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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーファイル情報を通信可能なファクシミリ装置であって、
　受信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、前記第１の色空
間と異なる第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定手段と、
　前記第１の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッ
ダのXパラメータとYパラメータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情
報及び画像幅情報を用いて出力処理を行い、前記第２の色空間でのカラーファイル情報を
受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、
受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力
手段とを有することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記出力手段が、前記第２の色空間でのカラーファイルをプリントする際、ＪＰＥＧヘ
ッダのXパラメータとYパラメータの情報を取得し、所定サイズの記録紙にプリント可能な
ようにXとYの比率を維持して解像度変換してから前記所定サイズの記録紙にプリントする
ことを特徴とする請求項１記載のファクシミリ装置。
【請求項３】
　前記相手先ファクシミリ装置から送信されるＤＣＳ信号に、前記第２の色空間でのカラ
ーファイル情報であることを示す少なくとも１つの情報ビットが含まれ、前記判定手段が
前記情報ビットに基づいて前記判定を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
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のファクシミリ装置。
【請求項４】
　カラーファイル情報のファクシミリ通信方法であって、
　受信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、前記第１の色空
間と異なる第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定ステップと、
　前記第１の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッ
ダのXパラメータとYパラメータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情
報及び画像幅情報を用いて出力処理を行い、前記第２の色空間でのカラーファイル情報を
受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、
受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力
ステップとを有することを特徴とするファクシミリ通信方法。
【請求項５】
　ファクシミリ通信可能なコンピュータに、
　受信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、前記第１の色空
間と異なる第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定ステップと、
　前記第１の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッ
ダのXパラメータとYパラメータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情
報及び画像幅情報を用いて出力処理を行い、前記第２の色空間でのカラーファイル情報を
受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、
受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力
ステップとを有するファクシミリ通信方法を実行させるためのプログラム。
【請求項６】
　ファクシミリ通信可能なコンピュータを、
　受信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、前記第１の色空
間と異なる第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定手段と、
　前記第１の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッ
ダのXパラメータとYパラメータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情
報及び画像幅情報を用いて出力処理を行い、前記第２の色空間でのカラーファイル情報を
受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、
受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力
手段とを有するファクシミリ装置として機能させるコンピュータプログラムを格納したコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ伝送技術に関し、特に、カラー情報（グレースケール含む）を
伝送可能なファクシミリ伝送技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のファクシミリ装置は、モノクロ情報を通信するファクシミリ装置が主流であった
。モノクロ情報の通信では、受信機から送信機に、受信可能な解像度をＤＩＳ(Digital I
nformation Signal)信号により通知し、一方、送信機から受信機へは送信する解像度や原
稿幅をＤＣＳ(Digital Control Signal)信号により指定していた。この制御情報のやり取
りは、現在のＩＴＵ－Ｔ勧告で規定されているカラー情報の通信においても同様に行われ
る。
【０００３】
　また、例えば特許文献１には、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に規定されるＤＩＳ信号及びＤ
ＣＳ信号を拡張し、送信原稿中のカラーページの有無や、カラー原稿の受信能力に関する
情報を相手先ファクシミリ装置に通知し、モノクロページとカラーページとが混在した原
稿のファクシミリ送信を効率化することが開示されている。
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【０００４】
　現在、カラー情報を通信するファクシミリ装置は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．８２で規定され
ているＪＰＥＧ符号化を用い、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４２の色空間Ｌａｂでのグレースケー
ル情報、及び、フルカラー情報の送信を実行している。
【０００５】
　一方、最近、デジタルカメラの急速な普及に伴い、撮影したカラーファイル情報（カラ
ー画像情報）を、ファクシミリ送信することに対するニーズも急増している。そして、デ
ジタルカメラで用いられる色空間は、ＬａｂではなくｓＹＣＣ（ｓＲＧＢをベースとする
ＹＣＣ）である。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１７７３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の、色空間ＬａｂでのＪＰＥＧフルカラー原稿情報の送信では、モノクロの原稿情
報を２値情報として送信する場合と同様に、あくまで原稿情報、すなわち、読み取り装置
で読み取った情報の送信であるため、解像度や画像幅の情報を得ることができ、ＤＣＳ信
号において解像度や画像幅の指定を行うことが可能であった。これに対し、色空間ｓＹＣ
ＣでのＪＰＥＧフルカラー送信では、例えばメモリカードに蓄えられた、デジタルカメラ
で撮影された画像情報を送るケースが多いと考えられる。しかしながら、デジタルカメラ
で撮影した色空間ｓＹＣＣの画像ファイルのように原稿を読み取ることなく生成された画
像ファイル（非原稿画像情報）には、解像度という概念が無い。そのため、このような画
像ファイルを上述の制御手順を用いて送信する場合、制御手順（ＤＣＳ信号）において指
定する画像幅や解像度情報を主走査方向の画素数、副走査方向の画素数により決定する必
要があり、ファイル情報を変換する手間が必要であった。
【０００８】
　本発明はこのような従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、デジタ
ルカメラで撮影された画像ファイル等の非原稿画像情報をファクシミリ伝送する際、より
簡便な手順によって送受信を可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明の要旨は、カラーファイル情報を通信可能なファクシミリ装置であっ
て、受信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、第１の色空間
と異なる第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定手段と、第１の色空間で
のカラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパ
ラメータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用
いて出力処理を行い、第２の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、ＤＣＳ
信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、受信したＪＰＥＧヘッダの
XパラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力手段とを有することを特徴
とするファクシミリ装置に存する。
【００１１】
　また、本発明の別の要旨は、カラーファイル情報のファクシミリ通信方法であって、受
信するカラーファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、第１の色空間と異な
る第２の色空間でのカラーファイル情報かを判定する判定ステップと、第１の色空間での
カラーファイル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラ
メータの情報は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用い
て出力処理を行い、第２の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、ＤＣＳ信
号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、受信したＪＰＥＧヘッダのX
パラメータとYパラメータの情報を用いて出力処理を行う出力ステップとを有することを
特徴とするファクシミリ通信方法に存する。
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【００１３】
　また、本発明の別の要旨は、ファクシミリ通信可能なコンピュータに、受信するカラー
ファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、第１の色空間と異なる第２の色空
間でのカラーファイル情報かを判定する判定ステップと、第１の色空間でのカラーファイ
ル情報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報
は用いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いて出力処理を
行い、第２の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知
される解像度情報及び画像幅情報を用いずに、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとY
パラメータの情報を用いて出力処理を行う出力ステップとを有するファクシミリ通信方法
を実行させるためのプログラムに存する。
【００１５】
　また、本発明の別の要旨は、ファクシミリ通信可能なコンピュータを、受信するカラー
ファイルが、第１の色空間でのカラーファイル情報か、第１の色空間と異なる第２の色空
間でのカラーファイル情報かを判定する判定手段と、第１の色空間でのカラーファイル情
報を受信する場合には、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラメータの情報は用
いずに、ＤＣＳ信号により通知される解像度情報及び画像幅情報を用いて出力処理を行い
、第２の色空間でのカラーファイル情報を受信する場合には、ＤＣＳ信号により通知され
る解像度情報及び画像幅情報を用いずに、受信したＪＰＥＧヘッダのXパラメータとYパラ
メータの情報を用いて出力処理を行う出力手段とを有するファクシミリ装置として機能さ
せるコンピュータプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に存する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、送信側ではデジタルカメラで撮影した色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧフ
ルカラー画像情報のような非原稿情報の送信である旨の通知を行い、受信側で当該通知を
検知した場合には、受信側がＪＰＥＧファイルのヘッダで定義されている画素数を用いて
解像度および画像幅を決定するようにすることで、送信側では非原稿画像の情報を変換し
て解像度情報および原稿幅情報を生成する手間が不要となる上、既存プロトコルを利用し
て実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づき詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るファクシミリ装置の構成例を示すブロック図である。
【００１９】
　２は、ＮＣＵ（網制御装置）で、電話網をデータ通信等に使用するために、その回線の
端末に接続し、電話交換網の接続制御を行ったり、データ通信路への切り換えを行ったり
、ループの保持を行うものである。また、ＮＣＵ２は、バス２６からの制御により、電話
回線２ａを電話機側に接続（ＣＭＬオフ）したり、電話回線２ａをファクシミリ装置側に
接続（ＣＭＬオン）するものである。なお、通常状態では、電話回線２ａは、電話機４側
に接続されている。
【００２０】
　４は、電話機である。
　６は、ハイブリッド回路であり、送信系の信号と受信系の信号とを分離し、加算回路１
２からの送信信号をＮＣＵ２経由で電話回線２ａに送出し、相手側からの信号をＮＣＵ２
経由で受け取り、信号線６ａ経由で変復調器８に送るものである。
【００２１】
　８は、変復調器であり、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．８、Ｖ．２１、Ｖ．２７ｔｅｒ、Ｖ．２９
、Ｖ．１７、Ｖ．３４に基づいた変調及び復調を行う変復調器であり、バス２６の制御に
より、どの勧告に基づいた変復調を行うかが指定される。変復調器８は、バス２６からの
送信信号を入力して変調データを信号線８ａに出力するとともに、信号線６ａに出力され
ている受信信号を入力して復調データをバス２６に出力する。
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【００２２】
　１０は、発呼回路であり、バス２６からの信号により、電話番号情報を入力し、信号線
１０ａにＤＴＭＦの選択信号を出力する。
　１２は、加算回路であり、信号線８ａの情報と信号線１０ａの情報を入力し、加算した
結果を信号線１２ａに出力する。
【００２３】
　１４は、カラー読み取り可能な読取回路であり、読み取りデータをバス２６に出力する
。
　１６は、カラー記録可能な記録回路であり、バス２６に出力されている情報を順次１ラ
イン毎に記録する。
【００２４】
　１８は、メモリ回路であり、ワーク用のメモリ（ＲＡＭ）、さらに、読み取りデータの
生情報、あるいは、符号化した情報を格納したり、また、受信情報、あるいは、復号化し
た情報等をバス２６を介して格納するために使用する。
【００２５】
　２０は、操作部であり、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、テンキー、＊キー、＃キ
ー、スタートキー、ストップキー、セットキー、カラー情報の送信を選択するキー、メモ
リカード情報の送信選択キー、その他のファンクションキーがあり、押下されたキー情報
はバス２６に出力される。
【００２６】
　操作部２０には、図示しない表示部があり、バス２６に出力されている情報を表示する
。
　２２は、ＣＰＵ（中央処理装置）であり、ファクシミリ伝送制御手順の実行を含めたフ
ァクシミリ装置全体の制御を行う。ＣＰＵ２２の制御プログラムは、ＲＯＭ２４に格納さ
れる。
【００２７】
　２６は、バスである。
　２８は、リムーバブルメモリカードを用いるためのカードインターフェイスである。
　３０は、リムーバブルメモリカードである。
【００２８】
　図２は、本実施形態において用いられる、ＤＩＳ／ＤＴＣ(Digital Transmit Signal)
信号およびＤＣＳ信号におけるＦＩＦ(Facsimile Information Field)のビット番号とそ
のビットが”１”である場合に有効な意味（状態）を示し、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に規
定されているものと本発明によって新たに設定されたものを含んでいる。
【００２９】
　図２に記載されたＦＩＦビットのうち、ＪＰＥＧ送信、フルカラー情報の送信としては
以下の情報がある。
　ＤＩＳ／ＤＴＣ信号のＦＩＦの第６８ビットにより、色空間ＬａｂでのＪＰＥＧ受信機
能の有無を通知し、ＤＣＳ信号のＦＩＦの第６８ビットにより、色空間ＬａｂでのＪＰＥ
Ｇ送信を指定する。
【００３０】
　また、ＤＩＳ／ＤＴＣ信号のＦＩＦの第６９ビットにより、色空間Ｌａｂでのフルカラ
ー受信機能の有無を通知し、ＤＣＳ信号のＦＩＦの第６９ビットにより、色空間Ｌａｂの
フルカラー送信を指定する。
【００３１】
　ＤＩＳ／ＤＴＣ信号のＦＩＦのＸビットにより、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧ受信機能
の有無を通知し、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットにより、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧ送
信を指定する。
【００３２】
　また、ＤＩＳ／ＤＴＣ信号のＦＩＦの（Ｘ＋１）ビットにより、色空間ｓＹＣＣのフル
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カラー受信機能の有無を通知し、ＤＣＳ信号のＦＩＦの（Ｘ＋１）ビットにより、色空間
ｓＹＣＣのフルカラー送信を指定する。なお、Ｘ、（Ｘ＋１）ビットとは、現在Ｔ．３０
勧告に規定されていないビット番号（Ｘ）とその次のビット番号（Ｘ＋１）を意味してい
る。
【００３３】
　次に、解像度関連の情報として、第１５、４１、４２、４３、９７、９８、１０５、１
０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１ビットがあるが、ここでの説明は省略す
る。
　最後に、原稿（記録）幅関連の情報として、第１７、１８、１９、２０、７６、７７ビ
ットがあるが、ここでの説明は省略する。
【００３４】
　２４は、ＲＯＭであり、ＣＰＵ２２の制御プログラムが格納されている。ＣＰＵ２２は
ＲＯＭ２４に格納された制御プログラムを実行することによって、従来のカラーファクシ
ミリ装置と同等の送受信機能および、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧ符号化情報の送受信機
能を含め、以下に説明する、本実施形態に係るファクシミリ装置の動作を実現する。
【００３５】
　次に、図３～図７に示すフローチャートを用いて、本実施形態に係るファクシミリ装置
の動作について説明する。なお、図３～図７に示す動作は、ＣＰＵ２２がＲＯＭ２４に記
憶された制御プログラムを実行し、ファクシミリ装置の各構成要素を制御することによっ
て実現される。
【００３６】
　図３において、Ｓ０は、始めを表している。
　Ｓ２では、バス２６を介して、メモリ１８をイニシャライズする。
　Ｓ４では、バス２６を介して、操作部２０の図示しない表示部をクリアする。
　Ｓ６では、バス２６を介してＮＣＵ２のＣＭＬをオフ（電話回線２ａを電話機側に接続
）する。
【００３７】
　Ｓ８では、ファクシミリ受信が選択されたか否か（受信機として動作するか否か）が判
断され、ＹＥＳであるとＳ１２に進み、ＮＯであるとＳ１０に進む。
　Ｓ１２では、バス２６を介して、ＮＣＵ２のＣＭＬをオン（電話回線２ａをファクシミ
リ装置側に接続）する。
【００３８】
　Ｓ１４は前手順を表している。ここで、ＤＩＳ信号のＦＩＦの第１５、４１、４２、４
３、６８、６９、９７、９８、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１
１、Ｘ、（Ｘ＋１）、７６、７７ビットをそれぞれ１とする。また、ＤＩＳ信号のＦＩＦ
の（第１７、１８）ビットは（０、１）とし、（第１９、２０）ビットは（０、１）とす
る。
【００３９】
　Ｓ１６では、送信側から受信したＤＣＳ信号のＦＩＦのＸ、（Ｘ＋１）ビットがともに
１であるか否か（すなわち、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧ符号化、色空間ｓＹＣＣでのフ
ルカラーモードの両方が指定されているか否か）が判断され、ＹＥＳであるとＳ１８（図
４（ａ））に進み、ＮＯであるとＳ２４（図４（ｂ））に進む。
【００４０】
　Ｓ１８では、ＤＣＳ信号のＦＩＦの第１５、４１、４２、４３、６８、６９、９７、９
８、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１７、１８、１９、２
０、７６、７７ビットの情報、すなわち図２におけるＸ、（Ｘ＋１）ビット以外のビット
はすべて無視する。
【００４１】
　そして、Ｓ２０で、送信側から送られてくる、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧフルカラー
情報を受信し、メモリカード３０へ格納する。ここで、ＪＰＥＧヘッダを参照し、そのＸ
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パラメータで、受信したＪＰＥＧ画像の主走査方向の画素数を、Ｙパラメータで副走査方
向のライン数を把握する。
　Ｓ２２で、後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
【００４２】
　一方、Ｓ１６において、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸ、（Ｘ＋１）ビットの少なくとも１つ
が”０”である場合、Ｓ２４において、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットが”１”、（Ｘ＋
１）ビットが”０”の組み合わせであるか否か（すなわち、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧ
グレースケール情報であるか否か）が判断され、ＹＥＳであるとＳ２６に進み、ＮＯ（Ｘ
ビット、（Ｘ＋１）ビットともに”０”）であるとＳ３２（図５（ｂ））に進む。
【００４３】
　Ｓ２６においては、Ｓ１８と同様、ＤＣＳ信号のＦＩＦの１５、４１、４２、４３、６
８、６９、９７、９８、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１
７、１８、１９、２０、７６、７７ビットの情報は無視する。
【００４４】
　そして、Ｓ２８（図５（ａ））において、色空間ｓＹＣＣでのＪＰＥＧグレースケール
情報の受信およびメモリカード３０への格納を行う。ここで、ＪＰＥＧヘッダを参照し、
そのＸパラメータで、受信したＪＰＥＧ画像の主走査方向の画素数を、Ｙパラメータで副
走査方向のライン数を把握する。すなわち、送信機が、色空間ｓＹＣＣでのフルカラー情
報を送信時は、主走査方向はビット数、副走査方向はライン数でのみ定義される。
　Ｓ３０で、後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
【００４５】
　Ｓ２４において、ＮＯの場合、すなわち、Ｘ、（Ｘ＋１）ビットがいずれも”０”であ
る場合、Ｓ３２（図５（ｂ））において、ＤＣＳ信号のＦＩＦの第６８ビットは”１”で
あるか否か（色空間ＬａｂでのＪＰＥＧ符号化が有効であるか否か）が判断され、ＹＥＳ
であるとＳ３４に進み、ＮＯである、すなわち、ＤＣＳ信号のＦＩＦの６８、６９ビット
がともに０であるとＳ４６（図６（ｃ））に進む。
【００４６】
　色空間ＬａｂでのＪＰＥＧ符号化が指定されている場合、Ｓ３４で、ＤＣＳ信号のＦＩ
Ｆの１５、４１、４２、４３、９７、９８、１１０、１１１ビットの情報から解像度を認
識し、１７、１８、１９、２０、７６、７７ビットの情報から紙サイズを認識する。
【００４７】
　次に、Ｓ３６で、ＤＣＳ信号のＦＩＦの第６９ビットは”１”であるか否か（色空間Ｌ
ａｂでのフルカラーモードが指定されているか否か）が判断され、ＹＥＳであるとＳ３８
に進み、ＮＯであるとＳ４２（図６（ｂ））に進む。
　Ｓ３８では、色空間ＬａｂでのＪＰＥＧフルカラー情報を受信し、Ｓ３４で認識した解
像度及び紙サイズでプリントを行う。
　Ｓ４０（図６（ａ））で、後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
【００４８】
　Ｓ３６でＮＯ、すなわちＤＣＳ信号のＦＩＦの第６９ビットが”０”であった場合には
、Ｓ４２（図６（ｂ））では、色空間ＬａｂでのＪＰＥＧグレースケール情報を受信し、
Ｓ３４で認識した解像度及び紙サイズでプリントする。
　Ｓ４４で、後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
【００４９】
　Ｓ３２においてＮＯ、すなわちＤＣＳ信号のＦＩＦの第６８，６９ビットがいずれも”
０”の場合、Ｓ４６（図６（ｃ））において、ＤＣＳ信号のＦＩＦの１５、４１、４２、
４３、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９ビットの情報で解像度を認識し、１７、
１８、１９、２０、７６、７７ビットの情報で紙サイズを認識する。
　そして、Ｓ４８においては、モノクロ情報を受信し、Ｓ４６で認識した解像度及び紙サ
イズでプリントする。
　Ｓ５０で、後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
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【００５０】
　図３のＳ８でＮＯの場合、Ｓ１０へ進み、その他の処理を行う。そして、その他の処理
が終わると、Ｓ５２に進む。
　Ｓ５２では、メモリカード３０に情報が格納されているか否かが判断され、ＹＥＳであ
るとＳ５４に進み、ＮＯであるとＳ６へ戻る。
【００５１】
　Ｓ５４では、メモリカード３０に格納されている情報を操作部２０の表示部に所定の方
法、例えばサムネイル画像や受信日時、相手先等の情報により表示する。そして、操作部
２０からプリント指示がなされたか否かが判断され、ＹＥＳであるとＳ５６（図７）に進
み、ＮＯであるとＳ６へ戻る。
【００５２】
　Ｓ５６では、メモリカード３０に格納されている情報（色空間sＹＣＣのＪＰＥＧ情報
）のうち、操作部２０により指定されたものについて、記録紙に対応した所定のサイズ（
本実施形態ではＡ４サイズとする）となるように解像度変換（縮尺）してプリントする。
　具体的には、ＪＰＥＧヘッダのＸ、Ｙ情報をもとに、記録回路１６が記録可能な紙サイ
ズのうち適切な用紙サイズ（例えば、縮小する必要がない、又は縮小率が小さくて済むよ
うな用紙サイズ）にプリントできるよう、Ｘ，Ｙの比率を維持して縮尺してプリントすれ
ばよい。
【００５３】
　なお、本実施形態に係るファクシミリ装置が送信機として動作する場合には、以下のよ
うに動作する。
　まず、読み取り回路１４にセットされた原稿の送信が指定されたか、メモリカード３０
に格納された画像情報の送信が指定されたかを判定する。この判定は、たとえば操作部２
０の表示部に選択用のＧＵＩを表示し、選択結果を検出することで実現できる。
【００５４】
　そして、原稿画像の送信が指定された場合には、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットおよび
（Ｘ＋１）ビットをいずれも”０”にする以外は従来のカラーファクシミリ装置と同様に
して送信を行う。すなわち、読み取り回路１４で原稿画像を読み取り、送信を行う。
【００５５】
　一方、メモリカード３０に格納された画像情報の送信が指定された場合には、ＤＣＳ信
号のＦＩＦのＸビットを”１”に、指定された画像情報がフルカラーかグレースケールか
に応じて（Ｘ＋１）ビットを”１”または”０”に設定する。同時に、ＤＣＳ信号のＦＩ
Ｆにおいて、解像度情報および画像幅に関連する上述の各ビット（第１５、４１、４２、
４３、４７、９８、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１７、
１８、１９、２０、７６、７７ビット）についてはあらかじめ設定された任意の値に設定
し（もしくは何もせず）、それ以外は従来のカラーファクシミリ装置と同様の手順で画像
情報を送信する。
【００５６】
　　（変形例）
　上述の実施形態では、ＤＩＳ信号、ＤＣＳ信号とも、ＦＩＦのＸ及び（Ｘ＋１）ビット
両方を定義していたが、Ｘビットのみを定義し、（Ｘ＋１）ビットは定義しなくても良い
。
　この場合、ＤＩＳ信号のＦＩＦのＸビットは、グレースケール又はカラー（色空間ｓＹ
ＣＣ）のＪＰＥＧ受信機能の有無を通知し、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットは、グレース
ケール又はカラー（色空間ｓＹＣＣ）のＪＰＥＧ送信を指定する。
【００５７】
　この場合の受信処理について、図８に示すフローチャートを用いて説明する。なお、図
８は、図３～図７において説明した処理と異なる部分を中心に示している。
　まず、Ｓ０～Ｓ１４までは図３に示した通りに処理を行う（Ｓ６０）。そして、Ｓ６２
において、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットが１であるか否かが判断される。そして、ＹＥ
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Ｓ（Ｘビットが１）であれば上述の実施形態においてＸビット及び（Ｘ＋１）ビットの両
方が１の場合と同様、Ｓ１８の処理を行う（Ｓ６６）。そして、Ｓ６８で、送信側から送
られてくる、色空間ｓＹＣＣのＪＰＥＧ情報（グレースケール又はカラー）を受信し、メ
モリカード３０へ格納する。ここで、ＪＰＥＧヘッダを参照し、そのＸパラメータで、受
信したＪＰＥＧ画像の主走査方向の画素数を、Ｙパラメータで副走査方向のライン数を把
握する。
【００５８】
　そして、Ｓ７０ではＳ２２と同様の後手順を行い、Ｓ６へ戻る。
　一方、Ｓ６２でＮＯの場合、すなわち、ＤＣＳ信号のＦＩＦのＸビットが０の場合は、
Ｓ６４へ進み、図５（ｂ）に示すＳ３２からの処理を実行する。
【００５９】
　　［他の実施形態］
　上述の実施形態では、解像度情報や画像幅情報が得られる画像情報として、色空間Ｌａ
ｂの画像情報を、これら情報が得られない画像情報として色空間ｓＹＣＣの画像情報を例
にして説明したが、本発明はこれら特定の色空間の画像情報に適用範囲を限定されるもの
ではない。
【００６０】
　本発明の本質は、送信側においては、直接読み取りを行った場合など、送信しようとす
る画像情報の解像度情報や画像幅情報を直接得ることが可能な場合（原稿情報の送信）と
、これら情報が得られない場合（非原稿情報の送信）を送信側で指定するとともに、非原
稿情報を送信する場合にはファイル変換等による解像度情報や原稿幅情報生成を行わず、
受信側においては、非原稿情報の送信指定があった場合には通常の手順で与えられる解像
度情報や画像幅情報を無視し、受信した画像情報から情報を得ることにある。
【００６１】
　また、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形態では図
３～図６に示すフローチャートに対応したプログラム）を、記録媒体から直接、或いは有
線／無線通信を用いて当該プログラムを実行可能なコンピュータを有するシステム又は装
置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログラムを実行す
ることによって同等の機能が達成される場合も本発明に含む。
【００６２】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
【００６３】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００６４】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導
体メモリなどがある。
【００６５】
　有線／無線通信を用いたプログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上
のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動イ
ンストール機能を含むファイル等、クライアントコンピュータ上で本発明を形成するコン
ピュータプログラムとなりうるデータファイル（プログラムデータファイル）を記憶し、
接続のあったクライアントコンピュータにプログラムデータファイルをダウンロードする
方法などが挙げられる。この場合、プログラムデータファイルを複数のセグメントファイ
ルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに配置することも可能である。
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　つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムデータファイル
を複数のユーザに対してダウンロードさせるサーバ装置も本発明に含む。
【００６７】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件を満たしたユーザに対して暗号化を解く鍵情報を、例えばインターネ
ットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給し、その鍵情報を使
用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて
実現することも可能である。
【００６８】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【００６９】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るファクシミリ装置で用いるＦＩＦの例を示す図である。
【図３】、
【図４】、
【図５】、
【図６】、
【図７】、　本発明の実施形態に係るファクシミリ装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図８】本発明の実施形態の変形例に係るファクシミリ装置の動作を説明するフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【００７１】
２．ＮＣＵ
４．電話機
６．ハイブリッド回路
８．変復調器
１０．発呼回路
１２．加算回路
１４．読み取り回路
１６．記録回路
１８．メモリ回路
２０．操作部
２２．ＣＰＵ
２４．ＲＯＭ
２６．バス
２８．カードインターフェイス
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【図７】

【図８】
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