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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある発信側電話番号から送られてくるカラーのファクシミリ信号の受信画像をカラー印
刷及びモノクロ印刷することが可能な印刷部と、
　前記ファクシミリ信号を受信し、前記発信側電話番号を検知する発信側検知部と、
　前記ファクシミリ信号から受信画像がカラー画像かモノクロ画像かを判定する画像判定
部と、
　前記発信側電話番号を予め記憶されているホワイトリストに掲載の電話番号と比較し前
記発信側電話番号が前記ホワイトリストにあるか否かを判定するホワイトリスト比較部と
、
　前記受信画像の枚数を計数する枚数判定部と、
　この枚数判定部の出力及び前記ホワイトリスト比較部の出力を受けて、前記印刷部を制
御する印刷制御部と、を備え
　前記印刷制御部は、前記印刷部において、前記発信側電話番号が前記ホワイトリストに
あったとき、前記受信画像の全部についてカラー印刷を行い、前記ホワイトリストになか
ったとき、前記枚数判定部により判定される枚数まではカラー印刷を行い、それを超える
受信画像についてはモノクロ印刷を行うことを特徴とするカラーファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記ホワイトリストを記憶するホワイトリスト記憶部、及びこのホワイトリスト記憶部
に記憶される電話番号を追加削除可能な電話番号追加削除部を、更に有することを特徴と



(2) JP 5130266 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

する請求項２記載のカラーファクシミリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モノクロ印刷及びカラー印刷が可能なカラーファクシミリ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近はカラー印刷が可能な、カラー複写機が相当普及してきている。しかし、カラー印
刷の用紙は比較的高価であり、カラー複写機では、費用を抑えるためにカラー印刷でなく
モノクロ印刷を行う場合も多い。
【０００３】
　ファクシミリ装置の分野でも、カラー印刷が可能なカラーファクシミリ装置が普及しつ
つあるが、この場合にもカラー印刷には高価なカラー用の用紙およびインクを用いる必要
があり、カラー印刷用のファクシミリが送られてくると、印刷用紙がなくなりコストが上
がってしまう。特に昨今は、インターネットによるＦＡＸも普及してきており、受信側が
必要としないＦＡＸも印刷されて出てきて、高価なカラー印刷で出力されると、無駄であ
る。
【０００４】
　このような問題を解決するものとして、特許文献１に記載されているように、カラー文
書の場合に受信文書の自動プリントの実行を規制制御する画像処理装置が知られている。
しかしこの装置では、受信文書がカラーのときどのように自動プリントの実行を規制制御
するのか明確でない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１１２２９３号公報（図１０、図１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこのような、カラーファクシミリ装置の問題点にかんがみてなされたもので、
カラー印刷を抑えることによりコストを削減できるカラーファクシミリ装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１は、ある発信側電話番号から送られて
くるカラーのファクシミリ信号の受信画像をカラー印刷及びモノクロ印刷することが可能
な印刷部と、
　前記ファクシミリ信号を受信し、前記発信側電話番号を検知する発信側検知部と、
　前記ファクシミリ信号から受信画像がカラー画像かモノクロ画像かを判定する画像判定
部と、
　前記発信側電話番号を予め記憶されているホワイトリストに掲載の電話番号と比較し前
記発信側電話番号が前記ホワイトリストにあるか否かを判定するホワイトリスト比較部と
、
　前記受信画像の枚数を計数する枚数判定部と、
　この枚数判定部の出力及び前記ホワイトリスト比較部の出力を受けて、前記印刷部を制
御する印刷制御部と、を備え
　前記印刷制御部は、前記印刷部において、前記発信側電話番号が前記ホワイトリストに
あったとき、前記受信画像の全部についてカラー印刷を行い、前記ホワイトリストになか
ったとき、前記枚数判定部により判定される枚数まではカラー印刷を行い、それを超える
受信画像についてはモノクロ印刷を行うことを特徴とするカラーファクシミリ装置を提供
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する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、カラー印刷を抑えてコストを削減できるカラーファクシミリ装置が得
られる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明一実施形態の構成図である。
【図２】本発明一実施形態の動作を説明するための図である。
【図３】本発明一実施形態においてホワイトリストを表示する例を示す図である。
【図４】本発明の他の実施形態の構成図である。
【図５】本発明の他の実施形態の動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。本発明一実施形態のカラーファクシミリ
装置を図１に示す。
【００１１】
　このカラーファクシミリ装置は、電話回線を介して送られてきたファクシミリ信号の発
信側電話番号を検知する発信側電話番号検知部１１と、ファクシミリ信号から受信画像が
カラー画像かモノクロ画像かを判定する受信画像判定部１２と、ブラックリストを記憶す
るブラックリスト記憶部１３Ｂと、発信側電話番号をブラックリスト掲載の電話番号と比
較するブラックリスト比較部１４Ｂと、ホワイトリストを記憶するホワイトリスト記憶部
１３Ｗと、発信側電話番号をホワイトリスト掲載の電話番号と比較するホワイトリスト比
較部１４Ｗと、上記ブラックリスト及びホワイトリスト掲載の電話番号を追加削除するこ
とが可能な電話番号追加削除部１５と、所定の制御を行う印刷制御部１６と、印刷制御部
１６の設定を行う印刷制御設定部１７と、印刷制御部１６の制御の下に、受信画像判定部
１２を介して入ってくる受信画像の印刷を行うカラー印刷又はモノクロ印刷又は印刷を行
わない印刷部１８とから成る。
【００１２】
　発信側電話番号検知部１１は例えばナンバーデスプレィ装置であり、ファクシミリ信号
が電話回線を介して送信されてくると、その発信側電話番号を自動的に検知することがで
きる。
【００１３】
　ブラックリストは通常、スパムなどの常習の電話番号などが掲載されているリストであ
り、他で情報を得て複数の電話番号が掲載されたリストとして、電話番号追加削除部１５
から入力する。ホワイトリストは信頼できる電話番号が掲載されるリストであり、このリ
ストはブラックリストと同様に、電話番号追加削除部１５から入力することが可能である
。
【００１４】
電話番号追加削除部１５には例えば表示部とキーボードやマウスが含まれており、操作者
はキーボードから電話番号を数字として入力してブラックリストやホワイトリストの電話
番号を追加することができる。例えば図３に示すように、表示部の画面にホワイトリスト
の電話番号を表示させ、その１つ又は複数をマウスにより表示移動制御されるアイコンを
特定の電話番号に重ね、削除キーを押してそのリストから削除することができる。
【００１５】
　ブラックリスト比較部１４Ｂは、発信側電話番号をブラックリスト掲載の電話番号と比
較し一致する電話番号がある場合には、ブラックリスト一致信号を出力する。一方、ホワ
イトリスト比較部１４Ｗは、発信側電話番号をホワイトリスト掲載の電話番号と比較し一
致する電話番号がある場合には、ホワイトリスト一致信号を出力する。
【００１６】
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　印刷制御部１６は、印刷制御設定部１７の設定に従う。印刷制御設定部１７は、例えば
次に述べるように印刷部１８を制御するように印刷制御部１６に設定を行う。
【００１７】
　印刷制御部１６は、上述のブラックリスト一致信号及びホワイトリスト一致信号を受け
て所定の制御を行う。印刷制御部１６は、前記印刷部１８において、ブラックリスト一致
信号を受けたとき印刷を行わず、ホワイトリスト一致信号を受けたとき所定のカラー印刷
を行い、ブラックリスト一致信号及びホワイトリスト一致信号のいずれも受けなかったと
き、モノクロ印刷を行うように制御する。操作者は、印刷部１８に対して印刷制御部１６
がこれと異なる制御を行うように、印刷制御設定部１７から入力（設定）することも可能
である。
【００１８】
　次に、図２に示すフローチャートを用いて上記実施形態の動作を説明する。まず、この
カラーファクシミリ装置に電源を入れスタートすると、ステップＳ２０１でファクシミリ
信号の受信を待つ。ファクシミリ信号が受信されたことを検知すると、発信側電話番号検
知部１１においてファクシミリ信号を送ってきた発信側電話番号をナンバーデスプレィ装
置などで検知する（ステップＳ２０２）。
【００１９】
　次のステップＳ２０３では、受信画像判定部１２において上記受信されたファクシミリ
信号による受信画像がカラー画像かモノクロ画像かを検知する。カラー画像であったとす
ると、ステップＳ２０６に移り、ステップＳ２０２で検知された発信側電話番号がブラッ
クリストにあるか否か比較し検知される。この処理は、ブラックリスト記憶部１３Ｂに記
憶されているブラックリストをブラックリスト比較部１４Ｂが呼び出し、このブラックリ
ストに発信側電話番号と一致するものがあるか１つ１つ比較することによりなされる。
【００２０】
　ブラックリスト中に発信側電話番号と一致するものがあった場合には、その旨を示すブ
ラックリスト一致信号を印刷制御部１６に送る。このことは、発信側電話番号がブラック
リストに掲載されているものであることを意味するから、印刷制御部１６は印刷部１８に
印刷中止信号を送る。したがって、印刷部１８は受信画像判定部１２を介して受けたファ
クシミリ信号の印刷を行わない。
【００２１】
　一方、ブラックリスト中に発信側電話番号と一致するものがなかった場合には、発信側
電話番号はブラックリスト比較部１４Ｂを介してホワイトリスト比較部１４Ｗに送られる
。ホワイトリスト比較部１４Ｗは、ステップＳ２０６においてその発信側電話番号がホワ
イトリストに載っているか調べる。すなわちホワイトリスト比較部１４Ｗは、ホワイトリ
スト記憶部１３Ｗに記憶されているホワイトリストを読み出し、発信側電話番号とこのリ
ストに掲載されている電話番号の１つ１つと比較される。
【００２２】
　発信側電話番号がホワイトリストに掲載されている電話番号の１つと合致した場合すな
わち、発信側電話番号がホワイトリストに掲載されていた場合には、ステップＳ２０７に
移って受信画像をカラーで印刷する。また、発信側電話番号がホワイトリストに掲載され
ている電話番号のいずれとも合致しなかった場合には、ステップＳ２０８に移って受信画
像をモノクロで印刷する。
【００２３】
　また、ステップＳ２３において、受信画像がカラーでないすなわち、モノクロ画像であ
った場合も印刷部１８は当然、ステップＳ２０８でモノクロ印刷する。
【００２４】
　このように、印刷部１８は発信側電話番号が、ブラックリストにある場合にはステップ
Ｓ２０５で印刷せず、ホワイトリストにある場合にはステップＳ２０７でカラー印刷を行
い、ホワイトリストにもない場合にはステップＳ２０８でモノクロ印刷を行うことになる
。
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【００２５】
　上記実施形態では、発信側電話番号がブラックリストに載っている場合には、印刷を行
わないようにした。しかし、このような場合には、着信自体を拒否するようにしてもよい
。
【００２６】
　また上記実施形態では、発信側電話番号がブラックリストやホワイトリストに載ってい
るか否かにより印刷しない、カラー印刷する、モノクロ印刷する、と分けた。しかし、ど
のように分けるかは、印刷制御設定部１７の設定により、例えば受信画像の枚数をも判定
の条件として、その枚数まではカラー印刷するがそれ以上の場合にはモノクロ印刷にする
とか、いろいろ変えることができる。
【００２７】
　また、上記実施形態では、ブラックリストに載っている電話番号であるか否かによりま
ず判断し、このリストに載っているときには、受信画像を印刷しないようにしていた。最
初はブラックリスト内に電話番号が載っていなくても、何度か印刷してみて印刷する必要
がないものが判断できれば、操作者がその段階で該当電話番号を電話番号追加削除部１５
から入力し、ブラックリストに入れることも可能である。
【００２８】
　このような場合、既にこのカラーファクシミリ装置には、受信した画像の電話番号が記
憶されているので、この受信記録リストを電話番号追加削除部１５の表示画面に表示させ
追加するようにすることも可能である。勿論、ホワイトリストへの電話番号の追加も同様
の方法で行うことができる。
【００２９】
　受信した件数が少ない場合には、リストを表示させなくとも、ブラックリスト追加ボタ
ンやホワイトリスト追加ボタンなどを設けてこれを押すことにより、先に受信した画像の
相手側電話番号をブラックリストあるいはホワイトリストに追加するようにすることがで
きる。
【００３０】
　本発明のこの実施形態によれば、ブラックリストに掲載されている電話番号からファク
シミリの送信があったとき、印刷しないようにすることができる効果がある。またブラッ
クリストに掲載されている電話番号からファクシミリの送信があったとき受信拒否しその
旨発信側に送信することも可能である。
【００３１】
　なお、本発明において、明らかに印刷を拒否すべき電話番号などがわからないときなど
では、ブラックリストを有していなくてもよい。また、本発明は、送信されてくるファイ
ルの画像の枚数に応じてあり一定の枚数まではカラー印刷とするが、それを超えるときに
は、それらの画像をモノクロ印刷するようにすることも可能である。
【００３２】
　更に、ブラックリストを有せず、ホワイトリストすなわち、受信を予定している電話番
号のみについて全てをカラー印刷し、他の電話番号のものについては所定枚数以上では、
モノクロ印刷とするようにすることもできる。このような本発明の他の実施形態について
図４及び図５を用いて説明する。
【００３３】
　このカラーファクシミリ装置は、発信側の電話番号を検知する発信側電話番号検知部４
１と、受信した画像がカラー画像かモノクロ画像か判定する受信画像判定部４２と、ホワ
イトリストを記憶しているホワイトリスト記憶部４３Ｗと、このホワイトリスト記憶部４
３Ｗに記憶されているホワイトリスト中の電話番号と上記発信側電話番号を比較するホワ
イトリスト比較部４４Ｗと、ホワイトリスト記憶部４３Ｗに記憶されているホワイトリス
トに電話番号を追加しあるいはこのリストから電話番号を削除する電話番号追加削除部４
５と、受信画像の枚数が所定枚数を超えているか否かを判定する枚数計数判定部４９と、
印刷を制御する印刷制御部４６と、この印刷制御部及び上記枚数計数判定部４９の設定を
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行う印刷制御設定部４７と、印刷制御部４６の制御の下に、受信画像判定部４２を介して
入ってくる受信画像の印刷を行う印刷部４８とを有する。
【００３４】
　印刷制御設定部４７は、印刷制御部４６の設定を行うほか、発信側電話番号がホワイト
リストになかったとき、最初から何枚目までカラー印刷するかのカラー指定印刷枚数を、
例えば３枚までと設定する。
【００３５】
　番号４１,４２,４３Ｗ，４４Ｗ，４５，４６，４７，４８は図１に示す番号１１,１２,
１３Ｗ，１４Ｗ，１５，１６，１７，１８と同様の機能を有するものである。
【００３６】
　図５においてステップＳ５０１ではファクシミリ信号の受信を監視する。ファクシミリ
信号を受信するとステップＳ５０２で発信側電話番号検知部４１において、発信側電話番
号を検知し、ステップＳ５０３で受信画像判定部４２において受信画像がカラー画像かモ
ノクロ画像か否かを判定する。受信画像がモノクロ画像と判定されたときには、通常通り
ステップＳ５０８で受信画像をモノクロ印刷する。
【００３７】
　一方、受信画像判定部４２において受信画像がカラー画像と判定されたときには、次の
ステップＳ５０５でホワイトリスト比較部４４Ｗにおいて発信側電話番号がホワイトリス
トにあるかどうか検知する。これは、ホワイトリスト記憶部４３Ｗに記憶されているホワ
イトリストを読み出し、発信側電話番号をこのリストに載っている電話番号と比較し一致
する電話番号があるかどうか検索することにより行われる。
【００３８】
　ステップＳ５０５で発信側電話番号がホワイトリストにあることが検知されたときには
、ステップＳ５０６で受信画像を全てカラー印刷する。
【００３９】
　また、ステップＳ５０５で発信側電話番号がホワイトリストになかったときには、ステ
ップＳ５０７に移り、枚数計数判定部４９において受信画像の枚数を計数した後ステップ
Ｓ５０８で受信画像が所定枚数を超えているか否かを判定する。受信画像が所定枚数以下
であれば、ステップＳ５０６に移り、受信画像を全てカラー印刷する。一方、ステップＳ
５０８において受信画像が所定枚数を超えていれば、ステップＳ５０９に移って受信画像
を所定枚数までカラー印刷しその後はモノクロ印刷する。
【００４０】
　このように、ステップＳ５０４、Ｓ５０６、Ｓ５０９において印刷を行った後はステッ
プＳ５０１に戻って次のファクシミリ信号の受信を待つ。
【００４１】
　このカラーファクシミリ装置によれば、ホワイトリストに載っていない番号から多量の
受信画像のファクシミリ信号が送られてきた場合でもコストの高いカラー印刷を行い、ま
たカラーインクを多量に使うことはなくなる利点がある。
【００４２】
　また、この実施形態によればブラックリストを記憶する記憶部、ブラックリスト掲載の
電話番号と発信側電話番号を比較するブラックリスト比較部を必要とせず、回路構成を簡
単化できる利点もある。
【００４３】
　本発明は上記実施形態に限られず、種々変形して実施可能であり、これらの変形例も本
発明の技術思想を用いる限り本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００４４】
　　　　１１、４１・・・・発信側電話番号検知部、
　　　　１２，４２・・・・受信画像判定部、
　　　　１３Ｂ・・・・・ブラックリスト記憶部、
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　　　　１３Ｗ,４３Ｗ・・・・ホワイトリスト記憶部、
　　　　１４Ｂ・・・・・ブラックリスト比較部、
　　　　１４Ｗ，４４Ｗ・・・・ホワイトリスト比較部、
　　　　１５，４５・・・・電話番号追加削除部、
　　　　１６，４６・・・・印刷制御部、
　　　　１７，４７・・・・印刷制御設定部、
　　　　１８，４８・・・・印刷部。
【００４５】
　　　　４９・・・・枚数計数判定部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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