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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記送信手段で送信中の前記画像データについて、送信の進捗状況を把握する進捗把握
手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記画像データの送信中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中
に、変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表
示手段と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項２】
　通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記画像データを送信するジョブの進捗状況を把握する進捗把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記ジョブの実行中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中に、
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変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表示手
段と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項３】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを同時に表示する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像通信装置。
【請求項４】
　前記送信手段で送信中の画像データの送信完了までに要する残り時間の予測値を前記表
示手段に表示する
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項５】
　通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記送信手段で送信中の前記画像データについて、送信完了までの処理残量を把握する
残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを前記画像データの送信中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中
に、変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能を備えた表示
手段と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項６】
　通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記画像データを送信するジョブの実行中に、該ジョブの実行完了までの処理残量を把
握する残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを前記ジョブの実行中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中に、
変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能を備えた表示手段
と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項７】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを同時に表示する
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の画像通信装置。
【請求項８】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質が所定条件を満たしていない場合は、前
記表示手段にその旨の警告を表示する
　ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項９】
　前記画像データの送信中であって前記回線品質把握手段で把握した回線品質が所定条件
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を満たしていない場合に、前記変更手段で変更可能な前記設定値の候補を前記表示手段に
表示する
　ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１０】
　前記各設定値の候補に対応付けて、該設定値にしたがって前記画像データの属性を変更
した場合に前記画像データの送信完了までに要する残り時間の予測値を前記表示手段に表
示する
　ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１１】
　前記各設定値の候補に対応付けて、該設定値にしたがって前記画像データの属性を変更
して前記画像データを１ページ目から送信し直す場合に要する送信完了までの予測時間を
前記表示手段に表示する
　ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１２】
　送信中の画像データの属性を変更して送信を継続する第１変更モードと、属性を変更し
て前記画像データを１ページ目から送信し直す第２変更モードとを有する
　ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１３】
　前記送信手段による画像データの送信中に、画像データの送信を開始してからの通信時
間をさらに表示する
　ことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１４】
　通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記受信手段で受信中の前記画像データについて、受信の進捗状況を把握する進捗把握
手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記画像データの受信中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中
に、変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備え
た表示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項１５】
　通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記画像データを受信するジョブの進捗状況を把握する進捗把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記ジョブの実行中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中に、
変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表
示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項１６】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを同時に表示する
　ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の画像通信装置。



(4) JP 4045456 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　前記受信手段で受信中の画像データの受信完了までに要する残り時間の予測値を前記表
示手段に表示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし１６のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項１８】
　通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記受信手段で受信中の前記画像データについて、受信完了までの処理残量を把握する
残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを前記画像データの受信中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中
に、変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備え
た表示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項１９】
　通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記画像データを受信するジョブの実行中に、該ジョブの実行完了までの処理残量を把
握する残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを前記ジョブの実行中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中に、
変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表
示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【請求項２０】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを同時に表示する
　ことを特徴とする請求項１８または１９に記載の画像通信装置。
【請求項２１】
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質が所定条件を満たしていない場合は、前
記表示手段にその旨の警告を表示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし２０のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項２２】
　前記画像データの受信中であって前記回線品質把握手段で把握した回線品質が所定条件
を満たしていない場合に、前記変更要求手段で変更要求可能な前記設定値の候補を前記表
示手段に表示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし２１のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項２３】
　前記各設定値の候補に対応付けて、該設定値にしたがって前記画像データの属性を変更
した場合に前記画像データの受信完了までに要する残り時間の予測値を前記表示手段に表
示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし２２のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項２４】
　前記各設定値の候補に対応付けて、該設定値にしたがって前記画像データの属性を変更
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して前記画像データを１ページ目から受信し直す場合に要する受信完了までの予測時間を
前記表示手段に表示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし２２のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項２５】
　前記外部端末に対して、受信中の画像データの属性を変更して受信を継続する第１変更
モードと、属性を変更して前記画像データを１ページ目から受信し直す第２変更モードと
を要求し得る
　ことを特徴とする請求項１４ないし２２のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【請求項２６】
　前記受信手段による画像データの受信中に、画像データの受信を開始してからの通信時
間をさらに表示する
　ことを特徴とする請求項１４ないし２５のいずれか１つに記載の画像通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信回線を介して画像データを送信または受信する画像通信装置に係わり、
特に、回線品質を表示する機能を備えた画像通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データの通信速度は、通信回線の回線品質に左右されることが多く、通信速度の低下に
よりユーザに不利益を与えることがしばしばある。そこで、ユーザに回線品質の良し悪し
を通知する技術が各種提案されている。
【０００３】
　たとえば、ＶｏＩＰ（Voice Over Internet Protocol）電話では、回線品質の悪い状態
で通話すると音声データの伝達に遅延が発生して円滑な通話の継続が困難となるので、通
話の開始前や通話中に回線品質の良し悪しをユーザに通知する技術が提案されている（た
とえば、特許文献１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２３７８８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通話の場合、話すべき内容やどこまで話し終えたかを話し手が把握しているので、回線
品質をユーザ（話し手）に通知すれば、たとえば、あと少しで話が終わるのでそのまま通
話を継続するとか、まだ話が長いので掛け直した方が良い、などの判断を話し手自身で行
なうことができる。
【０００６】
　一方、画像データを送受信するファクシミリ装置などの画像通信装置の場合には、単に
回線品質の良し悪しを通知するだけでは、ユーザはどのように対処すべきかを的確に判断
できない。たとえば、回線品質が悪くても、あと少しで送信が終わる状況であれば、送り
直すよりもそのまま送信を継続した方が良い場合もある。しかし、回線品質を通知された
だけでは、ユーザはそのような判断をすることができなかった。
【０００７】
　また、回線品質が悪い場合に解像度を下げるなどの変更を行なえば、送信すべきデータ
量が減って通信時間を短縮できるが、どのように変更すれば、どの程度改善されるかをユ
ーザ自身で予想できず、適切な対処が難しかった。
【０００８】
　本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、回線品質の良し悪しに応じた対
処を採るための判断材料をユーザに提示することのできる画像通信装置を提供することを
目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の目的は以下の構成によって達成される。
【００１０】
　（１）通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記送信手段で送信中の画像データについて、送信の進捗状況を把握する進捗把握手段
と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記画像データの送信中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中
に、変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表
示手段と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【００１１】
　（２）通信回線を介して外部端末に画像データを送信する送信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記送信手段で送信中の前記画像データについて、送信完了までの処理残量を把握する
残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理
残量とを前記画像データの送信中に表示する機能と、前記送信手段で画像データを送信中
に、変更可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能を備えた表示
手段と、
　前記変更可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって送信時に
おける画像データの属性を変更する変更手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【００１２】
　（３）通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記受信手段で受信中の前記画像データについて、受信の進捗状況を把握する進捗把握
手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した前記回線品質と前記進捗把握手段で把握した前記進捗
状況とを前記画像データの受信中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中
に、変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備え
た表示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【００１３】
　（４）通信回線を介して外部端末から画像データを受信する受信手段と、
　前記通信回線の回線品質を把握する回線品質把握手段と、
　前記受信手段で受信中の前記画像データについて、受信完了までの処理残量を把握する
残量把握手段と、
　前記回線品質把握手段で把握した回線品質と前記残量把握手段で把握した前記処理残量
とを前記画像データの受信中に表示する機能と、前記受信手段で画像データを受信中に、
変更要求可能な前記画像データの属性に係わる設定値の候補を表示する機能とを備えた表
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示手段と、
　前記変更要求可能な属性に係わる設定値の候補から選択された設定値にしたがって受信
時おける画像データの属性変更を送信元の外部端末に要求する変更要求手段と
　を有する
　ことを特徴とする画像通信装置。
【００１４】
　上記（１）または（３）に係わる発明によれば、画像データの通信速度に影響を及ぼす
回線品質と、その画像データについての送受信の進み具合を表す進捗状況とを表示手段に
表示する。
【００１５】
　上記（２）または（４）に係わる発明によれば、画像データの受信速度に影響を及ぼす
回線品質と、その画像データについての送受信完了までの処理残量とを表示手段に表示す
る。ここで、処理残量は、送信または受信が完了するまでの残り時間、残りページ数、残
りデータ量などがある。残り時間の場合は予測値になる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係わる画像通信装置では、回線品質と送信または受信の進捗状況、あるいは回
線品質と送信または受信に係わる処理残量とを表示するので、ユーザはこれらの情報を対
比したうえで、どのような対処を採るべきかを判断することができる。また、変更可能な
属性に係わる設定値の候補を表示することで、回線品質が良好でないことに対する対策を
講じる必要があると判断したユーザに実行可能な選択肢を提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面に基づき本発明に係わる各種実施の形態について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係わる画像通信装置１０の電気的構成を示してい
る。第１の実施の形態では、画像データの送信側の画像通信装置１０について説明する。
【００１９】
　画像通信装置１０は、ＬＡＮ（Local Area Network）やインターネットを介して画像デ
ータを送受信するファクシミリ機能（ＩＴＵ－Ｔ(International Telecommunication Uni
on Telecommunication standardization sector：国際電気通信連合電気通信標準化セク
タ）勧告Ｔ.３７やＴ.３８に準拠する、いわゆるインターネットファクシミリ機能やＩＰ
（Internet Protocol）ファックス機能といった機能）、原稿を読み取ってその複製画像
を記録紙上に形成する複写機能、読み取った画像データを外部へ出力するスキャナ機能、
受信した印刷データに基づいて印刷するプリンタ機能などを備えた複合機として構成され
ている。画像通信装置１０が取り扱う画像データは、視覚的に認識できる形式で出力可能
なものであればどのようなものでもよく、写真や文字などの画像データの内容、画像デー
タの形式には限定されない。
【００２０】
　画像通信装置１０は、その動作を統括制御する制御部としてのＣＰＵ（中央演算処理装
置）１１と、ＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）１２と、ＲＡＭ（ランダム・アクセス・
メモリ）１３とを主要部とした回路で構成されている。
【００２１】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１が実行するプログラムや各種固定データを記憶している。Ｒ
ＡＭ１３は、ＣＰＵ１１がプログラムを実行する際に各種データを一時的に格納するワー
クメモリや、画像データを格納するページメモリとして機能する。
【００２２】
　さらに、ＣＰＵ１１には、表示部２０と、操作部２１と、読取部２２と、画像処理部２
３と、記録部２４と、印刷部２５と、通信部２６とが接続されている。
【００２３】
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　表示部２０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）で構成され、各種案内などに加えて
、ファクシミリ機能による画像通信に関する情報を表示する表示手段としての機能を果た
す。
【００２４】
　操作部２１は、各種操作を受け付ける機能を果たす。さらに、操作部２１は、画像デー
タのカラー／モノクロモード（以下、画像モードという。）や解像度などの送信時におけ
る画像データの属性の設定を送信開始前に受け付けたり（以下、属性設定という。）、既
に設定されている属性設定の変更を画像データの送信中に受け付けたりする（以下、属性
変更という。）機能を果たす。ここでいう画像データの「属性」は、画像モードや解像度
の他、画像の拡大率・縮小率や、文字画像や写真画像といった画質モードなど、画像デー
タの通信速度や通信時間に影響を与える要素であればどのようなものでもよい。操作部２
１は、図示省略の操作盤上の各種の操作スイッチと、表示部２０の表面を覆うタッチパネ
ルとで構成される。
【００２５】
　読取部２２は、原稿の画像を読み取って対応する画像データを画像通信装置１０へ入力
する入力手段としての機能を果たす。読取部２２は、原稿を照射する光源と、原稿をその
幅方向に１ライン分読み取るラインイメージセンサと、ライン単位の読取位置を原稿の長
さ方向に移動させる移動手段と、原稿からの反射光をラインイメージセンサに導いて結像
させるレンズやミラーからなる光学経路とを備えている。ラインイメージセンサはＣＣＤ
（Charge Coupled Device）で構成される。ラインイメージセンサが出力するアナログ画
像信号はＡ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換され、デジタルの画像データとして取り込ま
れる。
【００２６】
　画像処理部２３は、設定された属性で画像データが送信されるように、画像データを拡
大・縮小する機能や、画像を回転させる機能などを果たす。
【００２７】
　記録部２４は、図示省略の圧縮伸張部で圧縮された画像データなどを格納するための大
容量の記録装置である。ここでは磁気ディスク装置（ＨＤＤ：Hard Disk Drive）を使用
している。
【００２８】
　印刷部２５は、画像データに対応する画像を電子写真プロセスによって記録紙上に形成
して出力する機能を果たす。印刷部２５は、記録紙の搬送装置と、感光体ドラムと、帯電
装置と、レーザーユニットと、現像装置と、転写分離装置と、クリーニング装置と、定着
装置とを有するいわゆるレーザープリンタとして構成されている。
【００２９】
　通信部２６は、画像データを符号化・復号化して、ファクシミリ機能により送受信する
送信手段および受信手段としての機能を果たす。詳細には、通信部２６は、ＩＴＵ－Ｔ（
International Telecommunication Union Telecommunication standardization sector：
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ）勧告Ｔ.３８で標準化されている（以下、Ｔ.３
８もしくはＴ.３８準拠という。）伝送制御手順を用いて画像データの送受信を行なう。
また、Ｔ.３８プロトコル上でＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.３０（以下、Ｔ.３０もしくはＴ.３０準
拠という。）で標準化されている伝送制御手順を用いて、Ｇ３(Group3)ファクシミリの伝
送制御手順に基づいた各種制御信号と画像データとをパケットに分割して送信先の外部端
末（以下、送信先端末という。）との間でインターネットを介した通信を行なう機能を果
たす。これにより、公衆回線によるファクシミリと同じようにリアルタイムな画像データ
の送受信が行なわれる。
【００３０】
　さらに通信部２６は、画像データの送信速度と残りデータ量とを所定の間隔で算出し、
これらの情報を出力する機能を果たす。送信速度は、単位時間に送信された画像データ量
であり、所定の期間内に送信された画像データ量に基づいて算出される。残りデータ量は
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、送信中の画像データのうちまだ送信されていない画像データ量である。残りデータ量は
、画像データ全体の総データ量と、既に送信された送信済データ量とを通信部２６に備え
る図示省略のレジストリ部に記憶し、総データ量と送信済データ量との差を求めることに
より算出される。
【００３１】
　画像処理部２３は、さらに変更手段３０としての機能を有している。変更手段３０は、
操作部２１で受け付けた属性変更の内容と合致する属性を持つように画像データを変換す
る機能を果たす。
【００３２】
　変更手段３０は、画像モードと解像度とについての属性変更が可能である。画像モード
については、カラーモードをモノクロモードに変更できる。解像度については、６００、
４００、３００、２００ｄｐｉ(Dot Per Inch)の４種類の解像度のうち、現在の設定より
解像度の低いいずれかの解像度を選択できる。たとえば現在の設定がカラーモードで６０
０ｄｐｉである場合には、カラーモードのまま残り３種類の解像度を選択する場合と、モ
ノクロモードで４種類の解像度を選択する場合との合計７種類の属性に変更可能となる。
【００３３】
　なお、属性変更には第１変更モードと第２変更モードとの２種類があり、そのいずれか
をユーザが選択し得るようになっている。第１変更モードは送信中の画像データの属性を
変更して送信を継続するモードであり、第２変更モードは、属性を変更して画像データの
送信を最初からやり直す（送信すべき画像データを１ページ目から送信し直す）モードで
ある。属性変更された画像データは、通信部２６から送信される。
【００３４】
　ＣＰＵ１１にはさらに、回線品質把握手段３１と進捗把握手段３２とが接続されている
。
【００３５】
　回線品質把握手段３１は、通信部２６に接続されている通信回線の回線品質を把握する
機能を果たす。ここで、「把握」とは、画像データを送信している通信回線の回線品質に
つき、例えば表示部２０等へ表示できるように回線品質に関する情報を獲得することを意
味し、回線品質把握手段３１自らが回線品質を検査するなどして回線品質に関する情報を
獲得するだけでなく、外部装置などから回線品質に関する情報を取得してもよい。
【００３６】
　進捗把握手段３２は、送信中の画像データについての進捗状況を把握する機能を果たす
。進捗状況の内容は、たとえば、画像データに含まれている全ページ数のうち何ページま
での送信が完了したのか、全画像データ量のうち何メガバイトまでが送信されたのかなど
を把握してもよい。また、送信開始から完了までに要する時間を予測して、これに対して
何分が経過したのかを把握してもよい。この他、ページ数、データ量、予測時間の各基準
について、送信完了を１００％としたときその何％が送信されたのかという情報でもよい
。
【００３７】
　また、ここで言う画像データのページ数、データ量などは、たとえば１つの送信先端末
に１つの画像データを送信する動作を１ジョブとした場合に、この１ジョブを基準にそれ
ぞれの情報を進捗状況として把握するものでもよい。また、複数の送信先端末へ１つの画
像データを送信したり、１つの送信先端末へ複数の画像データを送信したりするときは、
これら複数のジョブ全体を基準に進捗状況を把握してもよい。この他、１ジョブに含まれ
ている画像データの各ページについて何％の送信が完了したのかなど詳細な進捗状況が把
握できてもよい。本実施の形態では、１ジョブの完了を基準として進捗状況を把握する場
合について説明する。
【００３８】
　また、上記に列挙した進捗状況の例とは反対に、送信が完了していない画像データのペ
ージ数、データ量や送信完了までの残り時間、それらの割合を把握してもよい。
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【００３９】
　このように、進捗状況の内容は、送信すべき画像データ全体のうちどの程度が既に送信
されたのかを把握可能な情報であればどのようなものでもよく、上記に例示したものに限
定されない。また、表示部２０に表示される進捗状況は、１種類であってもよいし、２種
類以上を組み合わせたものであってもよい。数種類の選択候補の中から、ユーザが表示内
容を選択できてもよい。
【００４０】
　また、「把握」とは、進捗状況につき、例えば表示部２０等へ表示できるように進捗状
況に関する情報を獲得することであって、進捗把握手段３２自らが進捗状況を管理したり
算出したりして進捗情報に関する情報を獲得してもよいし、外部装置などから進捗状況に
関する情報を取得してもかまわない。
【００４１】
　本実施の形態では、進捗把握手段３２が把握する進捗状況は、画像データの全ページ数
と、送信中ページ番号とから構成される。全ページ数に関する情報は、読取部２２での画
像データ読み取り時に取得される。
【００４２】
　送信中ページ番号は、通信部２６と送信先端末との間でやり取りされるＴ.３０準拠の
制御信号に基づいて取得される。具体的には、送信先端末へ送信するＭＰＳ（MultiPage 
Signal）信号やＥＯＭ（End Of Message）信号と、送信先端末から取得するＭＣＦ(Messa
ge ConFirmation)信号とが利用される。ＭＰＳ信号は、原稿１ページ分の送信が終了し、
連送があることを通知する信号である。ＥＯＭ信号は、原稿１ページ分の送信が終了し、
送信中の画像データについて次のページから画像モードや解像度についての属性変更があ
ることを通知する信号である。ＭＣＦ信号は、送信先端末で画像データが正しく受信され
たことを示す情報である。画像データ送信開始時のページ番号を「１ページ」とし、ＭＰ
Ｓ信号やＥＯＭ信号の送信後にＭＣＦ信号を受信した回数を加算すれば現在送信中のペー
ジ番号が得られる。
【００４３】
　さらに、進捗把握手段３２は、画像データの送信を開始してからの通信時間を計時する
タイマを内蔵している。
【００４４】
　ＣＰＵ１１は、さらに送信中の画像データについて、送信完了までの処理残量を把握す
る残量把握手段３３としての機能を有している。本実施の形態では、処理残量として送信
が完了するまでの残り時間が予測されるようになっている。残量把握手段３３が予測する
残り時間は、送信中の画像データについて、属性変更を行なわないまま残りの画像データ
の送信を継続した場合の残り時間である継続残り時間である。
【００４５】
　継続残り時間の予測は、通信部２６から取得した残りデータ量を送信中の画像データの
送信速度で割った商として算出する。これを求めるための送信速度は、たとえば制御信号
のやり取りの時間を除く直近１分間に送信された画像データ量から求める。
【００４６】
　さらに、残量把握手段３３は、第１変更モードにより送信中の画像データの属性を変更
した場合の残り時間である変更残り時間と、第２変更モードにより属性変更をした画像デ
ータ送信を最初からやり直す場合での予測時間とを予測する機能を有している。
【００４７】
　変更残り時間を予測するための画像データ量は、送信未了の画像データについて属性変
更を行なった場合の画像データ量を推定して求める。このデータ量を基に、残り時間と上
述の送信速度とから変更残り時間を予測する。変更残り時間は、現在の設定から属性変更
可能な全種類の属性について予測する。
【００４８】
　予測時間を予測するための画像データ量は、送信をやり直す全画像データについて属性
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変更を行なった場合の画像データ量を推定して求める。このデータ量を基に予測時間を求
める手法は、変更残り時間の場合と同様である。
【００４９】
　回線品質や進捗状況、各種の残り時間などは、表示部２０の所定画面に表示される。
【００５０】
　図２は、本発明の実施の形態に係わる画像通信装置１０を使用して画像データを送信す
る画像通信システムの構成例を示している。
【００５１】
　この画像通信システムは、インターネット４０と、送信側ＬＡＮ４２と、受信側ＬＡＮ
４４とで構成される通信回線と、この通信回線に接続された画像通信装置１０と、送信先
端末４５と、計測サーバ４６とから構成される。送信先端末４５は、複合機やＰＣ（Pers
onal Computer）で構成され、画像通信装置１０と画像通信が可能な機器であればどのよ
うなものでもよい。
【００５２】
　なお、本発明で使用可能な通信回線は、画像データの通信が可能なものであればどのよ
うなものでもよい。たとえば、ケーブル回線や無線回線など、回線の種類やその回線で使
用される通信方式は本実施の形態で示した例に限定されない。
【００５３】
　送信側ＬＡＮ４２と受信側ＬＡＮ４４とは、それぞれＧＷ（ゲートウェイ）４１を介し
てインターネット４０に接続されている。送信側ＬＡＮ４２には、画像通信装置１０と、
ＰＣ４３とが接続されている。受信側ＬＡＮ４４には、送信先端末４５が接続されている
。インターネット４０内には、送信先端末４５を呼び出すための電話番号を管理するゲー
トキーパ４７が設置されている。
【００５４】
　画像通信装置１０から送信された画像データは、通信回線を介して送信先端末４５に受
信される。インターネット４０内に図示した画像データ４８の矢印は、画像データが送信
される方向を示している。
【００５５】
　次に、通信回線の回線品質を把握する手法を説明する。把握手法には送信開始前や送信
途中の特定時点における回線品質を把握する手法と、送信中リアルタイムに把握する手法
とがある。
【００５６】
　ここでは、回線品質とは画像データの通信速度に係わる品質をいう。具体的には、送受
信中に発生する遅延や通信速度の低下に係わる品質をいう。
【００５７】
　まず、特定時点の回線品質を把握する手法を図２に基づいて説明する。この種の手法に
は、ｐｉｎｇ（Packet INternet Groper）を用いたり、計測データを用いたりするものな
どがある。
【００５８】
　たとえば、ｐｉｎｇを使用するものでは、送信先端末４５のＩＰ（Internet Protocol
）アドレスに向けてｐｉｎｇコマンド５０（図中、粗い破線矢印で表示）が発信される。
ｐｉｎｇコマンド５０は、３２バイトのデータ部を持つ４つのパケットから構成され、１
秒おきに指定されたＩＰアドレスに対して送信される。ＩＰアドレスは、インターネット
４０で通信を行なう機器を識別するための３２ビットのアドレスである。
【００５９】
　ｐｉｎｇ応答５１（図中、細かい破線矢印で表示）は、ｐｉｎｇコマンド５０を受信し
た送信先端末４５が、画像通信装置１０のＩＰアドレスへ向けて送信する信号である。ｐ
ｉｎｇ応答５１としては、ｐｉｎｇコマンド５０がそのまま送り返される。
【００６０】
　回線品質把握手段３１は、ｐｉｎｇコマンド５０を送信してからｐｉｎｇ応答５１を受
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信するまでの応答時間に基づいて回線品質を把握する。応答時間が長いほど、画像データ
通信でも遅延や通信速度の低下が発生しやすい回線品質であると評価される。ｐｉｎｇコ
マンド５０とｐｉｎｇ応答５１とはインターネット４０で通信を行なう機器であれば標準
的に使用可能なので、特別な機能を必要とせずに通信回線の回線品質を把握することが可
能になる。
【００６１】
　なお、ここでは画像データを送信する送信先端末４５に向けてｐｉｎｇコマンドを送信
する例を述べたが、これに代えて所定の端末に向けてｐｉｎｇコマンドを送信し、その応
答時間を測定することにより通信回線品質を把握してもよい。
【００６２】
　次に、回線品質の把握に計測データを用いるものでは、計測データを提供する計測サー
バ４６を利用する。送信側ＬＡＮ４２に接続された画像通信装置１０は、計測サーバ４６
に対して所定の測定コマンド５２（図中、一点鎖線矢印で表示）を送信し、これに対する
応答として計測サーバ４６から測定データ５３（図中、実線矢印で表示）を受信する。
【００６３】
　測定データ５３は、回線品質を把握するためのデータであり、たとえばＴＣＰ（Transm
ission Control Protocol）で送受信される１００パケットからなる所定のデータで構成
される。回線品質把握手段３１は、受信したデータを解析し、パケットの破壊や欠落によ
る再送要求の発生回数や、パケットの到着順序不良による並べ替えが必要であったデータ
数、測定データ５３が受信されるまでの時間とタイムアウト時間との比などから回線品質
を把握する。パケットの再送要求や並べ替えが数多く発生する回線は、それらの処理に要
する時間だけ通信速度の低下が発生しやすい回線品質であると評価される。
【００６４】
　また、測定データ５３にＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）で送受信されるパケ
ットを利用してもよい。パケットのヘッダ部には、生成順序を示すシーケンス番号や、生
成時間を示すタイムスタンプが記録されている。シーケンス番号からパケットの欠落や到
着順序不良を把握できる。また、タイムスタンプからパケットの生成間隔に対して到着間
隔が間延びする遅延を把握できる。
【００６５】
　さらに、送信先端末４５側でも測定データ５３を利用した回線品質の把握を行なうとよ
い。画像通信装置１０、送信先端末４５相互間で把握した内容を通知しあうようにすれば
送信側と受信側との双方の回線品質を把握することが可能となり、より詳細な回線品質を
知ることができる。
【００６６】
　この他、図２では計測サーバ４６をインターネット４０上に設けたが、受信側ＬＡＮ４
４上に設けてもよい。この場合は、計測サーバ４６が送信先端末４５と同じ受信側ＬＡＮ
４４上にあるので、実際に画像データを送受信する際の状況に近い回線品質を把握するこ
とが可能となる。
【００６７】
　なお、ＲＴＰを利用する場合には、インターネット４０内を流れている任意のデータを
サンプリングして回線品質を把握してもよい。この場合は、特定の計測サーバ４６を設け
ずに回線品質を把握できる。
【００６８】
　次に、送信中リアルタイムに回線品質を把握する手法について説明する。この場合はた
とえば、画像データの通信速度や再送率などのデータを継続的に取得するようにすればよ
い。これらのデータは、送信中随時取得できるので、測定データ５３を取得する場合など
のように回線品質を把握するための特別な動作を実行しなくても、リアルタイムに回線品
質を把握することができる。
【００６９】
　また、回線品質は、インターネット４０だけでなく、送信側ＬＡＮ４２や受信側ＬＡＮ
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４４の状態によっても変化する。この点について、たとえば送信側ＬＡＮ４２の各機器間
の通信を管理するＣＳＭＡ／ＣＤ（Carrier Sense Multiple Access with Collision Det
ection）方式で使用される情報を利用すれば、送信側ＬＡＮ４２単独の回線品質を把握で
きる。
【００７０】
　具体的には、画像データの送信準備ができてから、送信側ＬＡＮ４２内を他のデータが
流れているか否かを確認し（Carrier Sense）実際に送信を開始するまでの待ち時間を計
時したり、送信側ＬＡＮ４２内で発生したデータの衝突（Collision Detection）回数を
計数したりすることで、回線品質を把握できる。これらの情報も、送信中に随時取得可能
なので、リアルタイムな回線品質の把握が可能となる。
【００７１】
　回線品質把握手段３１は、上記に説明したいずれの把握手法を利用して回線品質を把握
してもよいし、これらのうち複数の手法を使って把握してもよい。以下、本実施の形態で
は、送信開始前や送信途中の特定時点における回線品質を把握する手法を用いた場合につ
いて説明する。
【００７２】
　把握された回線品質は、所定の規則に従って「良好」、「混雑（小）」、「混雑（大）
」の３種類のグレードに判別される。判別された回線品質は、ユーザが理解しやすいよう
に「通信状態」という名称で表示部２０に表示される。回線品質がどのグレードに相当す
るのかを判別する規則は、経験則や理論値に基づいて設定すればよい。また、複数の手法
で把握した回線品質を総合して回線品質を求める場合には、それぞれの手法で把握した回
線品質に、その影響度に応じた重み計数を乗じたものを合計するようにすればよい。
【００７３】
　図３は、回線品質把握手段３１が回線品質に応じて表示部２０に表示するメッセージを
選択するためのメッセージ選択表６０を示している。
【００７４】
　メッセージ選択表６０は、左から回線品質欄６１と、オフセット信号欄６２と、メッセ
ージ文字列欄６３とから構成される。
【００７５】
　回線品質欄６１は、回線品質のグレードに応じて「良好」と「混雑（小）」と「混雑（
大）」とに分けられている。オフセット信号欄６２には、回線品質のグレードに応じて回
線品質把握手段３１からＣＰＵ１１へ出力されるオフセット信号の値が示されている。各
オフセット値は、所定のメッセージ文字列と対応付けられており、表示部２０に表示され
る「通信状態」の内容は、出力されるオフセット値の違いに応じて切替表示される。メッ
セージ文字列欄６３には、オフセット値に応じてＲＯＭ１２から取り出して表示部２０に
表示されるメッセージ文字列の内容が示されている。
【００７６】
　回線品質把握手段３１が判定した回線品質が「良好」であった場合は、ＣＰＵ１１にオ
フセット信号「０」が出力され、この信号に基づいてＲＯＭ１２から取得した「良好」の
メッセージ文字列が表示部２０に表示される。同様に、回線品質が「混雑（小）」であっ
た場合には、オフセット信号「１」に基づいて「ネットワーク混雑（小）」が表示され、
「混雑（大）」であった場合には、オフセット信号「２」に基づいて「ネットワーク混雑
（大）」が表示される。
【００７７】
　このように、「ネットワーク混雑（小）」、「ネットワーク混雑（大）」の文字列は、
回線品質の表示という役割だけでなく、回線品質が「良好」でないとき、すなわち所定の
条件を満たしていない場合に、回線品質が所定の条件を満たしていないことを警告する役
割も果たしている。回線品質に応じた警告を表示することで、画像データの送信がなかな
か完了しない場合には、その原因が回線品質にあることを自動的にユーザに通知すること
ができる。
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【００７８】
　図４は、インターネットを用いたファクシミリ機能による画像データの送信中に、表示
部２０に表示される送信中画面１００の一例を示している。ここに示した送信中画面１０
０は、回線品質が良好な場合に表示される送信中画面（良好時）１００ａである。
【００７９】
　送信中画面１００には、最上部にガイド表示部１０１が、その下方左側に情報表示部１
０３が、その右側に操作釦表示部１１４が表示されている。
【００８０】
　ガイド表示部１０１には、現在時刻などの他各種の案内表示をする案内メッセージ１０
２が表示されている。案内メッセージ１０２は、回線品質の判別結果や選択された操作に
応じて切り替えられる。
【００８１】
　情報表示部１０３内の上方部には、送信先端末４５のアドレスや送信先の名称などを表
示する送信先表示欄１０４と、画像通信のジョブ番号を表示する通信番号表示欄１０５（
送信ジョブがＴで表示され、受信ジョブがＲで表示される。）と、画像通信装置１０が実
行中の動作の内容を表示する動作内容表示欄１０６とが表示されている。
【００８２】
　ここで、送信先表示欄１０４の表示は、送信先端末４５から取得した情報に応じて切り
替えられる。たとえば、Ｔ.３０準拠の伝送制御手順では、送信先アドレスなどの送信先
端末４５を識別するための識別情報を取得することができる。取得した識別情報が画像通
信装置１０に予め登録されているものと一致し、かつ会社名や宛名等の名称と対応付けら
れて登録されていれば、送信先表示欄１０４に表示されている送信先アドレスは、会社名
や宛名等の名称に切替表示される。
【００８３】
　これらの送信先表示欄１０４と通信番号表示欄１０５との下方には、回線品質表示図１
０７が表示されている。回線品質表示図１０７は、回線品質を直感的に把握できるように
表示されるイメージ図である。たとえば、図４に示した回線品質表示図（良好時）１０７
ａでは、左右両端に示した複合機の模式図が送信側と受信側との画像通信装置をそれぞれ
示しており、その間の矩形図と矢印とが画像データの送信される様子を示している。矩形
図の高さが一定で、受信側に近づくほど幅が広くなっていることで回線品質が良好である
様子を表し、矢印が受信側に到達していることで画像データの送信が順調である様子を表
している。回線品質表示図１０７は、メッセージ選択表６０で選択されたメッセージ文字
列に合わせて切替表示される。
【００８４】
　回線品質表示図１０７の下方には、さらに回線品質に応じて選択されたメッセージ文字
列が表示される回線品質表示欄１０８と、送信中ページ番号と全ページ数とを表示する送
信ページ番号表示欄１０９と、通信時間を表示する通信時間表示欄１１０と、画像モード
の設定内容を表示する画像モード表示欄１１１と、解像度設定の内容を表示する解像度表
示欄１１２と、画像データ処理方法に応じてその設定内容が表示される画質表示欄１１３
とが表示されている。なお、画質表示欄１１３には、読み取った原稿が写真原稿であるか
、文字原稿であるか、それらが混在する原稿であるかに応じて適切な処理を施すように設
定された画質モードが選択された結果が表示されている。この画質モードはユーザが選択
してもかまわないし、原稿を読み取った結果に応じて自動的に設定されてもかまわない。
【００８５】
　回線品質表示図１０７と、回線品質表示欄１０８と、送信ページ番号表示欄１０９と、
通信時間表示欄１１０とは、回線品質と進捗状況とをひと目で把握できるように、送信中
画面１００の画面左側中段にまとめて配置されている。これにより、ユーザはこれらの表
示内容を見て、回線品質が悪い場合に属性変更の必要があるか否かなどを総合的に判断す
ることができる。特に、読み取った画像データをメモリ送信するタイプの画像通信装置１
０では、原稿載置トレイ上の原稿が順番に読み取られる状況から進捗状況を確認すること
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ができないので、進捗状況を表示する効果が大きい。
【００８６】
　操作釦表示部１１４には、ユーザが選択可能な各種動作を実行するための釦が表示され
ている。具体的には、実行中のジョブと並行して次の画像通信ジョブを予約する画面を表
示する送信予約釦１１５と、送信を中止する中止釦１１６と、第１変更モードで属性変更
するための画面に切り替える属性変更釦１１７と、ヘルプ表示に切り替えるヘルプ釦１１
８とが表示されている。
【００８７】
　図５は、画像通信装置１０が、インターネットを用いたファクシミリ機能によって画像
データを送信する場合の動作の流れを示している。
【００８８】
　操作部２１で、送信する画像データについて各種の属性設定を受け付けると（ステップ
Ｓ２０１）、図示省略のスタート釦が押されスタート指示を受け付けるまで待機する（ス
テップＳ２０２；Ｎ）。スタート指示を受け付けると（ステップＳ２０２；Ｙ）、原稿を
読み取って画像データを入力する（ステップＳ２０３）。
【００８９】
　次に、送信先端末４５を呼び出して、インターネットを用いたファクシミリ機能による
通信を行なうための接続動作（以下、呼接続動作という。）を行なう（ステップＳ２０４
）。そして、画像データ送信を実行し、ユーザの操作や所定の処理に基づいて画面表示を
切り替える（ステップＳ２０５）。
【００９０】
　送信中にユーザから送信中止の要求を受け付けなかった場合は（ステップＳ２０６；Ｎ
）、送信完了により動作を終了する（エンド）。
【００９１】
　また、送信が中止されても（ステップＳ２０６；Ｙ）、再送要求を受け付けない場合に
も（ステップＳ２０７；Ｎ）、動作はそのまま終了する（エンド）。
【００９２】
　一方、送信が中止されて画像データを最初から送信し直す再送要求を受け付けた場合は
（ステップＳ２０７；Ｙ）、画像データ送信を中止し、所定の画面を表示して第２変更モ
ードによる属性変更を受け付け（ステップＳ２０８）、スタート指示を受け付けるまで待
機する（ステップＳ２０９；Ｎ）。
【００９３】
　スタート指示を受け付けると（ステップＳ２０９；Ｙ）、属性変更の内容に基づいて、
読取済の画像データに画像変換処理を行なって属性を変更し（ステップＳ２１０）、再度
送信先端末４５に対する呼接続動作へ戻る（ステップＳ２０４へ）。
【００９４】
　図６は、送信中にユーザの操作などに基づいて表示画面を切り替える動作（図５のステ
ップＳ２０５に相当する。）の流れを示している。
【００９５】
　画像データの送信中は、回線品質を把握してグレードを判別し（ステップＳ３０１）、
並行して進捗状況を把握する（ステップＳ３０２）。送信が終了すれば（ステップＳ３０
３；Ｙ）そのまま動作を終了する（エンド）。
【００９６】
　送信が継続している場合は（ステップＳ３０３；Ｎ）、送信中画面１００を表示して、
送信中画面１００に回線品質のグレードや進捗状況の内容を表示させる（ステップＳ３０
４）。そして、ユーザからの操作を受け付けない限り（ステップＳ３０５；Ｎ）ステップ
Ｓ３０１からステップ３０４までの動作を繰り返す（ステップＳ３０１へ）。
【００９７】
　ユーザから操作を受け付けた場合は（ステップＳ３０５；Ｙ）、その操作が第１変更モ
ードの属性変更であれば（ステップＳ３０６；Ｙ）、当該属性変更を受け付ける画面を表
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示する（ステップＳ３１０）。属性変更の実行指示を受け付けなければ（ステップＳ３１
１；Ｎ）そのままの状態で送信を継続し（ステップＳ３０１へ）、実行指示を受け付ける
と（ステップＳ３１１；Ｙ）指定されたページについて属性変更を実行して（ステップＳ
３１２）送信を継続する（ステップＳ３０１へ）。
【００９８】
　ユーザから受け付けた操作の内容が第１変更モードの属性変更でなく（ステップＳ３０
６；Ｎ）、送信予約やヘルプ表示などの送信中止以外の操作であった場合は（ステップＳ
３０７；Ｎ）、それぞれの操作に対応する画面を表示して（ステップＳ３１３）送信を継
続する（ステップＳ３０１へ）。
【００９９】
　操作内容が送信中止であった場合は（ステップＳ３０７；Ｙ）、その実行を受け付ける
画面を表示し（ステップＳ３０８）、送信中止の指示を受け付けると（ステップＳ３０９
；Ｙ）動作を終了する（エンド）。受付画面で送信中止がキャンセルされた場合には（ス
テップＳ３０９；Ｎ）、そのまま送信を継続する（ステップＳ３０１へ）。
【０１００】
　図７は、送信中画面１００の表示を切り替える動作（図６のステップＳ３０４の動作に
相当する。）の流れの一例を示している。
【０１０１】
　はじめに、回線品質を判別した結果から選択されたメッセージ文字列を回線品質表示欄
１０８に表示し（ステップＳ４０１）、送信ページ番号表示欄１０９に進捗状況を表示し
、通信時間表示欄１１０に通信時間を表示する。（ステップＳ４０２）。次に、選択され
たメッセージ文字列に応じて回線品質表示図１０７の表示を切り替える（ステップＳ４０
３）。
【０１０２】
　続いて、画像モード表示欄１１１と解像度表示欄１１２と画質表示欄１１３とに画像デ
ータの属性を表示し（ステップＳ４０４）、回線品質が良好であれば（ステップＳ４０５
；Ｙ）送信先表示欄１０４のアドレス表示の切り替えなどその他の表示を行なって（ステ
ップＳ４０８）動作を終了する（エンド）。
【０１０３】
　回線品質が良好でないときは、すなわち回線品質を判別した結果が「混雑（小）」もし
くは、「混雑（大）」のグレードであるときは（ステップＳ４０５；Ｎ）、画質表示欄１
１３を新たな表示欄に切り替え、送信中の画像データについての残りページ数と継続残り
時間と属性とを表示する（ステップＳ４０６）。さらに、送信を中止するのか、または第
２変更モードで属性変更するのかを選択するための「中止／再送釦」を中止釦１１６に替
えて表示する（同ステップＳ４０６）。
【０１０４】
　次に、回線品質に応じて案内メッセージ１０２の内容を切り替え（ステップＳ４０７）
、必要に応じてその他の表示を切り替えて（ステップＳ４０８）動作を終了する（エンド
）。
【０１０５】
　画像通信装置１０は所定の間隔でこれらの動作を繰り返し実行し、送信中画面１００に
は、最新の回線品質や進捗状況の内容などが反映される。
【０１０６】
　図８は、図７で説明した流れにより表示内容が切り替えられた送信中画面１００の一例
を示している。ここに示した送信中画面１００は、回線品質が良好でない場合に表示され
る送信中画面（混雑時）１００ｂである。図４で説明した送信中画面（良好時）１００ａ
と比較して、表示が切り替えられている部分について説明する。
【０１０７】
　案内メッセージ１０２は、遅延を解消するための方策を案内する表示内容となっており
、回線品質が所定の条件を満たしていない場合に、回線品質が所定の条件を満たしていな
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い旨の警告を発する表示内容となっている。案内メッセージ１０２の内容は、ユーザが所
定の対応を採らなければ送信が順調に進まない旨を通知する警告としての役割を果たす。
【０１０８】
　回線品質表示図１０７は、回線品質表示図（混雑時）１０７ｂに切り替わっている。回
線品質表示図（混雑時）１０７ｂは、画像データ送信の様子をイメージ的に示した矩形図
の高さが不均一なことで回線品質が良好ではないことを警告し、矢印が受信側の複合機に
到達していないことで画像データの送信が順調に進んでいないことを警告している。
【０１０９】
　回線品質表示欄１０８には、回線品質把握手段３１が回線品質を「混雑（大）」と判定
した結果に基づいて「ネットワーク混雑（大）」のメッセージ文字列が警告として表示さ
れている。判定結果が「混雑（小）」であった場合には「ネットワーク混雑（小）」と表
示される。
【０１１０】
　また、画質表示欄１１３に替えて、新たに残り時間表示欄１１９が表示されている。残
り時間表示欄１１９には、送信中の画像データについての送信未了の残りページ数と、属
性変更を行なわないまま送信を継続した場合の継続残り時間とが表示されている。
【０１１１】
　さらに、中止釦１１６に替えて、中止／再送釦１２０が新たに表示されている。この釦
を表示することで、図４に例示したように中止釦１１６により送信を中止したり、属性変
更釦１１７により第１変更モードで送信途中から属性変更を行なうだけでなく、第２変更
モード（部分的に画像データの属性を変更するのではなく、全画像データを同じ属性に設
定し直すモード）を選択して全画像データを同じ属性設定の内容で送信し直すことも可能
となる。係る操作の詳細については、中止／再送釦１２０の操作により遷移する中止／再
操作決定画面の説明にて後述する。また、操作釦表示部１１４から中止釦１１６が消えて
いるが、中止／再送釦１２０の操作により遷移する中止／再操作決定画面における操作に
て送信中のジョブを中止することが可能であり、係る操作の詳細についても後述する。
【０１１２】
　このように、回線品質が良好でない場合にだけ特定の属性変更が選択可能なようにすれ
ば、回線品質が良好であるにもかかわらず属性変更をして画像データを再送してしまうな
どのミスを防止することができる。本実施の形態では、属性変更釦１１７は送信中画面１
００に常時表示され、ユーザの要求に応じていつでも属性変更可能な構成としたが、中止
／再送釦１２０と同様に回線品質が良好でない場合にだけ切替表示される構成としてもか
まわない。
【０１１３】
　このように、画像データ送信中、常に最新の回線品質と進捗状況とが同時に表示されて
いるので、回線品質が良好でない場合にユーザはいつでもこれらの情報を対比して、どの
ような対処を採るべきか適切な判断をすることができる。同時に、継続残り時間や残りペ
ージ数などの種々の判断材料が表示されるので、回線品質が劣悪であってもこれらの情報
を総合して送信完了が近い場合には属性変更をせずに待つことも可能となる。また、通信
時間表示欄１１０に通信時間が表示されることで、これまでの画像データ送信に費やした
時間を基に、これからどのような対処を採るべきか判断することもできる。たとえば、画
像データの６０％が送信された時点で１０分が経過していて、送信完了をそれほど急いで
いない場合は、残り時間などを見なくても属性変更を行なわずに送信完了を待つこともで
きる。
【０１１４】
　ここで、回線品質表示図（混雑時）１０７ｂや回線品質表示欄１０８、残り時間表示欄
１１９、案内メッセージ１０２などの表示を、回線品質が良好でない場合に赤色表示とす
るなどして共通の形式で強調するようにすれば、送信中画面（混雑時）１００ｂ中に分散
して表示されているそれぞれの警告表示が互いに関連性のあるものとして理解しやすくな
る。これによりユーザは、回線品質が良好でないことや、この状態に対する解決策を容易
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に理解することができる。
【０１１５】
　図９は、ファクシミリ送信開始前に表示される送信待機画面１３０の一例を示している
。
【０１１６】
　送信待機画面１３０は、表示をさらに切り替えて種々の設定や選択ができるようになっ
ている。図９は、送信先端末４５の宛先選択をする場合の画面を示している。
【０１１７】
　送信待機画面１３０には、最上部にガイド表示部１０１が、その下方に設定画面選択欄
１３１が、さらに下方に宛先選択方式欄１３２が、そして最下方には宛先選択欄１３３が
表示されている。
【０１１８】
　ガイド表示部１０１には、インターネットを用いたファクシミリ機能による送信が可能
であることを示す案内メッセージ１０２が表示されている。設定画面選択欄１３１には、
送信待機画面１３０を介して設定可能な各種設定項目がタブ釦表示されており、いずれか
の釦を選択することで設定画面選択欄１３１の下方の表示が切り替わる。ここでは、「宛
先選択釦」が選択されている。
【０１１９】
　宛先選択方式欄１３２は、送信先端末４５を指定する宛先の選択方式や宛先登録を行な
う画面に切り替えるための釦が表示されている。ここでは、塗りつぶし表示の「ワンタッ
チ選択釦」が選択され、宛先選択欄１３３が表示されている。宛先選択欄１３３には、予
め登録されている宛先の表示された選択釦が複数配列表示されている。案内に従って１ま
たは複数の選択釦を押すと、選択された釦が塗りつぶし表示となって送信先端末４５が決
定される。操作パネル上の図示省略のスタート釦を押すと選択された宛先への画像データ
送信が開始される。
【０１２０】
　図１０は、原稿の読取中に表示される読取動作表示画面１４０の一例を示している。ガ
イド表示部１０１には、原稿の読み取り中である旨の案内メッセージ１０２が表示されて
いる。情報表示部１０３には、送信先表示欄１０４や画像モード表示欄１１１などが表示
され宛先や画像データの属性を確認できる。特に、動作内容表示欄１０６には「読取中」
の文字が表示され、併せて、その状態を視覚的に表現した読取動作表示図１４１が表示さ
れる。操作釦表示部１１４にはこの動作中に受付可能な操作についての釦だけが表示され
ている。
【０１２１】
　図１１は、送信先端末４５への呼接続動作中に表示される接続動作表示画面１５０の一
例を示している。情報表示部１０３には、「接続中」の文字が表示された動作内容表示欄
１０６と、その状態を視覚的に表現した接続動作表示図１５１となどが表示されている。
【０１２２】
　図１２は、第１変更モードの属性変更を行なうための属性変更画面１６０の一例を示し
ている。属性変更画面１６０は、送信中に送信中画面１００の属性変更釦１１７を押すと
表示される。ガイド表示部１０１の案内メッセージ１０２には、操作の内容が案内表示さ
れている。
【０１２３】
　属性変更画面１６０では、送信中画面１００と比較して情報表示部１０３に表示される
表示欄の数が削減されており、表示スペース自体も縮小されている。その一方で、操作釦
表示部１１４の表示スペースが広がり、変更ページ指定欄１６１と、変更ページ入力切替
釦１６２と、画像モード変更エリア１６３と、解像度変更エリア１６４と、属性変更後の
画像を確認するためのプレビュー釦１６５と、属性変更を実行するための属性変更実行釦
１６６と、属性変更をキャンセルするためのキャンセル釦１６７とが新たに表示されてい
る。
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【０１２４】
　変更ページ指定欄１６１では、属性変更の対象となるページ番号の指定が受け付けられ
る。ページ番号は操作盤上のテンキーから直接入力される。ページ番号は、左側の「変更
開始ページ欄」と右側の「変更終了ページ欄」とにそれぞれ入力できる。各欄への入力は
、変更ページ入力切替釦１６２を押すたびに変更ページ指定欄１６１に表示されているペ
ージ番号のアンダーラインが移動することで切り替えられる。
【０１２５】
　画像モード変更エリア１６３では、画像モードの属性変更が受け付けられる。画像モー
ド変更エリア１６３の上方には、そのエリアの表示内容を表わすガイドが表示され、さら
に送信未了の画像データの「残ページ数」が表示されている。それらの表示の下方右側に
は、「カラー」モードと「モノクロ」モードとの２つの選択釦が縦列表示される。選択さ
れている画像モードにはアンダーラインが付され、網掛け表示される。各釦の左方には、
残ページを各画像モードで送信した場合の継続残り時間や変更残り時間が「残時間」とし
て表示される。図１２に示した例では、カラーモードが選択されており、継続残り時間は
約２０分であるが、モノクロモードに変更すると変更残り時間は約２分に短縮されること
がわかる。
【０１２６】
　解像度変更エリア１６４では、解像度の変更が受け付けられる。解像度変更エリア１６
４の上方には、そのエリアの表示内容を表わす「解像度が表示され、さらに残りページ数
が表示されている。それらの表示の右側には、「自動変換」選択釦と、「６００ｄｐｉ」
、「４００ｄｐｉ」、「３００ｄｐｉ」、「２００ｄｐｉ」の４つの選択釦とが縦列表示
される。選択された釦が網掛け表示され、選択されている解像度にはアンダーラインが付
される。本実施の形態では、送信開始前の設定で「自動変換」が選択された結果６００ｄ
ｐｉの解像度で送信が実行され、その選択釦にアンダーラインが付されている。なお、「
自動変換」が選択されると、画像通信装置１０と送信先端末４５との間で送受信可能な画
像データの解像度のうち最も高い解像度が属性設定値として自動的に選択されるようにな
っている。解像度を指定する４つの選択釦の左方には、各解像度での継続残り時間や変更
残り時間が表示される。
【０１２７】
　画像モード変更エリア１６３と解像度変更エリア１６４とに表示される変更残り時間は
、属性変更を受け付けた結果に応じて計算し直される。たとえば、画像モード変更エリア
１６３でモノクロモードが選択されると、解像度変更エリア１６４の６００ｄｐｉの変更
残り時間の表示も「約２分」に切り替わり、他の解像度についてもモノクロモードで計算
し直されたものが表示される。先に解像度変更エリア１６４で属性変更を行なった場合も
、変更の結果が画像モード変更エリア１６３の変更残り時間の各表示に反映される。
【０１２８】
　このように、属性変更の内容に対応付けて継続残り時間や変更残り時間が表示されるこ
とによって、ユーザは変更可能な複数の属性の中から希望に合った条件の属性を選択する
ことができる。
【０１２９】
　変更ページ指定欄１６１、画像モード変更エリア１６３、解像度変更エリア１６４の設
定が完了し、属性変更実行釦１６６を押すと、属性変更が実行される。そして、画面の表
示は送信中画面１００に切り替わる。
【０１３０】
　ここで、選択できない属性の選択釦をグレイアウト表示とし、変更を受け付けないよう
に構成してもよい。たとえば、既に３００ｄｐｉの解像度で属性設定されている場合は、
「６００ｄｐｉ」と「４００ｄｐｉ」の選択釦を選択できないようにしておけば、ユーザ
は変更可能な属性を直感的に識別することができる。
【０１３１】
　このように、変更手段３０で変更可能な属性およびまたは属性の設定の候補を表示する
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ことで、回線品質が良好でないことに対する対策を講じる必要があると判断したユーザに
実行可能な選択肢を提示することができる。また、属性変更の内容に応じた残り時間を表
示することで、ユーザは自己の希望に合った属性変更を行なうことができる。
【０１３２】
　図１３は、送信を中止したり、第２変更モードで属性変更を行なう画面に切り替えたり
するための中止／再送決定画面１７０の一例を示している。中止／再送決定画面１７０は
、送信中画面（混雑時）１００ｂまたは属性変更画面１６０の中止／再送釦１２０を押す
と表示される。
【０１３３】
　ガイド表示部１０１の案内メッセージ１０２には、送信中のジョブの中止を実行しても
よいか否かを確認するメッセージが案内表示されている。ガイド表示部１０１の下方には
、操作釦表示部１１４のみが表示されている。操作釦表示部１１４には、送信中のジョブ
を中止するための中止釦１７１と、送信を一旦中止し、第２変更モードで属性変更するた
めの再送釦１７２と、中止や再送をキャンセルするためのキャンセル釦１７３とヘルプ釦
１１８とが表示されている。
【０１３４】
　中止釦１７１を押すと送信が中止され、画面が送信待機画面１３０の状態に切り替わる
。再送釦１７２を押すと送信が一旦中止され、画面が第２変更モードの属性変更を受け付
けるための再送属性設定画面に切り替わる。キャンセル釦１７３を押すと、画面が送信中
画面１００に切り替わり、そのまま送信が継続される。
【０１３５】
　図１４は、第２変更モードの属性変更を行なうための再送属性設定画面１８０である。
再送属性設定画面１８０の構成は、属性変更画面１６０とほぼ同じであるが、情報表示部
１０３の表示内容と、操作釦表示部１１４に表示されている釦とに一部相違がある。
【０１３６】
　属性変更画面１６０と異なっている点は、情報表示部１０３の動作内容表示欄１０６の
表示内容が「再送待」と切り替わっている点と、再送が開始されていないため、送信ペー
ジ番号表示欄１０９には全ページ数のみが表示されている点と、通信時間表示欄１１０の
表示がリセットされている点となどである。
【０１３７】
　また、操作釦表示部１１４では、ページ指定を行なわないので変更ページ指定欄１６１
の表示がない点と、画像モード変更エリア１６３と解像度変更エリア１６４とには全ペー
ジを再送する場合の予測時間が表示されている点と、再送の実行を操作盤のスタート釦か
ら受け付けるので属性変更実行釦１６６が表示されていない点とである。
【０１３８】
　再送時に新たな属性設定を行なうことで、たとえば、カラーモードで送信していた原稿
を、ページの途中からモノクロモードに属性変更したために送信画像の統一感が失われた
りすることを防止できる。
【０１３９】
　また、第２モードでの変更の場合も属性変更の内容に対応付けて予測時間が表示される
ので、ユーザは変更可能な複数の属性の中から希望に合った条件の属性を選択することが
できる。
【０１４０】
　これまで説明したように、表示部２０に表示される画面やその表示内容は、画像通信の
進行やユーザの指示に伴って次々と切り替わる。以下に、表示画面が切り替わる様子を送
信先端末４５への画像送信シーケンスに対応させて説明する。
【０１４１】
　図１５は、画像送信シーケンスの進行に対応して表示部２０の画面が切り替わる様子を
模式的に示している。ここでは一例として、画像通信装置１０が３ページ分の画像データ
をカラーモードで送信し、途中で画像モードをモノクロモードに変更する属性変更を行な
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う場合について説明する。
【０１４２】
　図１５では、画像通信装置１０から送信先端末４５へ画像データが送信されている。画
像通信装置１０は、表示部２０と通信部２６とを選択的に表示している。画像通信装置１
０の表示部２０と通信部２６、および送信先端末４５に付した縦軸は、時間軸を示してお
り上から下へ向けて時間が進む。
【０１４３】
　画像通信装置１０の通信部２６と、送信先端末４５との間に示した矢印は、ファクシミ
リ機能における各種伝送制御信号と画像データとを示している。矢印の向きは、データの
送信される方向を示している。
【０１４４】
　各矢印に付した表示は、その通信で送受信される信号やデータの内容を表わしている。
「Ｔ３０ＩＮＤ：ＣＥＤ」は、被呼局識別信号（ＣＥＤ：Caller Entered Digits）を、
「Ｔ３０ＩＮＤ：Flag」は、同期を取るためのプリアンブル信号を示している。「Ｖ２１
ＨＤＬＣ」の表示が付されている信号は、各種制御信号である。「Ｖ２１ＨＤＬＣ」の表
示は、その信号がＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ.２１に対応した信号処理方式(３００ｂｐｓ（Bit
Per Second）、全二重通信)で、ＨＤＬＣ（High-level Data Link Control procedure）
の伝送制御手順により送信されていることを示している。「Ｔ３０ＩＮＤ：Ｓｐｅｅｄ」
はトレーニング信号を、「ＰＩＸ」は画像データをそれぞれ示している。
【０１４５】
　画像通信装置１０の通信部２６と表示部２０との間に表示した矢印は、画像通信装置１
０内の処理や信号を示している。矢印に付した表示はその処理や信号の内容を示している
。矢印の向きについては画像送信シーケンスの場合と同様である。それぞれの時間軸に到
達している矢印は、その信号に乗せられた情報が画面の表示や通信に反映されることを示
している。各時間軸に到達していない矢印は、画像通信装置１０内の他の機器で処理され
ることを示している。
【０１４６】
　また、表示部２０の時間軸上には、画像通信の進行に伴って、表示部２０に切替表示さ
れる画面の一部を模式的に表示している。各画面には、画像送信シーケンスに係わる表示
欄などを適宜選択して表示している。
【０１４７】
　画像データの送信のため呼接続動作をスタートすると（処理Ａ１）、接続動作表示画面
１５０が表示される。送信先端末４５からＣＥＤ信号を受信すると（処理Ｂ１）、送信が
スタートして（処理Ａ２）表示部２０の画面が送信中画面１００に切り替わり、送信ペー
ジ番号表示欄１０９に進捗状況が表示される。
【０１４８】
　次に、送信先端末４５から受信したＣＳＩ（Called SubscriberIdentification）信号
やＤＩＳ（Digital Identification Signal）信号などから送信先端末４５に関する識別
情報などを取得し（処理Ｂ２）、これらの識別情報が予め登録されている場合は、登録さ
れた内容が送信先表示欄１０４に表示される（処理Ａ３）。
【０１４９】
　そして、ＤＣＳ（Digital Command Signal）信号などを送信して、送信開始前の属性設
定の内容が送信先端末４５に伝えられる（処理Ｂ３）。
【０１５０】
　また、送信動作と並行して回線品質の把握を行ない、回線品質が良好でないと画面表示
が送信中画面（混雑時）１００ｂに切り替わり回線品質や継続残り時間に関する情報が回
線品質表示欄１０８、残り時間表示欄１１９に表示される（処理Ａ４）。これらの表示内
容を確認し、属性変更を行なう必要があると判断したユーザから画面の切替指示を受け付
けると、表示が属性変更画面１６０に切り替わる（処理Ａ５）。属性変更画面１６０から
各種属性変更を受け付けると（処理Ａ６）、表示は再び送信中画面（混雑時）１００ｂに
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切り替わる。
【０１５１】
　属性変更を受け付けると（処理Ａ７）、通信部２６は、送信中のページの区切りまでの
画像データが送信されたタイミングで送信先端末４５に対しＥＯＭ（End Of Message）信
号を送信してＴ.３０準拠の伝送手順をはじめからやり直すように要求する（処理Ｂ４）
。これにより、これまでの属性設定がリセットされ、新たな属性設定の内容がＤＣＳ信号
などに乗せられて送信先端末４５へ送信される（処理Ｂ５）。以降の画像データは、属性
変更後の属性で送信される。
【０１５２】
　その後、送信中画面（混雑時）１００ｂでは、送信中のページ番号が切り替わったり（
処理Ａ８）、属性変更後の変更残り時間が表示されたりする（処理Ａ９）。そして、画像
データの送信が完了すると、画像通信装置１０側から通信を切断する呼切断動作を行ない
、その動作の完了により（処理Ａ１０）通信を終了する。
【０１５３】
　次に、第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態では、画像データを送信
元の外部端末（以下、送信元端末という。）より受信している画像通信装置が、通信回線
の回線品質と、受信の進捗状況とを把握し、その内容を表示する。
【０１５４】
　図１６は、本発明の第２の実施の形態に係わる画像通信装置７０の電気的構成を示して
いる。第２の実施の形態では、画像データを受信する画像通信装置７０について説明する
。なお、１つの画像通信装置を、第１の実施の形態に示す送信側の画像通信装置１０と、
第２の実施の形態に示す受信側の画像通信装置７０との双方の機能を有するように構成し
てもよい。
【０１５５】
　画像通信装置７０は、図１に示した第１の実施の形態における画像通信装置１０と略同
一の構成を有している。以下、第１の実施の形態と相違する点について説明する。
【０１５６】
　ＣＰＵ１１には、回線品質把握手段７１と進捗把握手段７２とが接続されている。
【０１５７】
　回線品質把握手段７１は、通信部２６に接続されている通信回線の回線品質を把握する
機能を果たす。回線品質把握手段７１が通信回線の回線品質を把握する手法は、第１の実
施の形態で説明したものと同様のものでよい。また、回線品質把握手段７１は、送信元端
末が把握した通信回線の回線品質を、送信元端末から受信することで通信回線の回線品質
を把握するように構成してもよい。
【０１５８】
　進捗把握手段７２は、受信中の画像データについての進捗状況を把握する機能を果たす
。進捗状況の内容は、受信すべき画像データ全体のうちどの程度が既に受信されたのかを
把握可能な情報であればどのようなものでもよい。たとえば、第１の実施の形態で説明し
た画像データ送信時の進捗状況と同じ考え方で、受信したページ数、データ量、予測時間
を把握してもよいし、これらの各基準について受信完了を１００％としたときの何％が受
信されたのかという情報でもよい。また、１ジョブ単位、複数ジョブ単位や、１ジョブに
含まれる各画像ページ単位でどの程度の受信が完了したのかを把握してもよい。表示部２
０に表示される進捗状況の内容も１種類に限定されない。２種類以上を組み合わせ表示し
てもよいし、数種類の選択候補の中から、ユーザが選択できてもよい。
【０１５９】
　たとえば、本実施の形態では、進捗把握手段７２が把握する進捗状況は、受信する画像
データの全ページ数と、受信中ページ番号とから構成される。全ページ数は、たとえば送
信元端末がＴ.３０準拠の伝送制御手順中のＮＳＳ（Non-Standard facilities Set-up）
信号に乗せた情報により取得される。また、受信中ページ番号は、送信元端末からＭＰＳ
信号やＥＯＭ信号を受信した後にＭＣＦ信号を送信した回数を計数することによって取得
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される。さらに、進捗把握手段７２は、画像データの受信を開始してからの通信時間を計
時するタイマを内蔵している。
【０１６０】
　また、進捗把握手段７２は、画像データ受信の進捗状況を表わす情報を送信元端末から
受信するように構成してもよい。送信元端末が画像データ送信に関する進捗状況を把握し
ている場合は、その内容を取得すればこれを同一の画像データ受信の進捗状況とすること
ができる。
【０１６１】
　ＣＰＵ１１は、さらに変更要求手段７３と残量把握手段７４との機能を有している。
【０１６２】
　変更要求手段７３は、Ｔ.３０準拠の制御情報を利用して送信元端末が属性変更可能な
画像モードや解像度を予め取得しておき、必要に応じてその内容を表示部２０に表示する
機能を果たす。また、変更要求手段７３は、ユーザから受け付けた属性変更が実行される
ように、その内容を送信元端末に対して要求する機能を有している。変更要求手段７３は
、第１の実施の形態の変更手段３０と同様に、第１変更モードと第２変更モードとの２種
類の属性変更を送信元端末に要請できる。
【０１６３】
　変更要求手段７３が受信中の画像データの属性変更を送信元端末に対して要求する手法
としては、Ｔ.３０準拠の制御信号を利用できる。たとえば、画像データ受信中にＲＴＰ
（ReTrain Positive）信号あるいは、ＲＴＮ（ReTrain Negative）信号を送信して、受信
条件の再設定を行なうように要請し、その後に送信するＤＩＳ信号などで受信可能な画像
モードや解像度を特定して通知することで受信する画像データの属性変更を実行できる。
【０１６４】
　残量把握手段７４は、受信中の画像データについて、受信完了までの処理残量を把握す
る機能を有している。本実施の形態では、処理残量として受信が完了するまでの残り時間
が予測されるようになっている。残量把握手段７４が予測する残り時間は、受信中の画像
データについて、属性変更を行なわないまま受信を継続した場合の継続残り時間である。
さらに、残量把握手段７４は、第１変更モードにより受信中の画像データの属性を変更し
た場合の残り時間である変更残り時間と、第２変更モードにより属性変更をした画像デー
タ受信を最初からやり直す場合での予測時間とを予測する機能を有している。
【０１６５】
　これらの時間の算出方法は、第１の実施の形態の残量把握手段３３で説明した場合と同
様である。なお、継続残り時間や変更残り時間を算出するための残りデータ量は、通信部
２６が、送信先端末から取得した情報に基づいて算出する。たとえば、総データ量は伝送
制御中のＮＳＳ信号により取得する。そして、既に受信された受信済データ量と共に通信
部２６に備える図示省略のレジストリ部に記憶し、総データ量と送信済データ量との差を
求めることにより算出する。
【０１６６】
　図１７は、インターネットを用いたファクシミリ機能による画像データの受信中に表示
部２０に表示される受信中画面５００の一例を示している。このように、受信中画面５０
０は第１の実施の形態で説明した送信中画面１００と基本的には同じであるが、送信中画
面１００の情報表示部１０３内の送信に係わる表示が受信に係わる表示に変更されている
点などが異なる。受信中に表示される他の画面についても同様に、第１の実施の形態での
画像通信装置１０の表示部２０に表示される各画面とほぼ同じである。
【０１６７】
　画像データの受信中に回線品質と進捗状況とを表示部２０に表示する一例として、画像
通信装置７０が送信元端末から画像データをポーリング受信する場合について説明する。
なお、画像通信装置７０が画像データを受信する方式は、ポーリング受信に限定されず、
通常の画像データ受信方式であってもよい。
【０１６８】
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　図１８は、ポーリング受信シーケンスの進行に対応して画像通信装置の表示部の画面が
切り替わる様子を模式的に示している。ここでは、３ページ分の画像データをカラーモー
ドでポーリング受信し、途中で受信モードをモノクロモードに属性変更する場合について
説明する。
【０１６９】
　画像通信装置７０の表示部２０や通信部２６と、送信元端末８０とに付した時間軸や、
これらの時間軸の間に示した矢印と矢印に付した表示との内容は図１５と同様である。
【０１７０】
　通信部２６が画像データ受信のため呼接続をスタートすると（処理Ｃ１）、接続動作表
示画面５１０が表示される。送信元端末８０からＣＥＤ信号を取得すると（処理Ｄ１）、
受信がスタートして（処理Ｃ２）表示部２６の表示が受信中画面５１１に切り替わる。そ
して、ＤＩＳ（Digital Identification Signal）信号で受信可能な原稿サイズなどの標
準機能を送信し、ＮＳＦ（Non-Standard Facilities）信号でその他の非標準的機能を送
信して、受信開始前に設定された属性設定の内容が送信元端末に伝えられる（処理Ｄ２）
。
【０１７１】
　次に、送信元端末８０から受信したＴＳＩ（Transmitting Subscriber Identification
）信号で送信元端末の識別情報を取得し、ＮＳＳ信号で受信する画像でデータの総ページ
数や総データ量を取得すると（処理Ｄ３）、取得した情報の内容が受信中画面５１１に表
示される（処理Ｃ３）。
【０１７２】
　また、受信動作と並行して回線品質の把握を行ない、回線品質が良好でないと画面表示
が受信中画面（混雑時）５１２に切り替わり、回線品質表示欄５１３に「ネットワーク混
雑（大）」などの警告が表示され、残り時間表示欄５１６には継続残り時間が表示される
（処理Ｃ４）。
【０１７３】
　受信中画面（混雑時）５１２の内容を確認し、属性変更を行なう必要があると判断した
ユーザから画面の切替指示を受け付けると（処理Ｃ５）、表示が受信モードを変更するた
めの属性変更画面５１７に切り替わる。属性変更画面５１７に表示された画像データ属性
のうち変更可能な属性についての属性変更が受け付けられると（処理Ｃ６）、表示は再び
受信中画面（混雑時）５１２に切り替わる。
【０１７４】
　属性変更を受け付けると（処理Ｃ７）、通信部２６は受信中のページ区切りの位置まで
の画像データを受信したタイミングで送信元端末８０に対してＲＴＰ信号あるいは、ＲＴ
Ｎ信号を送信して、属性設定の再設定を行なうように要求する（処理Ｄ４）。これにより
、これまでの属性設定の内容がリセットされる。そして、新たな属性設定の内容が再びＮ
ＳＦ信号やＤＩＳ信号に乗せられて送信元端末８０へ送信される（処理Ｄ５）。これらの
処理の後、画像データは属性変更後の属性で受信される。
【０１７５】
　その後、受信中画面（混雑時）５１２では、受信中のページ番号が切り替わったり（処
理Ｃ８）、属性変更後の変更残り時間が表示されたりする（処理Ｃ９）。そして、画像デ
ータの受信が完了すると、画像通信装置７０側から通信を切断する呼切断動作を行ない、
その動作の完了により（処理Ｃ１０）通信を終了する。
【０１７６】
　以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態
に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追
加があっても本発明に含まれる。
【０１７７】
　たとえば、本実施の形態における画像通信装置１０、７０は、インターネットを用いた
ファクシミリ機能により画像通信を行なったが、画像通信の手法はこの例に限定されない
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。たとえば、公衆回線を利用したファクシミリ通信であってもよい。この場合は、たとえ
ば画像通信開始前に行なうトレーニング信号の送受信結果から回線品質を把握することが
できる。
【０１７８】
　また、本発明の画像通信装置はファクシミリ機能を有する複合機に限定されない。パー
ソナルコンピュータによるＦＴＰ（File Transfer Protocol）を利用した画像データ転送
でもあってもよいし、この他の画像通信技術を用いた画像通信装置でもよい。
【０１７９】
　また、通信回線の回線品質の把握手法は実施の形態で例示したものに限定されない。
【０１８０】
　また、回線品質や進捗状況の把握のタイミングも、予め設定されたタイミングで定期的
に把握するようにしてもよいし、任意のタイミングでユーザが特定の釦を押したときに把
握するようにしてもよい。
【０１８１】
　また、画像データの入力手段は、読取部２２に限定されず、外部より受信したり、記録
媒体を読み取ったりして画像データを入力するような構成であってもよいし、この他の手
法で入力してもよい。
【０１８２】
　また、表示手段が行なう回線品質や進捗状況の表示は、実施の形態に例示したように、
視覚的に表示される場合に限定されない。たとえば、進捗状況が表示部２０に画面表示さ
れ、同時に回線品質が良好でないことが警告音で表示されてもよい。これらの情報をユー
ザに伝えることができれば、どのような手法を用いてもかまわない。
【０１８３】
　また、実施の形態においては、回線品質と進捗状況とは回線品質の良し悪しにかかわら
ず表示される構成としたが、表示タイミングはこの例に限定されない。予め定めた条件に
合致した場合、たとえば、回線品質が「良好でない」ときだけ回線品質や進捗状況が表示
されるように構成してもよい。
【０１８４】
　また、実施の形態においては、残り時間は回線品質が悪い場合に表示時される構成とし
たが、これらの情報の表示タイミングはこの例に限定されない。回線品質と残り時間とが
常時表示される構成としてもよい。
【０１８５】
　また、回線品質と進捗状況とや、回線品質と残り時間とは、必ずしも同時に表示されな
くてもかまわない。たとえば、表示部２０には回線品質だけを表示しておき、ユーザの要
求に応じて進捗状況や残り時間を付加的に表示する構成としてもよい。逆に、進捗状況や
残り時間だけを表示しておき、ユーザの要求に応じて回線品質を付加的に表示してもよい
。このとき、回線品質の表示画面と、進捗状況や残り時間の表示画面とが切替表示される
ようにしてもよい。
【０１８６】
　また、変更手段３０で変更可能な属性は、実施の形態で例示したものに限定されない。
たとえば、画像データを圧縮する符号化方式などを変更するようにしてもよい。
【０１８７】
　また、変更手段３０で可能な属性変更は、画像データ量を削減するためにカラーモード
をモノクロモードに変更したり、解像度を落としたりするダウングレードに限定されない
。たとえば、設定モードのアップグレードが可能であってもよい。具体的には、回線品質
が悪かったために属性変更により解像度を下げた場合において、回線品質が良好な状態に
回復した時点で、送信途中に解像度をもとに戻すような属性変更ができてもよい。
【０１８８】
　また、表示部２０から得られる情報により、当初想定していたよりも送信に時間がかか
らないことがわかったため、属性変更を行って解像度を上げて送信したり、モノクロモー
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ドをカラーモードに変更して送信することを可能としてもよい。
【０１８９】
　また、属性変更を行なうための属性変更画面１６０や、再送属性設定画面１８０はユー
ザからの要求に応じて表示される構成としたが、回線品質把握手段３１、７１により回線
品質が良好でないと判断されたタイミングで自動的に表示される構成としてもよい。これ
により、ユーザの判断負担を軽減することができる。
【０１９０】
　さらに、図１４に示した再送属性設定画面１８０で表示される全ページを再送する場合
の残り時間の表示は、図１２に示した送信属性変更画面１６０などに合わせて表示しても
よい。これにより、第１変更モードと第２変更モードとをそれぞれ選択した場合の残り時
間を比較したうえでどちらの変更モードを選択するのかを決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わる画像通信装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係わる画像通信装置を使用して、画像データを送信する画
像通信システムの構成の一例を示す説明図である。
【図３】回線品質に応じて表示されるメッセージを選択するための基準となるメッセージ
選択表の一例を示す説明図である。
【図４】インターネットを用いたファクシミリ機能による画像データの送信中に表示され
る送信中画面（良好時）の一例を示す説明図である。
【図５】画像通信装置がインターネットを用いたファクシミリ機能によって画像データを
送信する場合の動作の流れを示す流れ図である。
【図６】画像データの送信中に表示部に表示される画面を切り替える動作の流れを示す流
れ図である。
【図７】送信中画面の表示を切り替える動作の流れを示す流れ図である。
【図８】インターネットを用いたファクシミリ機能による画像データの送信中に表示され
る送信中画面（混雑時）の一例を示す説明図である。
【図９】画像データの送信開始前に表示される送信待機画面の一例を示す説明図である。
【図１０】原稿の読み取り中に表示される読取動作表示画面の一例を示す説明図である。
【図１１】送信先端末への接続動作中に表示される接続動作表示画面の一例を示す説明図
である。
【図１２】送信中に第１変更モードの属性変更を行なうための属性変更画面の一例を示す
説明図である。
【図１３】送信を中止したり、第２変更モードの属性変更を行なう画面に切り替えたりす
るための中止／再送決定画面の一例を示す説明図である。
【図１４】第２変更モードの属性変更をするための再送属性設定画面の一例を示す説明図
である。
【図１５】画像送信シーケンスの進行に対応して表示部の画面が切替表示される様子を模
式的に示した説明図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係わる画像通信装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１７】インターネットを用いたファクシミリ機能による画像データの受信中に表示さ
れる受信中画面の一例を示す説明図である。
【図１８】画像データのポーリング受信シーケンスの進行に対応して表示部の画面が切替
表示される様子を模式的に示した説明図である。
【符号の説明】
【０１９２】
　１０…画像通信装置
　１１…ＣＰＵ
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　１２…ＲＯＭ
　１３…ＲＡＭ
　２０…表示部
　２１…操作部
　２２…読取部
　２３…画像処理部
　２４…記録部
　２５…印刷部
　２６…通信部
　３０…変更手段
　３１…回線品質把握手段
　３２…進捗把握手段
　３３…残量把握手段
　４０…インターネット
　４１…ＧＷ
　４２…送信側ＬＡＮ
　４３…ＰＣ
　４４…受信側ＬＡＮ
　４５…送信先端末
　４６…計測サーバ
　４７…ゲートキーパ
　４８…画像データ
　５０…ｐｉｎｇコマンド
　５１…ｐｉｎｇ応答
　５２…測定コマンド
　５３…測定データ
　６０…メッセージ選択表
　６１…回線品質欄
　６２…オフセット信号欄
　６３…メッセージ文字列欄
　７０…画像通信装置
　７１…回線品質把握手段
　７２…進捗把握手段
　７３…変更要求手段
　７４…残量把握手段
　８０…送信元端末
　１００…送信中画面
　１００ａ…送信中画面（良好時）
　１００ｂ…送信中画面（混雑時）
　１０１…ガイド表示部
　１０２…案内メッセージ
　１０３…情報表示部
　１０４…送信先表示欄
　１０５…通信番号表示欄
　１０６…動作内容表示欄
　１０７…回線品質表示図
　１０７ａ…回線品質表示図（良好時）
　１０７ｂ…回線品質表示図（混雑時）
　１０８…回線品質表示欄
　１０９…送信ページ番号表示欄
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　１１０…通信時間表示欄
　１１１…画像モード表示欄
　１１２…解像度表示欄
　１１３…画質表示欄
　１１４…操作釦表示部
　１１５…送信予約釦
　１１６…中止釦
　１１７…属性変更釦
　１１８…ヘルプ釦
　１１９…残り時間表示欄
　１２０…中止／再送釦
　１３０…送信待機画面
　１３１…設定画面選択欄
　１３２…宛先選択方式欄
　１３３…宛先選択欄
　１４０…読取動作表示画面
　１４１…読取動作表示図
　１５０…接続動作表示画面
　１５１…接続動作表示図
　１６０…属性変更画面
　１６１…変更ページ指定欄
　１６２…変更ページ入力切替釦
　１６３…画像モード変更エリア
　１６４…解像度変更エリア
　１６５…プレビュー釦
　１６６…属性変更実行釦
　１６７…キャンセル釦
　１７０…中止／再送決定画面
　１７１…中止釦
　１７２…再送釦
　１７３…キャンセル釦
　１８０…再送属性設定画面
　５００…受信中画面
　５１０…接続動作表示画面
　５１１…受信中画面
　５１２…受信中画面（混雑時）
　５１３…回線品質表示欄
　５１４…受信ページ数表示欄
　５１５…画像モード表示欄
　５１６…残り時間表示欄
　５１７…属性変更画面
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