、ジョブ終了のためのコマンドをＭＦＰ１０３に
送信する。このコマンドを受けたＭＦＰ１０３は、ステップＳ６０８で、レスポンスＯＫ
を端末１０１に応答する。ＭＦＰ１０３は、端末１０１からのジョブ通信を受信し終わる
と、ステップＳ６０９で、原稿スキャンを受け付けたことを示す原稿スキャン受け付け画
面（図７）を操作部２２０に表示する。
【００３６】
　図７に示すように、原稿スキャン受け付け画面には、読み取りを行うボタン７０１とキ
ャンセルボタン７０２とが表示される。次に、ステップＳ６１０では、ユーザが、読み取
りを行うボタン７０１を押下選択すると、ＭＦＰ１０３は、ステップＳ６１１で操作部２
２０にスキャン設定画面を表示する。従って、第１の送信処理におけるスキャンの開始の
ための設定へと処理が移行することになる。一方、キャンセルボタン７０２が押下選択さ
れると、ＭＦＰ１０３は、その旨を示すレスポンスを端末１０１に送信する。
【００３７】
　このスキャン設定画面は図示しないが、図５の操作画面で設定欄５０３が選択された場
合に表示されるのと同様の内容を表示する画面である。ステップ６１２で、ユーザがスキ
ャン設定画面の項目を設定し、スキャン実行開始を指示すると、ステップＳ６１３で、Ｍ
ＦＰ１０３は、スキャン設定画面で設定された項目に従いスキャンを行う。具体的には、
ＣＰＵ２１１がスキャナ２２２を制御して、原稿を読み取らせ画像データを生成させる。
スキャン処理は、図５の設定欄５０３に設定された内容に従うが、ステップＳ６１１で表
示したスキャン設定画面で設定内容が変更された場合は、変更後の設定に従うものとする
。そして、ステップＳ６１４で、ＭＦＰ１０３は、スキャンして生成された画像データの
ファックス送信を行う。具体的には、ＣＰＵ２１１がＦａｘ部３０５及びモデム２２３を
制御して、画像データをファックス送信させる。このファックス送信の宛先は、図５の設
定欄５０２で設定された電話番号である。
【００３８】
　一方、ステップＳ６０５の判定の結果、スキャンコマンドの受け付けが不可能だった場
合は、ＭＦＰ１０３は、ステップＳ６１５で、受け付け不可能であることを示すＢｕｓｙ
をレスポンスとして端末１０１に返す。端末１０１はＢｕｓｙを受けると、ステップＳ６
１６で一定時間を待ってから再度、スキャンコマンドを送信する。ＭＦＰ１０３は、ステ
ップＳ６１７で再度、スキャンコマンドの受け付け可否の判定を行い、その判定結果をス
テップＳ６１５またはステップＳ６１８で返す。
【００３９】
　端末１０１は、スキャンコマンドの受け付けが許可されるまで、スキャンコマンド送信
を繰り返す。受け付けが許可されると、処理はステップＳ６０６に移行する。ただし、繰



(9) JP 6407004 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

り返しの送信回数が所定の回数を超えた場合や、送信を繰り返している総時間が所定の時
間を超えた場合は、エラーが通知されるようにしてもよい。
【００４０】
　以上のように、ＭＦＰ１０３は、端末１０１からスキャンコマンドを含むファックス送
信ジョブが指示されると、スキャンコマンドの受け付け可否を判定する。そして、受け付
け可能な場合に、ＭＦＰ１０３は操作部２２０に原稿スキャン受け付け画面（図７）を表
示させ、ユーザのスキャン実行指示を待って、ＭＦＰ１０３で原稿をスキャンし、それに
より得られた画像データをファックス送信する。前述のように、第１の送信処理では、Ｍ
ＦＰ１０３によるスキャンで得られた画像データがファックス送信される。これに対し、
端末１０１側で用意した画像データをＭＦＰ１０３からファックス送信する第２の送信処
理を、図８～図１０で説明する。
【００４１】
　図８は、端末１０１に表示されるデータ管理アプリケーションの操作画面の一例を示す
図である。端末１０１には、ネットワーク上からダウンロードした画像データや端末１０
１に備えられたカメラ機能を用いて撮影した画像データが記憶されている。これらの画像
データは、端末１０１にインストールされたデータ管理アプリケーションを用いて順次切
り替えて表示することが可能である。図８の操作画面は、記憶されている画像データの一
つが表示された様子を示している。
【００４２】
　図８の操作画面において、ユーザが操作キー８０１を押下すると、現在表示されている
画像データに対して実行する機能を選択する画面が表示される。この画面には、メール送
信アプリケーションや印刷アプリケーションなどの他に、上述したファックス送信アプリ
ケーションが選択候補として表示される。これらの選択候補のうち、ユーザがファックス
送信アプリケーションを選択すると、図９に示す操作画面に切り替わる。なお、上記の各
アプリケーションは、インターネット上のサーバからダウンロードして端末１０１に追加
インストールすることが可能である。
【００４３】
　図９は、端末１０１のユーザが第２の送信処理の指示を送信しようとする際に操作部４
２０に表示される、ファックス送信アプリケーションの操作画面の一例を示す図である。
この操作画面において、設定欄９０１、９０２、９０３は、それぞれ図５で説明した設定
欄５０１、５０２、５０４と同様である。
【００４４】
　図１０は、端末１０１が第２の送信処理を指示する場合の、端末１０１とＭＦＰ１０３
との間における処理のシーケンスを示す図である。
【００４５】
　端末１０１は、ステップＳ１００１で、図８の操作画面を介してユーザからの画像選択
を受け付け、ステップＳ１００２で、図９の操作画面を介してユーザからの設定を受け付
ける。端末１０１は、ステップＳ１００３で、ジョブ生成のためのコマンドをＭＦＰ１０
３へ送信する。このコマンドを受けたＭＦＰ１０３は、ステップＳ１００４でレスポンス
ＯＫを端末１０１に応答する。
【００４６】
　ステップＳ１００５では、端末１０１は、画像コマンドをＭＦＰ１０３へ送信する。こ
の画像コマンドには、ＭＦＰ１０３からファックス送信すべき画像データが含まれる。こ
の画像データは、端末１０１で取得されたものであり、図８の操作画面に表示されていた
ものである。画像コマンドを受けたＭＦＰ１０３は、ステップＳ１００６でレスポンスＯ
Ｋを端末１０１に応答する。
【００４７】
　ステップＳ１００７では、端末１０１は、ジョブ終了のためのコマンドをＭＦＰ１０３
に送信する。このコマンドを受けたＭＦＰ１０３は、ステップＳ１００８でレスポンスＯ
Ｋを端末１０１に応答する。ＭＦＰ１０３は、ステップＳ１００９では、端末１０１から
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受信した画像データをファックス送信する。このファックス送信の宛先は、設定欄９０２
に設定された電話番号である。
【００４８】
　このようにして、端末１０１で設定された内容に従って、端末１０１からＭＦＰ１０３
に送信した画像データを、ＭＦＰ１０３からファックス送信する処理（第２の送信処理）
が行われる。第２の送信処理では、ＭＦＰ１０３側でのスキャン処理が実行されない。こ
のため、第１の送信処理とは異なり、ユーザによるＭＦＰ１０３の操作を待つ必要はなく
、ファックス送信処理が速やかに実行される。
【００４９】
　図１１は、スキャンコマンド受け付け判定処理を示すフローチャートである。図１１の
フローチャートに示す各動作（ステップ）は、ＭＦＰ１０３において、制御部２１０のＣ
ＰＵ２１１がＲＯＭ２１２に記憶された制御プログラムを実行することにより実現される
。この処理は、端末１０１が第１の送信処理を指示したことで、ＭＦＰ１０３が端末１０
１からスキャンコマンドを受信した場合に、図６のステップＳ６０５で実行される。
【００５０】
　まず、ステップＳ１１０１では、ＣＰＵ２１１は、ＭＦＰ１０３のユーザ認証機能が有
効であるか否かを判別する。その判別の結果、ＣＰＵ２１１は、認証機能が有効である場
合は処理をステップＳ１１０５に進める一方、無効である場合処理をステップＳ１１０２
に進める。
【００５１】
　ステップＳ１１０５では、ＣＰＵ２１１は、端末１０１から（図６のステップＳ６０２
で）送られた、ジョブ生成のためのコマンドに付加された認証情報と、現在ログイン中の
ユーザの認証情報とが一致するか否かを判別する。その判別の結果、両認証情報が一致す
る場合は、認証が成功したので、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ１１０４に進み、スキャン
コマンドの受け付けを可能とする。従って、第１の送信処理の受け付けは許可される。一
方、両認証情報が一致しなかった場合は、認証が成功しなかったので、ＣＰＵ２１１は、
ステップＳ１１０３に進み、スキャンコマンドの受け付けを不可能とする。従って、第１
の送信処理の受け付けは許可されない。ステップＳ１１０３、Ｓ１１０４の処理後は、図
１１の処理は終了する。
【００５２】
　ステップＳ１１０２では、ＣＰＵ２１１はまず、スキャンコマンドを受信した際の操作
部２２０の操作状態を判別する。具体的にはＣＰＵ２１１は、ＭＦＰ１０３の操作部２２
０にトップ画面が表示されていることまたは、最後に操作部２２０が操作されてから一定
時間が経過していることの、少なくともいずれかが成立するという条件を満たすか否かを
判別する。なお、一定時間の長さに限定はない。ここで、トップ画面は、操作部２２０に
表示されている画面であって、コピー、スキャン、ファックスなどの各ファンクションを
利用するための画面である。これについて図１２で説明する。
【００５３】
　図１２は、操作部２２０に表示される画面の遷移を示した図である。ホーム画面１２０
１は、ＭＦＰ１０３で実行するファンクションを選択するための機能選択画面である。ホ
ーム画面１２０１において、コピーボタン１２０７が選択されるとコピー画面１２０２に
切り替わる。スキャンボタン１２０８が選択されるとスキャン画面１２０３に切り替わる
。ファックスボタン１２０９が選択されるとファックス画面１２０４に切り替わる。前述
したトップ画面には、ホーム画面１２０１のような各ファンクションを選択する画面と、
各ファンクションの画面１２０２～１２０４が該当する。
【００５４】
　なお、コピー画面１２０２のカラーモード表示領域１２１０が選択されると、カラーモ
ード選択画面１２０５に切り替わる。このカラーモード選択画面１２０５のように、選択
された機能に関するパラメータを設定するための画面は、トップ画面には含まれない。な
お、ファンクションのパラメータを設定する際に、画面を切り替えずに表示されるポップ
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アップ表示もトップ画面には含まれない。
【００５５】
　ステップＳ１１０２の判別の結果、上記条件を満たす場合は、操作部２２０の操作状態
としては、ジョブ生成のためのコマンドを送信した送信元のユーザとは異なる別のユーザ
による操作中ではないと判断できる。そこでＣＰＵ２１１は、スキャンコマンドの受け付
けを可能とし、第１の送信処理の受け付けを許可する（ステップＳ１１０４）。一方、ス
テップＳ１１０２の判別の結果、操作部２２０にトップ画面が表示されておらず且つ、操
作部２２０の操作が一定時間以上継続して無い場合は、上記条件を満たさない。この場合
、ジョブ生成のためのコマンドを送信した送信元のユーザとは異なる別のユーザによる操
作中の可能性があると判断できる。そこでＣＰＵ２１１は、スキャンコマンドの受け付け
を不可能とし、第１の送信処理の受け付けを許可しない（ステップＳ１１０３）。
【００５６】
　このように、ＭＦＰ１０３においてユーザ認証が有効になっていない場合であっても、
ＣＰＵ２１１は、他のユーザによるＭＦＰ１０３の操作状態に応じて、第１の送信処理の
受け付け可否を判定する。そして、他のユーザ操作中には第１の送信処理を受け付けない
ことで、他のユーザによる誤操作が防止される。なお、何を操作状態と定義するか、ある
いは、操作状態の判定手法については、例示したものに限定されるものではない。
【００５７】
　本実施の形態によれば、ＭＦＰ１０３は、タブレット型端末１０１から第１の送信処理
の指示を受信した場合に、操作部２２０の操作状態に基づいて、第１の送信処理の受け付
けの可否を判定する。そしてその判定の結果、受け付けを許可した場合は、ＣＰＵ２１１
は、スキャナ２２２を制御して原稿を読み取らせ画像データを生成させると共に、Ｆａｘ
部３０５及びモデム２２３を制御して、画像データをファックス送信させる。しかし、受
け付けを許可しなかった場合は、ＣＰＵ２１１は、第１の送信処理を実行しない。
【００５８】
　これにより、ユーザ認証の利用の有無にかかわらず、原稿画像の第１の送信処理（読取
送信処理）に関し、処理を指示したユーザとは別のユーザによる誤操作を抑止することが
できる。特に、第１の送信処理の指示元のユーザを認証する認証機能を有しない場合や、
認証機能を有していても無効である場合においても、操作部２２０の操作状態に基づく第
１の送信処理の受け付けの可否の判定は行われる。従って、認証機能が利用できない状況
であっても、別のユーザによる誤操作を抑止することができる。従って、複数のユーザが
ＭＦＰ１０３を共有して使用する場合であっても、ユーザ認証機能を必須とすることなく
、他のユーザによるＭＦＰ１０３の操作よる原稿読み取り送信ジョブの誤操作防止のしく
みが提供される。
【００５９】
　一方、認証機能が有効である場合は、操作部２２０の操作状態にかかわらず、認証機能
による認証の結果に基づいて第１の送信処理の受け付けの可否が判定されるので、認証の
成功により第１の送信処理に速やかに移行できる。
【００６０】
　また、ＣＰＵ２１１は、受け付けを許可しなかった場合には、受け付けを許可しなかっ
た旨を示す情報を、指示の送信元に対して、Ｂｕｓｙをレスポンスとして返送する（図６
のステップＳ６１５）。これにより、第１の送信処理が実行されないことを通知すること
ができる。
【００６１】
　（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００６２】
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　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。
【符号の説明】
【００６３】
　１０３　ＭＦＰ
　２１１　ＣＰＵ
　２１０　制御部
　２１９　ネットワークＩ／Ｆ
　２２０　操作部
　２２２　スキャナ
　２２３　モデム
　３０５　Ｆａｘ部
 

【図１】
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