
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを送信する送信方式を複数種類の送信方式から設定する送信方式設定手段と
、
　送信する画像データの画質を、複数種類の送信方式に対して共通化されている指標とし
て設定する画質設定手段と、
　上記送信方式ごとに各画質の指標に対応する解像度があらかじめ設定されており、上記
送信方式設定手段で設定された送信方式及び上記画質設定手段で設定された画質の指標の
組合せに基づいて、送信する画像データの解像度を設定する解像度設定手段と、
　上記解像度設定手段で設定された解像度に基づいて、上記送信方式設定手段で設定され
た送信方式に適した形態に画像データを加工する画像データ加工手段とを備え

ことを特徴とする画像送信
装置。
【請求項２】
　上記解像度設定手段は、上記の各送信方式ごとに適した範囲の解像度を、上記画質につ
いての上記複数種類の送信方式に共通の指標に対応づけて格納した解像度設定テーブルを
参照することを特徴とする請求項１に記載の画像送信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、画像送信装置に関し、さらに詳しくは、複数種類の符号化方式を具備し、画像
データを指定の符号化方式で符号化して送信する画像送信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、複数の送信モードを有する画像送信装置として、公開特許公報「特開平６－１１３
１４６号公報（公開日：平成６年（１９９４）４月２２日）」に開示されたカラー・ファ
クシミリ装置が挙げられる。
【０００３】
このファクシミリ装置は、符号化方式として、モノクロ画像を送信するためにＭＭＲ（ mo
dified modified READ）方式を使用し、カラー画像を送信するためにＪＰＥＧ（ Joint Ph
otographic Experts Group）方式を使用する。そして、このファクシミリ装置では、２つ
の符号化方式について解像度をそれぞれ自由に設定できる。
【０００４】
上記ファクシミリ装置で画像データを送信する際、使用者は、ＭＭＲ方式あるいはＪＰＥ
Ｇ方式を選択した後、標準解像度（ 200dpi× 200dpi）あるいは精密解像度（ 400dpi× 400d
pi）を選択する。そして、上記ファクシミリ装置は、使用者が選択した符号化方式および
解像度に従って符号化を行い送信する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
さらに、近年、プリンタ、ＦＡＸ、スキャナなどの機能を有した複合機においては、ＦＡ
Ｘだけでなく、スキャナから読み込んだ画像をネットワーク上にＥメール（ Scan to E-ma
ilモード）やＦＴＰ（ file transfer protocol）（ Scan to FTP モード）などによって送
信することが行われている。
【０００６】
しかしながら、上記のような複合機では、各送信モードの解像度の上限や送信できる画像
データ容量の上限などの制限が異なっている。よって、画質の設定が同じであっても、各
送信モード間で解像度を統一することはできない。例えば、画質の指定が「精細」であっ
ても、設定すべき解像度の値はＦＡＸモード、 Scan to E-mailモード、 Scan to FTP モー
ドでそれぞれ異なる。
【０００７】
そのため、ＦＡＸ、 Scan to E-mail、 Scan to FTP 等の複数の送信モードを備えた従来の
複合機では、使用者は送信モードを選択したあと、送信モードに合わせて解像度を設定す
る必要があった。しかし、各送信モードごとに複数の解像度から適切な値を選択して設定
することは、解像度についての知識のない使用者にとって困難であった。
【０００８】
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、各々複数の解像
度が選択できる複数の送信モードに対して、解像度を容易に設定できる画像送信装置を提
供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像送信装置は、上記の課題を解決するために、画像データを送信する送信方
式を複数種類の送信方式から設定する送信方式設定手段と、送信する画像データの画質を
、複数種類の送信方式に対して共通化されている指標として設定する画質設定手段と、上
記送信方式ごとに各画質の指標に対応する解像度があらかじめ設定されており、上記送信
方式設定手段で設定された送信方式及び上記画質設定手段で設定された画質の指標の組合
せに基づいて、送信する画像データの解像度を設定する解像度設定手段と、上記解像度設
定手段で設定された解像度に基づいて、上記送信方式設定手段で設定された送信方式に適
した形態に画像データを加工する画像データ加工手段とを備え

ことを特徴としている。
【００１０】
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上記の構成により、送信する画像データの画質の程度（例えば、荒い、普通、細かい等）
を指定することによって、送信方式に適当な解像度を設定できる。よって、解像度の異な
る複数の送信方式における解像度の設定を簡易化できる。したがって、各送信方式ごとに
複数の解像度から適切な値を選択して設定することが、解像度についての知識のない使用
者にとっても容易となる。
【００１１】
本発明の画像送信装置は、上記の課題を解決するために、さらに、上記解像度設定手段は
、上記の各送信方式ごとに適した範囲の解像度を、上記画質についての上記複数種類の送
信方式に共通の指標に対応づけて格納した解像度設定テーブルを参照することを特徴とし
ている。
【００１２】
上記の構成により、さらに、送信方式および画質に基づいて解像度設定テーブルを参照す
ることで、最適な解像度が容易に選択できる。しかも、画質の指標が複数種類の送信方式
に対して共通化されているため、送信する画像データの状態を理解しやすい。したがって
、各送信方式ごとに複数の解像度から適切な値を選択して設定することが、解像度につい
ての知識のない使用者にとってもさらに容易となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態について図１から図１６に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
【００１４】
図２は、本実施の形態に係る画像送信装置１０の概略を示すブロック図である。なお、上
記画像送信装置１０は、ＦＡＸ、コピー、スキャナ、プリンタ等の機能を備えた複合型の
画像処理装置に適用できる。
【００１５】
上記画像送信装置１０は、操作パネル部１１、制御部１２、スキャナ部１３、画像データ
記憶部１４、通信制御部１５を少なくとも備えて構成されている。なお、本実施の形態で
は、操作パネル部１１が処理段階に応じて操作画面を切り替えて表示するタッチパネルで
あるとして説明するが、画像送信装置１０の表示装置および入力装置は任意である。また
、上記画像送信装置１０は、操作パネル部１１に加えて、数字、アルファベット、記号等
を入力できるキーボード１７を備えていてもよい。
【００１６】
上記画像送信装置１０の動作の概略は以下のとおりである。第１に、送信先の入力を要求
し、使用者による操作パネル部１１からの入力に基づいて、送信先および送信モード（送
信方式）を設定する。第２に、スキャナ部１３で原稿画像を読み取り、読み取った原稿画
像の画像データを画像データ記憶部１４に一旦記憶する。第３に、画像データを画像デー
タ記憶部１４に記憶した後、画質の入力を要求し、使用者によって操作パネル部１１（詳
しくは画質キー２７ａ～２７ｄ（図１４）から入力された画質データに基づいて、ＲＡＭ
１２Ｃに記憶されている解像度設定テーブル３４（図１，図５）を参照して、画像データ
を変換する解像度を設定する。第４に、設定した解像度に従って、画像データ記憶部１４
に記憶された画像データを変換する。最後に、通信制御部１５によって、変換された画像
データを設定された送信モードに従って電話回線あるいはネットワークを介して外部のＦ
ＡＸ機、ＰＣ端末等に送信する。
【００１７】
図１は、上記画像送信装置１０における解像度設定処理を説明する機能ブロック図である
。
【００１８】
上記画像送信装置１０では、解像度設定処理のために制御部１２に次のような機能ブロッ
クが構成される。すなわち、制御部１２は、送信先・送信モード設定部（送信方式設定手
段）３１、画質設定部（画質設定手段）３２、解像度設定部（解像度設定手段）３３、解
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像度設定テーブル３４、画像取得部３５、画像加工部（画像データ加工手段）３６、画像
送信部３７を備えて構成されている。
【００１９】
上記送信先・送信モード設定部３１は、上記操作パネル部１１等を介して使用者から送信
先情報を取得する。このとき、送信先・送信モード設定部３１は、取得した送信先情報が
ＦＡＸ番号であればＦＡＸモードに、 E-mailアドレスであれば Scan to E-mailモードに、
ＦＴＰの送信先情報であれば Scan to FTP モードに、送信モードをそれぞれ設定する。
【００２０】
上記画質設定部３２は、操作パネル部１１等を介して使用者から送信する画像データの画
質を指定する情報を取得する。ここで、上記画像送信装置１０では、「普通字」，「小さ
い字」，「精細」，「高精細」の何れかを設定するものとする。
【００２１】
上記解像度設定部３３は、送信先・送信モード設定部３１が取得した送信モードと、画質
設定部３２が取得した画質とに基づいて、送信する画像データの解像度を設定する。この
とき、解像度設定部３３は、上記ＲＡＭ１２Ｃに格納されている上記解像度設定テーブル
３４（図５）を参照する。
【００２２】
上記画像取得部３５は、スキャナ部１３から画像データを取得する。なお、画像取得部３
５は、光学式スキャナの他、パソコン等から画像データを取得してもよい。
【００２３】
上記画像加工部３６は、送信先・送信モード設定部３１が取得した送信モードにより、解
像度設定部３３が決定した解像度で、画像取得部３５が取得した画像データを変換する。
【００２４】
上記画像送信部３７は、画像加工部３６での変換で得られた画像データを、送信先・送信
モード設定部３１が取得した送信先に指定された送信モードで、通信制御部１５を介して
送信する。
【００２５】
なお、上記画像送信装置１０における上記制御部１２による制御処理（図１に示した機能
ブロックを含む）は、制御部１２が所定のプログラムに従って実現する。そのために、上
記画像送信装置１０は、制御部１２に、各機能を実現するプログラム（画像送信プログラ
ム）を実行するＣＰＵ（ central processing unit ）１２Ａ、ブートロジック等を格納し
たＲＯＭ（ read only memory）１２Ｂ、上記プログラムおよび各種データ（送信先情報、
送信モードデータ、画質データ、解像度データを含む）を格納するＲＡＭ（ random acces
s memory）１２Ｃを少なくとも備えている。
【００２６】
つぎに、図３，図６～図１１，図１５を参照しながら、上記画像送信装置１０の動作につ
いて詳細に説明する。
【００２７】
まず、図６に示すように、操作パネル部１１は、初期状態として、原稿サイズ設定キー２
１、画質設定キー２２、短縮キー表示キー２３ＡやＥメールアドレス設定キー２３Ｂ等の
複数のキーを含む送信先設定キー２３等を表示する。
【００２８】
そして、使用者によって原稿が原稿セットトレイ（図示せず）にセットされると、スキャ
ナ部１３が原稿サイズを検知して（Ｓ１１）、操作パネル部１１の原稿サイズ設定キー２
１中に表示する（図７）。
【００２９】
次に、送信先・送信モード設定部３１が、使用者に送信先の設定を要求し、使用者が送信
先設定キー２３等を用いて行ったキー入力から、送信先および送信モードを設定する。（
Ｓ１２～Ｓ１４、図８，図９）。
【００３０】
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次に、画像取得部３５の制御により、スキャナ部１３が原稿を読み取り（Ｓ１５、図１０
）、読み取った画像データを画像データ記憶部１４に一時記憶する（Ｓ１６、図１１）。
【００３１】
次に、画質設定部３２が、使用者に画質の設定を要求し、使用者が画質設定キー２２等を
用いて行ったキー入力から、送信する画像の画質を取得する。そして、解像度設定部３３
が、送信モードと画質とに基づき解像度設定テーブル３４に従って、送信する画像の解像
度を決定する（Ｓ１７、図１５）。
【００３２】
次に、解像度の設定終了後、画像加工部３６が、画像データ記憶部１４に記憶された画像
データを読み出して、使用者が指定した送信モード、および使用者が指定した画質に対応
する解像度に従って、画像データを加工する（Ｓ１８）。
【００３３】
最後に、使用者によって送信開始キー（スタートキー）（図示せず）が押されると、画像
送信部３７の制御によって、通信制御部１５が指定された送信先に、指定された送信モー
ドで、指定された画質に対応する解像度の画像データを、電話回線あるいはインターネッ
トを介して送信する（Ｓ１９）。
【００３４】
つぎに、図３，図５～図９，図１２を参照しながら、送信モードの設定について以下に説
明する。
【００３５】
（１）ＦＡＸモード
上記画像送信装置１０では、ＦＡＸモードの設定方法が２種類ある。すなわち、▲１▼送
信先のＦＡＸ番号とＦＡＸモードを指定する情報とがあらかじめ記憶された短縮キー２５
（図８）を使って設定する方法と、▲２▼テンキーで送信先のＦＡＸ番号を直接入力して
設定する方法である。
【００３６】
▲１▼短縮キーによるＦＡＸモード設定と送信先設定
原稿サイズの検知後（Ｓ１１，図７）、操作パネル部１１の短縮キー表示キー２３Ａが押
されると、ＲＡＭ１２Ｃに記憶している送信先の短縮キー２５…をリスト表示する（図８
）。ここで、図８中、表示した短縮キー２５…の内、電話のマークが付された送信先キー
２５ａにはＦＡＸモードが設定されている。よって、送信先・送信モード設定部３１は、
電話のマークが付された送信先キー２５ａが選択された場合、ＦＡＸ番号を送信先として
設定するとともに、送信モードをＦＡＸモードに設定する（Ｓ１２でＹＥＳ，Ｓ１４）。
【００３７】
なお、上記送信先は１つだけでなく、複数の送信先を含む送信先グループとして設定して
もよい。そして、図８の短縮キー２５の電話と手紙のマークは、その送信先グループの一
部がＦＡＸモードで送信し、残りが Scan to E-mailモードまたは Scan to FTP モードで送
信するように設定されていることを示す。
【００３８】
▲２▼テンキーによるＦＡＸモード設定と送信先設定
原稿サイズの検知後（Ｓ１１，図７）、操作パネル部１１に図７の画面を表示した状態で
、キーボード１７のテンキーからの入力を検知した場合、送信先・送信モード設定部３１
は、キー入力を送信先のＦＡＸ番号として取得するとともに、自動的に送信モードをＦＡ
Ｘモードに設定する（Ｓ１２でＮＯ，Ｓ１３，Ｓ１４）。なお、テンキーは操作パネル部
１１に表示してもよい。
【００３９】
（２） Scan to E-mailモード
上記画像送信装置１０では、 Scan to E-mailモードの設定方法が２種類ある。すなわち、
▲１▼送信先のＥメールアドレスと Scan to E-mailモードを指定する情報とがあらかじめ
記憶された短縮キー２５（図８）を使って設定する方法と、▲２▼キーボードで送信先の

10

20

30

40

50

(5) JP 3970551 B2 2007.9.5



Ｅメールアドレスを直接入力して設定する方法である。
【００４０】
▲１▼短縮キーによる Scan to E-mailモード設定と送信先設定
原稿サイズの検知後（Ｓ１１，図７）、操作パネル部１１の短縮キー表記キー２３Ａが押
されると、ＲＡＭ１２Ｃに記憶している短縮キー２５…をリスト表示する（図８）。ここ
で、図８中、表示した短縮キー２５…の内、手紙のマークが付された送信先キー２５ｂに
は Scan to E-mailモードが設定されている。よって、送信先・送信モード設定部３１は、
手紙のマークが付された送信先キー２５ｂが選択された場合、Ｅメールアドレスを送信先
として設定するとともに、送信モードを Scan to E-mailモードに設定する（Ｓ１２でＹＥ
Ｓ，Ｓ１４，図９）。なお、上記送信先は１つだけでなく、複数の送信先を含む送信先グ
ループとして設定してもよい。
【００４１】
▲２▼Ｅメールアドレスキーによる Scan to E-mailモード設定と送信先設定
原稿サイズの検知後（Ｓ１１，図７）、操作パネル部１１に表示された図７の画面におい
て、Ｅメールアドレス設定キー２３Ｂが押されると、操作パネル部１１にＥメールアドレ
スを入力するためのキーボードを表示する（Ｓ１２でＮＯ，Ｓ１３，図１２）。使用者は
、操作パネル部１１に表示されたタイプキーを押して送信先のＥメールアドレスを入力で
きる。使用者の入力が終了して「ＯＫ」キーが押されると、制御部１２は、 Scan to E-ma
ilモードに設定した後、操作パネル部１１の画面を戻す。その後使用者の操作により、画
像読み取りを開始する（図１０）。
【００４２】
このように、送信先・送信モード設定部３１は、使用者の入力を送信先のＥメールアドレ
スとして取得するとともに、送信モードを Scan to E-mailモードに設定する（Ｓ１４）。
なお、操作パネル部１１に図１２の画面を表示した状態で、キーボード１７からの入力を
検知した場合、制御部１２は、キー入力をＥメールアドレスとして取得してもよい。
【００４３】
（３） Scan to FTP モード
上記画像送信装置１０では、 Scan to FTP モードの設定方法が２種類ある。すなわち、▲
１▼ＦＴＰでの送信先情報（ポート、アドレス、ユーザ名、パスワード（ユーザ名および
パスワードは必要でない場合がある））と Scan to FTP モードを指定する情報とがあらか
じめ記憶された短縮キー２５（図８）を使って設定する方法と、▲２▼キーボードで上記
送信先情報を直接入力して設定する方法である。なお、上記２種類の設定方法は上述した
Scan to E-mailモードと同様であるため、説明を省略する。
【００４４】
つづいて、図４，図５，図１３～図１６を参照しながら、画像データを送信先へ送信する
際の解像度の設定方法について説明する。
【００４５】
図３に示したように、上記画像送信装置１０は、送信モードおよび送信先を設定し（Ｓ１
４）、原稿画像の読み取り（Ｓ１５）、画像データを記憶した後（Ｓ１６）、送信する画
像データの解像度を設定する（Ｓ１７）。
【００４６】
制御部１２は、図１３に示す操作パネル部１１の画面において使用者が画質設定キー２２
を押すと、図１４の画面を表示する。この画面では、送信する画像データの４種類の画質
、すなわち、「普通字」、「小さい字」、「精細」および「高精細」を選択するための画
質キー２７ａ～２７ｄを表示する。そして、図１４の画面において、使用者は画質キー２
７ａ～２７ｄの何れかを選択し、「ＯＫ」キーを押すことで、送信する画像データの画質
を選択できる（図１６）。なお、送信モードが何れの場合でも、画質の設定は図１４の画
面で行う。
【００４７】
そして、解像度設定部３３は、送信先・送信モード設定部３１で設定した送信モード（Ｓ
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２１）と、図１４の画面で選択された画質（Ｓ２２，Ｓ２４，Ｓ２７）とに基づいて、解
像度設定テーブル３４（図５）を参照して、送信する画像データの解像度を抽出する（Ｓ
２３ａ～Ｓ２３ｄ，Ｓ２５ａ～Ｓ２５ｄ，Ｓ２８ａ～Ｓ２８ｄ）。
【００４８】
ここで、図４および図５からもわかるように、同一画質であっても、対応する解像度は送
信モードごとに異なっている。例えば、「普通字」の画質設定での解像度は、ＦＡＸモー
ドでは 203.2dpi× 97.8dpi であり、 Scan to E-mailモードでは 200.0dpi× 100.0dpiである
。これは、読み取った原稿画像の画像データ自体の解像度が異なっていたり、送信できる
画像データの最大データ量が異なっていたりするためである。
【００４９】
なお、上記画像送信装置１０の送信モードは３種類であるが、解像度設定テーブル３４（
図５）では、通常、デフォルトの送信モードの各解像度が選択されており、他の送信モー
ドが指定されると、その送信モードの各解像度に選択が変更される。そして、画質が指定
されると、送信モードの各解像度から対応する解像度が抽出されて、画像データの変換に
使用される。
【００５０】
以上のように、ＦＡＸモード、 Scan to E-mailモード、 Scan to FTP モードなどで送信モ
ードが異なれば、画質を同じ「精細」に設定しても、各送信モードの解像度の上限が異な
っていたり、送信できる画像データの最大データ量が異なっていたりして、解像度を統一
することはできない。そのため、使用者が各送信モードに合わせて解像度を設定するとに
なるが、解像度に理解のない使用者は正確に解像度を設定することが困難である。
【００５１】
そこで、上記画像送信装置１０では、すべての送信モードに対して共通の画質レベル（荒
い、普通、細かい等）を設定し、すべての送信モードと画質レベルとの組合せに対応する
解像度を解像度設定テーブル３４（図５）としてあらかじめ設定する。そして、この解像
度設定テーブル３４から、使用者が指定した送信モードおよび画質に基づいて解像度を抽
出することにより、選択された送信モードにおいて、選択された画質に最適な解像度で画
像データを変換できる。
【００５２】
よって、使用者が各送信モードを選択した後、解像度の値を送信モードに対応して設定す
る必要がないため、解像度に理解のない使用者でも正確に解像度を設定することができる
。
【００５３】
なお、本実施の形態では、通信回線として専ら電話回線やインターネットを想定している
が、これに限定されず他のイントラネット、エキストラネット、ＣＯＮ、ＣＯＭ、ＬＡＮ
、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網、電話回線網、移動体通信網、衛星通
信網等も適用可能であり、有線、無線、光通信に対しても適用できる。
【００５４】
また、送信モードは、ＦＡＸモード、 Scan to E-mailモード、 Scan to FTP モードの３種
に限定されない。また、画質の指標は、複数種類の送信モードに共通であり、少なくとも
テーブルを用いて解像度に変換可能であって、解像度に理解のない使用者に分かりやすい
表現であればよい。よって、画質は、「普通字」、「小さい字」、「精細」、「高精細」
の４段階に限定されない。
【００５５】
最後に、本実施の形態は本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の
変更が可能であり、例えば、以下のように構成することができる。
【００５６】
上記画像送信装置は、画像データを送信する形態を設定するための複数の送信モードを有
する送信モード設定手段と、画質（解像度）の程度を選択するための複数の選択キーを有
し、送信モード設定手段で設定した送信モードにおいて、画像データの画質（解像度）を
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設定する画質設定手段と、送信モード設定手段および画質設定手段により設定された条件
に基づき、画像データの加工制御を行う解像度設定手段とを有し、解像度設定手段が複数
の選択キーの各々に対応する複数の送信モードの解像度を各々異なった値に設定する構成
であってもよい。
【００５７】
これにより、使用者が送信モードおよび選択キーを選択することによって、各送信モード
において選択した解像度に最適な値が設定されるので、解像度についての知識がない使用
者でも解像度の設定が簡単にできる。
【００５８】
また、上記画像送信装置は、複数の送信モードが、短縮キー入力またはテンキー入力によ
るＦＡＸ送信モードを含む構成であってもよい。
【００５９】
これにより、登録されている送信先は短縮キーを用いて少ないキー入力でＦＡＸ送信モー
ドを設定でき、登録されていない送信先はＦＡＸ番号をテンキーで入力することによって
、送信モード設定手段がＦＡＸ送信モードを設定するので、送信モードの設定を独立して
行う必要がない。
【００６０】
また、上記画像送信装置は、複数の送信モードが、短縮キー入力または E-mailキー入力に
よる E-mail送信モードまたはＦＴＰ送信モードを含む構成であってもよい。
【００６１】
これにより、登録されている送信先は短縮キーを用いて少ないキー入力で E-mail送信モー
ドまたはＦＴＰ送信モードを設定でき、登録されていない送信先は E-mailアドレスを E-ma
ilキー入力することによって、送信モード設定手段が E-mail送信モードまたはＦＴＰ送信
モードを設定するので、送信モードの設定を独立して行う必要がない。
【００６２】
また、上記画像送信装置は、ＦＴＰ送信モードの解像度が、原稿画像の読み取り解像度と
E-mail送信モードの解像度との比に基づき設定される構成であってもよい。
【００６３】
これにより、ＦＴＰ送信モードの解像度は種々存在するが、 E-mail送信モードの解像度を
基準として解像度の比から演算することによって、適切な解像度を設定できる。
【００６４】
また、上記画像送信装置は、解像度設定手段が、各送信モードにおける複数の選択キーの
各々に対応する解像度のテーブルを記憶する記憶手段を有する構成であってもよい。
【００６５】
これにより、入力された送信モードと選択された選択キーとをテーブルに対応させるだけ
で、適切な解像度を選択することができる。
【００６６】
【発明の効果】
本発明の画像送信装置は、以上のように、画像データを送信する送信方式を複数種類の送
信方式から設定する送信方式設定手段と、送信する画像データの画質を設定する画質設定
手段と、上記送信方式設定手段で設定された送信方式に適した範囲の解像度から、上記画
質設定手段で設定された画質に対応する解像度を選択する解像度設定手段と、上記解像度
設定手段で設定された解像度に基づいて、上記送信方式設定手段で設定された送信方式に
適した形態に画像データを加工する画像データ加工手段とを備える構成である。
【００６７】
それゆえ、送信する画像データの画質の程度（例えば、荒い、普通、細かい等）を指定す
ることによって、送信方式に適当な解像度を設定できる。よって、解像度の異なる複数の
送信方式における解像度の設定を簡易化できる。したがって、各送信方式ごとに複数の解
像度から適切な値を選択して設定することが、解像度についての知識のない使用者にとっ
ても容易となるという効果を奏する。
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【００６８】
本発明の画像送信装置は、以上のように、さらに、上記解像度設定手段は、上記の各送信
方式ごとに適した範囲の解像度を、上記画質についての上記複数種類の送信方式に共通の
指標に対応づけて格納した解像度設定テーブルを参照する構成である。
【００６９】
それゆえ、さらに、送信方式および画質に基づいて解像度設定テーブルを参照することで
、最適な解像度が容易に選択できる。しかも、画質の指標が複数種類の送信方式に対して
共通化されているため、送信する画像データの状態を理解しやすい。したがって、各送信
方式ごとに複数の解像度から適切な値を選択して設定することが、解像度についての知識
のない使用者にとってもさらに容易となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２に示した画像送信装置における解像度設定処理を説明する機能ブロック図で
ある。
【図２】本発明の一実施の形態に係る画像送信装置の構成の概略を示すブロック図である
。
【図３】図２に示した画像送信装置における画像送信処理の概略を示すフローチャートで
ある。
【図４】図２に示した画像送信装置における解像度設定処理を示すフローチャートである
。
【図５】図２に示した画像送信装置における解像度設定処理で使用する解像度設定テーブ
ルを示す説明図である。
【図６】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図である
。
【図７】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図である
。
【図８】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図である
。
【図９】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図である
。
【図１０】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１１】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１２】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１３】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１４】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１５】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【図１６】図２に示した画像送信装置の操作パネル部に表示される画面を示す説明図であ
る。
【符号の説明】
１０　　画像送信装置
３１　　送信先・送信モード設定部（送信方式設定手段）
３２　　画質設定部（画質設定手段）
３３　　解像度設定部（解像度設定手段）
３４　　解像度設定テーブル
３６　　画像加工部（画像データ加工手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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