
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、ホストコンピュー
タからプリンタ制御手段を介してシステム制御手段に送られた印字データに含まれる相手
先指定情報を基にシステム制御手段が、ファクシミリ相手先情報が格納されている記憶手
段を検索して送信相手先ファクシミリ端末がＧ３またはＧ４機能を有するかを判定し、送
信相手先がＧ３機能を有するときはプリンタ展開によるイメージ化を行い、またＧ４機能
を有するときはイメージ化を行わずに印字データをファクシミリ制御手段に送るように自
動判別して、送信相手先にファクシミリ送信を行うことを特徴とする複合機。
【請求項２】
　

ことを
特徴とする 複合機。
【請求項３】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、
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前記ファクシミリ制御手段が受信したデータが画像データである場合は、圧縮して前記
記憶手段に蓄積し、コードデータである場合は圧縮せずに前記記憶手段に蓄積する

請求項１記載の

プリンタ制御手段
がホストコンピュータより受信したコードデータからイメージ処理コマンドを分離し、前
記コードデータからイメージ処理コマンドと、このイメージ処理コマンドが持つイメージ
データだけをページバッファに展開し、イメージデータとしてファクシミリ送信するとと



ことを特徴とする複合機。
【請求項４】
　

ることを特徴とする 複合機。
【請求項５】
　

ることを特徴とする 複合機。
【請求項６】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、

ことを特
徴とする複合機。
【請求項７】
　

することを特徴とする
複合機。

【請求項８】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、

ことを特徴とする複合機
。
【請求項９】
　 ことを特徴とする

複合機。
【請求項１０】
　

ことを特徴とする請求項
記載の複合機。
【請求項１１】
　

する
手段を備えたことを特徴とす 合機。
【請求項１２】
　

ことを特徴とする請求項 記載
の複合機。
【請求項１３】
　 ことを特徴とする

複合機。
【請求項１４】
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もに、その他のコードデータをページごとに区切り、そこにイメージ分離情報を付加して
コードデータのままファクシミリ送信し、また、相手先からのイメージデータとコードデ
ータの混在したファクシミリデータを受信したとき、前記イメージデータに付加されたイ
メージ分離情報に従って、前記イメージデータのイメージと前記コードデータを展開した
イメージとを合成して印刷する手段を備えた

相手先からのイメージデータとコードデータの混在したファクシミリデータを受信した
とき、前記ファクシミリ制御手段は、ファクシミリデータに付加された付加情報データに
よりコードデータであることがわか 請求項３記載の

相手先からのイメージデータとコードデータの混在したファクシミリデータを受信した
とき、前記ファクシミリ制御手段は、ファクシミリデータに付加された付加情報データに
より、相手先がテキスト・制御コマンドデータとイメージデータとを分離して送信したこ
とを認識す 請求項３記載の

ファクシミリ送信
の際、１枚目のみ解像度を自動的に低くしてファクシミリ送信する手段を備えた

前記ファクシミリ送信の際、１枚目のみ解像度を自動的に低くしてファクシミリ送信す
る手段が送信する画像データを蓄積する補助記憶手段を有 請求項６
記載の

ファクシミリの通
信ごとに相手先情報をホストコンピュータに伝える手段を備えた

前記相手先情報は、パネルの設定や自社のコマンドである 請求項８記
載の

前記ファクシミリの通信ごとにホストコンピュータに伝えられる相手先情報は、前記シ
ステム制御手段を介して前記プリンタ制御手段にも知らされる ８

全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、印字データを受信
し、そのデータを複合機内にファイルとして保持した後、ホストコンピュータに転送

る複

前記受信した印字データがイメージデータであるかテキストデータであるかを判別し、
その情報を添付して複合機内にファイルとして保持する １１

前記印字データはファクシミリ受信したデータである 請求項１１記載
の

前記プリンタ制御手段がファクシミリ受信ファイルの要求コマンドを受け取ると、要求
されたファイルは、前記ファクシミリ制御手段の有するメモリから前記プリンタ制御手段



ことを特徴とする 複合機。
【請求項１５】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、

手段を備えたことを特徴とする複合機。
【請求項１６】
　 ことを特徴
とする 複合機。
【請求項１７】
　

ことを特徴とする
複合機。

【請求項１８】
　全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とファク
シミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、

手段を備えたことを特徴とする複合機。
【請求項１９】
　

ことを特
徴とする 複合機。
【請求項２０】
　 リンタ ファクシミリ部 複合機
において、

ことを特徴とする複合機。
【請求項２１】
　

ことを特徴とする 複合機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、プリンタ，ファクシミリ，複写機能等の複数の機能を備えた複合機に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のファクシミリの主流は、電話回線を利用したＧ３ファクシミリであったが、近年
、高速，安価，エラーフリーの通信を可能にするＩＳＤＮを接続回線とするＧ４ファクシ
ミリへの期待が高まっている。
【０００３】
　また、近年、プリンタ，ファクシミリ，複写機能を備えた複合機が登場し、ユーザの利
便をさらに向上させた。しかし、今後においてもＧ４ファクシミリへの対応を初めとして
、複合機の機能のさらなる充実が望まれている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　相手先ファクシミリ装置がＧ３機能のみの場合はイメージのみ伝送できるが、Ｇ４機能
を保有する場合、テキスト伝送が可能である。従来は相手先がＧ３，Ｇ４機能のいずれか
を判断することなくイメージのみ送信していた。そのため、Ｇ４機能を備えていてもテキ
スト伝送による通信時間の短縮ができず、通信コストを低減できなかった。
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を介して前記ホストコンピュータに送られる 請求項１１記載の

複合機に接続され
ているホストコンピュータ上のファイルを、双方向通信可能な印字データ用インターフェ
イスを介しファクシミリ部によって送受信できる

前記ホストコンピュータ上のファイルは相手先情報および印字データである
請求項１５記載の

前記ファクシミリ機能によるホストコンピュータ上のファイル転送の要求コマンドは前
記双方向通信可能な印字データ用インタフェースを介して受け取る 請求
項１５記載の

印字データをファ
クシミリ部によって送信する場合に、その送信ルートをホストコンピュータから指定でき
る

前記送信ルートをホストコンピュータから指定できる手段は、印字データ以外に中継先
情報や送信先情報を前記ファクシミリ部に送ることで前記送信ルートを指定する

請求項１８記載の

プ 部と とを備えた複数のホストコンピュータと接続可能な
プリンタ使用リクエスト時に、プリンタ部が他のホストコンピュータによって

使用されている場合、印字データをファクシミリ部で近隣の、ファクシミリ部とプリンタ
部を有する複合機に送信し、プリントアウトさせる

プリンタ部が使用中であった場合には、前記印字データに加え、登録されている転送情
報も一緒に近隣の複合機に転送される 請求項２０記載の



【０００５】
　また、従来、印刷コードデータのイメージ処理コマンドは圧縮しないイメージデータを
持つ。したがって、プリンタのイメージ処理コマンドとそのイメージデータをそのままフ
ァクシミリデータに変換して送信すると、送信するデータ量が多くなってしまう。
【０００６】
　一般に複数枚の原稿をファクシミリ送信するとき、一連の原稿の送信解像度は一定にし
て送信される。しかし、複数枚の原稿をファクシミリ送信するときの１枚目は送付状とし
て利用されることが多く、送付状には高い解像度を必要としない場合が多いため、送付状
に対しては低い解像度でも十分である。
【０００７】
　また、ファクシミリ機能を有する複合機において、従来は、ファクシミリの通信ごとに
、相手先の情報をホストコンピュータに通知する機能はなかった。
【０００８】
　また、従来の複合機では、ファクシミリ機能で送られてきたデータは、印刷後に消去さ
れており、したがって、ファクシミリ受信文書のデータファイルでの管理はできなかった
。
【０００９】
　また、従来の複合機では、プリンタ機能とファクシミリ機能は独立していたため、複合
機と接続されているホストコンピュータからのデータ転送はプリンタ印字データのみに限
られていた。
【００１０】
　また、従来の複合機では、プリンタ機能とファクシミリ機能は独立していたため、ファ
クシミリ機能の操作は複合機のオペレーションパネル上で行われていた。
【００１１】
　また、複数のホストコンピュータが接続されている複合機では、プリンタ機能が他のジ
ョブによって使用されている場合、プリントアウトを要求してもそのジョブが終了するま
で待たされていた。
【００１２】
　本発明は、このような課題を解決し、使いやすい複合機を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、
　 (1) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とフ
ァクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、ホストコンピ
ュータからプリンタ制御手段を介してシステム制御手段に送られた印字データに含まれる
相手先指定情報を基にシステム制御手段が、ファクシミリ相手先情報が格納されている記
憶手段を検索して送信相手先ファクシミリ端末がＧ３またはＧ４機能を有するかを判定し
、送信相手先がＧ３機能を有するときはプリンタ展開によるイメージ化を行い、またＧ４
機能を有するときはイメージ化を行わずに印字データをファクシミリ制御手段に送るよう
に自動判別して、送信相手先にファクシミリ送信を行うことを特徴とする。
【００１４】
　 (2) (1)の複合機において、前記ファクシミリ制御手段が受信したデータが画像データ
である場合は、圧縮して前記記憶手段に蓄積し、コードデータである場合は圧縮せずに前
記記憶手段に蓄積することを特徴とする。
【００１５】
　 (3) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とフ
ァクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、プリンタ制御
手段がホストコンピュータより受信したコードデータからイメージ処理コマンドを分離し
、前記コードデータからイメージ処理コマンドと、このイメージ処理コマンドが持つイメ
ージデータだけをページバッファに展開し、イメージデータとしてファクシミリ送信する
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とともに、その他のコードデータをページごとに区切り、そこにイメージ分離情報を付加
してコードデータのままファクシミリ送信し、また、相手先からのイメージデータとコー
ドデータの混在したファクシミリデータを受信したとき、前記イメージデータに付加され
たイメージ分離情報に従って、前記イメージデータのイメージと前記コードデータを展開
したイメージとを合成して印刷する手段を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　 (4) (3)の複合機において、相手先からのイメージデータとコードデータの混在したフ
ァクシミリデータを受信したとき、前記ファクシミリ制御手段は、ファクシミリデータに
付加された付加情報データによりコードデータであることがわかることを特徴とする。
【００１７】
　 (5) (3)の複合機において、相手先からのイメージデータとコードデータの混在したフ
ァクシミリデータを受信したとき、前記ファクシミリ制御手段は、ファクシミリデータに
付加された付加情報データにより、相手先がテキスト・制御コマンドデータとイメージデ
ータとを分離して送信したことを認識することを特徴とする。
【００１８】
　 (6) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とフ
ァクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、ファクシミリ
送信の際、１枚目のみ解像度を自動的に低くしてファクシミリ送信する手段を備えたこと
を特徴とする。
【００１９】
　 (7) (6)の複合機において、前記ファクシミリ送信の際、１枚目のみ解像度を自動的に
低くしてファクシミリ送信する手段が送信する画像データを蓄積する補助記憶手段を有す
ることを特徴とする。
【００２０】
　 (8) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段とフ
ァクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、ファクシミリ
の通信ごとに相手先情報をホストコンピュータに伝える手段を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　 (9) (8)の複合機において、前記相手先情報は、パネルの設定や自社のコマンドである
ことを特徴とする。
【００２２】
　 (10) (8)の複合機において、前記ファクシミリの通信ごとにホストコンピュータに伝え
られる相手先情報は、前記システム制御手段を介して前記プリンタ制御手段にも知らされ
ることを特徴とする。
【００２３】
　 (11) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段と
ファクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、印字データ
を受信し、そのデータを複合機内にファイルとして保持した後、ホストコンピュータに転
送する手段を備えたことを特徴とする。
【００２４】
　 (12) (11)の複合機において、前記受信した印字データがイメージデータであるかテキ
ストデータであるかを判別し、その情報を添付して複合機内にファイルとして保持するこ
とを特徴とする。
【００２５】
　 (13) (11)の複合機において、前記印字データはファクシミリ受信したデータであるこ
とを特徴とする。
【００２６】
　 (14) (11)の複合機において、前記プリンタ制御手段がファクシミリ受信ファイルの要
求コマンドを受け取ると、要求されたファイルは、前記ファクシミリ制御手段の有するメ
モリから前記プリンタ制御手段を介して前記ホストコンピュータに送られることを特徴と
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する。
【００２７】
　 (15) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段と
ファクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、複合機に接
続されているホストコンピュータ上のファイルを、双方向通信可能な印字データ用インタ
ーフェイスを介しファクシミリ部によって送受信できる手段を備えたことを特徴とする。
【００２８】
　 (16) (15)の複合機において、前記ホストコンピュータ上のファイルは相手先情報およ
び印字データであることを特徴とする。
【００２９】
　 (17) (15)の複合機において、前記ファクシミリ機能によるホストコンピュータ上のフ
ァイル転送の要求コマンドは前記双方向通信可能な印字データ用インタフェースを介して
受け取ることを特徴とする。
【００３０】
　 (18) 全体の制御を行うシステム制御手段とプリンタ部を制御するプリンタ制御手段と
ファクシミリ部を制御するファクシミリ制御手段とを有する複合機において、印字データ
をファクシミリ部によって送信する場合に、その送信ルートをホストコンピュータから指
定できる手段を備えたことを特徴とする。
【００３１】
　 (19) (18)の複合機において、前記送信ルートをホストコンピュータから指定できる手
段は、印字データ以外に中継先情報や送信先情報を前記ファクシミリ部に送ることで前記
送信ルートを指定することを特徴とする。
【００３２】
　 (20) プリンタ部とファクシミリ部とを備えた複数のホストコンピュータと接続可能な
複合機において、プリンタ使用リクエスト時に、プリンタ部が他のホストコンピュータに
よって使用されている場合、印字データをファクシミリ部で近隣の、ファクシミリ部とプ
リンタ部を有する複合機に送信し、プリントアウトさせることを特徴とする。
【００３３】
　 (21)　 (20)の複合機において、プリンタ部が使用中であった場合には、前記印字データ
に加え、登録されている転送情報も一緒に近隣の複合機に転送されることを特徴とする。
【００３４】
【作用】
　上記手段によれば、次に記載される作用を生ずる。
【００３５】
　前記 (1)， (2)の構成によれば、相手先ファクシミリ端末がＧ３機能を有すると判断すれ
ば、ホストコンピュータからのコードデータをイメージデータに変換して送信する。また
、Ｇ４機能を有すると判断すれば、ホストコンピュータからのコードデータをそのまま相
手先に送信する。そのため、ファクシミリ送信に際し、最適な送信形態を選択することが
可能となる。
【００３６】
　 (3),(4),(5)の構成によれば、ホストコンピュータからのコードデータからイメージ処
理コマンドとそのイメージデータを分離し、残りのその他データを、出力しようとする用
紙の大きさに合わせ、ページごとに分割し、イメージデータのみを実際に展開し、コード
データはそのままとし、イメージデータはイメージとして圧縮し、イメージデータにコー
ドデータを付加してファクシミリ送信し、また受信側でイメージとコードデータより生成
されるイメージとを合成することで、送信するファクシミリデータ量を削減することがで
きる。
【００３７】
　 (6),(7)の構成によれば、一般に１枚目に送信する送付状は特に高解像度である必要は
ないため、１枚目の原稿の送信解像度のみをあらかじめ低い解像度に設定できるようにす
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ることにより、ファクシミリ送信データの量を削減することができる。
【００３８】
　 (8),(9),(10)の構成によれば、ファクシミリの通信ごとに、相手先の情報をホストコン
ピュータに知らせることにより、ホストコンピュータで相手先の管理ができる。
【００３９】
　 (11),(12),(13),(14)の構成によれば、ファクシミリ受信した印字データを、ホストコ
ンピュータによって保存，管理することが可能となる。
【００４０】
　 (15),(16),(17)の構成によれば、ホストコンピュータ上のファイルを、印字データ用の
インターフェイスのみを利用してファクシミリ転送することが可能となる。
【００４１】
　 (18),(19)の構成によれば、ホストコンピュータから遠隔操作で、印字データのファク
シミリ送信ルートを決定できるようになる。
【００４２】
　 (20),(21)の構成によれば、２つのホストコンピュータからプリントアウトの要求が同
時にきても、両要求を同時に実行することが可能となる。
【００４３】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００４４】
　図１は本発明の実施例のシステム構成図であり、１は各種の装置を制御するシステム制
御装置、２は画像情報を用紙に印刷出力するプリンタ、３は原稿などから画像情報を読み
込むスキャナ、４はプリンタ制御装置、５はファクシミリ制御装置 (以下、ＦＡＸ制御装
置と称する )、６は蓄積データ管理装置、７は補助記憶装置、８はホストコンピュータ (以
下、単にホストと称する )、９は公衆回線を示す。前記システム制御装置１，プリンタ２
，スキャナ３，プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５，蓄積データ管理装置６，補助記
憶装置７によって複合機Ａの主要なシステムが構成されている。
【００４５】
　ホスト８から複合機Ａに送られた印刷情報は、プリンタ制御装置４によって印字データ
に変換され、システム制御装置１による制御のもとにプリンタ２より出力される。また、
スキャナ３によって読み込まれた画像情報は、システム制御装置１を介してＦＡＸ制御装
置５に送られ、このＦＡＸ制御装置５で符号化され、公衆回線９を通して外部に送信され
る。逆に、外部から受信した画像情報は、ＦＡＸ制御装置５で復号化され、システム制御
装置１の制御のもとにプリンタ２より出力される。さらに送信する印字データまたは受信
した画像データは、蓄積データ管理装置６の制御のもとに補助記憶装置７に蓄積できる。
【００４６】
　さらにまた、複合機Ａには後述するインターフェイス回路 (Ｉ／Ｆ回路 )が設けられてお
り、このＩ／Ｆ回路を介してホスト８または公衆回線９と複合機Ａとのデータ信号の授受
がなされる。
【００４７】
　図２はシステム制御装置の回路構成を示す構成図であり、 10は中央処理装置 (以下、Ｃ
ＰＵと称する )、 11はプリンタ制御回路を示し、このプリンタ制御回路 11は、プリンタ２
に対してコマンド，文字コード，画像情報等を送り、プリンタ２を制御するものである。
12はスキャナ制御回路を示し、このスキャナ制御回路 12は、スキャナ３に対してコマンド
を送り、スキャナ３から読み込んだ画像情報を取り込むものである。 13はコマンド解析回
路を示す。このコマンド解析回路 13は、プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５からＣＰ
Ｕ 10に送られてくる各種コマンドを解析してＣＰＵ 10に送るものである。 14は画像情報を
保持する画像メモリであるＲＡＭ、 15は画像情報制御回路を示し、この画像情報制御回路
15は、スキャナ３，プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５から送られてくる画像情報を
ＲＡＭ 14に格納したり、またＲＡＭ 14内のデータに加工を施すものである。
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【００４８】
　前記プリンタ制御回路 11，スキャナ制御回路 12，コマンド解析回路 13，画像情報制御回
路 15、さらにプリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５による各装置の制御は、ＣＰＵ 10か
らの命令に基づいてなされる。
【００４９】
　なお、システム制御装置１は、前記ＣＰＵ 10，プリンタ制御回路 11，スキャナ制御回路
12，コマンド解析回路 13，ＲＡＭ 14，画像情報制御回路 15により構成されている。
【００５０】
　以上、説明したシステム制御装置１は複合機Ａの制御の中心であり、システム制御装置
１によっていろいろな処理が行われる。そこで、主な処理を４つほど次に例示しておく。
【００５１】
　 (イ ) プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５から順次出されるプリンタ２への出力要
求に対して調整を行う。すなわち、プリンタ制御装置４からの画像情報がプリンタ２より
出力されているとき、ＦＡＸ制御装置５から出力要求があった場合、システム制御装置１
は、ＦＡＸ制御装置５に対して待機コマンドを発信し、プリンタ制御装置４からの画像情
報の出力が完了した時点で、ＦＡＸ制御装置５に対し出力許可コマンドを発信する。
【００５２】
　 (ロ ) プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５から同時にプリンタ２への出力要求があ
った場合、プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５に対して、予め設定された優先順位に
基づき、優先順位の高い方に対し、出力許可コマンドを発信するとともに、低い方に対し
ては、待機コマンドを発信する。
【００５３】
　 (ハ ) プリンタ制御装置４とＦＡＸ制御装置５との間でコマンドのやりとりを行う場合
、システム制御装置１内のＲＡＭ 14を介してやりとりを行う。
【００５４】
　 (ニ ) プリンタ制御装置４とＦＡＸ制御装置５との間でコマンドのやりとりを行う場合
、例えばホスト８からファクシミリ通信する相手先を指定するような場合、プリンタ制御
装置４が受け取るホスト８からのコマンド情報を、システム制御装置１を介してＦＡＸ制
御装置５に伝える。
【００５５】
　図３はプリンタ制御装置４の回路構成を示す構成図であり、 16は中央処理装置 (以下、
ＣＰＵと称する )、 17はホスト８とＣＰＵ 16とを連結するホストコンピュータインターフ
ェイス回路 (以下、略してホストＩ／Ｆ回路と称する )、 18はシステム制御装置１とＣＰＵ
16とを連結するシステム制御装置インターフェイス回路 (以下、略してシステムＩ／Ｆ回
路と称する )を示す。また、 19はコマンド解析回路を示す。このコマンド解析回路 19は、
ホストＩ／Ｆ回路 17，システムＩ／Ｆ回路 18，画像情報制御回路 21(後述する )からＣＰＵ
16に送られてくる各種コマンドを解析してＣＰＵ 16に送るものである。 20はホスト８から
送られてくる画像情報を保持する画像メモリであるＲＡＭ、 21は画像情報制御回路を示し
、この画像情報制御回路 21は、ホストＩ／Ｆ回路 17，システムＩ／Ｆ回路 18から送られて
くる画像情報をＲＡＭ 20に格納したり、またＲＡＭ 20内のデータに加工を施すものである
。
【００５６】
　図４はＦＡＸ制御装置５の回路構成を示す構成図であり、 22は中央処理装置 (以下、Ｃ
ＰＵと称する )、 23は公衆回線９とＣＰＵ 22とを連結する回線制御回路、 24はシステム制
御装置１とＣＰＵ 22とを連結するシステム制御装置インターフェイス回路 (以下、略して
システムＩ／Ｆ回路と称する )を示す。また、 25はコマンド解析回路を示す。このコマン
ド解析回路 25は、回線制御回路 23，システムＩ／Ｆ回路 24，画像情報制御回路 27(後述す
る )からＣＰＵ 22に送られてくる各種コマンドを解析してＣＰＵ 22に送るものである。 26
は画像情報を保持する画像メモリであるＲＡＭ、 27は画像情報制御回路を示し、この画像
情報制御回路 27は、回線制御回路 23，システムＩ／Ｆ回路 24から送られてくる画像情報を
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ＲＡＭ 26に格納したり、またＲＡＭ 26内のデータに加工を施すものである。
【００５７】
　図５は蓄積データ管理装置６の回路構成を示す構成図であり、 28は中央処理装置 (以下
、ＣＰＵ 28と称する )、 29はシステム制御装置１とＣＰＵ 28とを連結するシステム制御装
置インターフェイス回路 (以下、略してシステムＩ／Ｆ回路と称する )を示す。また、 30は
コマンド解析回路を示す。このコマンド解析回路 30は、補助記憶装置７やＣＰＵ 28から送
られてくる各種コマンドを解析するものである。 31は定型フォームデータ管理装置を示し
、この定型フォームデータ管理装置 31は、補助記憶装置７に対する定型フォームデータの
入力、および補助記憶装置７に記憶されている定型フォームデータの出力を管理するもの
である。また、 32は蓄積データ制御装置を示し、この蓄積データ制御装置 32は、補助記憶
装置７との間にて送信データ，受信データの記憶または呼出しを行うものである。
【００５８】
　次に、複合機Ａの印刷制御およびＦＡＸ送受信制御について、図１ないし図５を参照し
ながら説明する。なお、複数の制御方式があるので、項目ごとに番号を付した。
【００５９】
　 (1) ホスト８ (図３参照 )は、プリンタ制御装置４のホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ
16へ、ファクシミリ送信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータ
からなり、さらに印字データにはファクシミリ送信先の指定データが含まれている。印字
データを受けたＣＰＵ 16はシステムＩ／Ｆ回路 18を介し、システム制御装置１ (図１参照 )
に対してファクシミリ送信を行うことを要求する。システム制御装置１は、ＦＡＸ制御装
置５に対してファクシミリ送信要求があることを知らせ、印字データに含まれていた相手
先指定情報を送る。相手先指定情報を受けたＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )は、指定相手先
がＧ４機能保有登録されているか否かをＲＡＭ 26より検索して、システム制御装置１に検
索結果を報告する。
【００６０】
　システム制御装置１は、受けた検索結果に基づきコードデータとして送信するか、ある
いは画像データとして送信するかのいずれかを指定して、ＣＰＵ 16(図３参照 )に対して送
信開始を指令する。なお、指定相手先がＧ４機能保有登録されている場合はコードデータ
を指定し、登録されていない場合は画像データを指定する。ＣＰＵ 16は、指定が画像デー
タである場合には、通常の印刷と同様に画像情報制御回路 21によりコードデータを画像デ
ータに変換し、この画像データをＲＡＭ 20に収容してシステム制御装置１に送る。一方、
コードデータ指定の場合は、ＲＡＭ 20を介さずにコードデータをシステム制御装置１に送
る。
【００６１】
　システム制御装置１ (図１参照 )は、プリンタ制御装置４から受けたデータが画像データ
である場合には、ページ単位でＦＡＸ制御装置５に画像データを送り、コードデータであ
る場合には、ＣＰＵ 16から受け取ったコードデータをそのままＦＡＸ制御装置５に送る。
【００６２】
　ＦＡＸ制御装置５に送られたデータが画像データである場合には、ＲＡＭ 20(図３参照 )
が保持する画像データを画像情報制御回路 21で圧縮してＦＡＸ制御装置５のＲＡＭ 26(図
４参照 )に蓄える。そして、回線制御回路 23は送受信相手先ファクシミリ端末に対して発
呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた印字データを送る。コードデータである場合には、圧縮せずにコ
ードデータをＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄え、回線制御回路 23が送受信相手先ファクシミリ端
末に対して発呼して、ＲＡＭ 26に蓄えた印字データを送る。
【００６３】
　このような制御により、相手先ファクシミリ端末の機能を意識することなく、ホスト８
から印字データを送るだけで、ＦＡＸ制御装置５が最適な送信形態を選択するために、通
信コストを低減することができる。
【００６４】
　 (2) ホスト８ (図３参照 )は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ 16へ、ファクシミリ送
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信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータからなり、さらに印字
データにはファクシミリ送信先の指定データが含まれている。データを受けたＣＰＵ 16は
、システムＩ／Ｆ回路 18を介し、システム制御装置１に対してファクシミリ送信を行うこ
とを要求する。システム制御装置１ (図１参照 )は、ＦＡＸ制御装置５に対してファクシミ
リ送信要求があることを知らせ、相手先指定情報を送り、情報を受けたＦＡＸ制御装置５
はシステム制御装置１に応答する。さらにシステム制御装置１ (図３参照 )はＣＰＵ 16に対
してプリント開始を指令する。
【００６５】
　ＣＰＵ 16は、指定のページ以前の印字データを読み飛ばし、指定のページのみ画像情報
制御回路 21によって印字データを画像データに変換してＲＡＭ 20に収容し、システム制御
装置１に送る。システム制御装置１ (図１参照 )はページ単位でＦＡＸ制御装置５に画像デ
ータを送る。
【００６６】
　ＦＡＸ制御装置５には、プリンタ制御装置４においてＲＡＭ 20(図３参照 )が保持する画
像データを、画像情報制御回路 21を使用して圧縮した画像データが送られる。この画像デ
ータはＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄えられる。そして、回線制御回路 23が送受信相手先ファク
シミリ端末に対して発呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた印字データを送信する。
【００６７】
　このような制御により、ホスト８から受信した印字データ中から任意のページを選択し
て、ファクシミリ送信可能であるため、無駄に用紙を消費せず、かつ通信コストを低減す
ることが可能となる。
【００６８】
　 (3) ホスト８ (図３参照 )は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ 16へ、ファクシミリ送
信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータからなり、さらに印字
データにはファクシミリ送信先の指定データ，送信ページの指定データ，印刷ページの指
定データが含まれている。データを受けたＣＰＵ 16は、システムＩ／Ｆ回路 18を介し、シ
ステム制御装置１に対してファクシミリ送信を行うことを要求する。システム制御装置１
(図１参照 )は、ＦＡＸ制御装置５に対してファクシミリ送信要求があることを知らせ、か
つ相手先指定情報を送る。さらに情報を受けたＦＡＸ制御装置５はシステム制御装置１に
応答する。
【００６９】
　ＦＡＸ制御装置５からの応答によりシステム制御装置１ (図３参照 )はＣＰＵ 16に対して
プリント開始を指令する。ＣＰＵ 16はファクシミリ送信指定または印刷指定以前の印字デ
ータを読み飛ばし、指定のページのみ画像情報制御回路 21によって印字データを画像デー
タに変換してＲＡＭ 20に収容し、送信指定または印刷指定の有無とともにシステム制御装
置１に送る。
【００７０】
　送信指定の場合には、システム制御装置１ (図１参照 )はページ単位でＦＡＸ制御装置５
に画像データを送る。その際、ＦＡＸ制御装置５には、プリンタ制御装置４においてＲＡ
Ｍ 20(図３参照 )が保持する画像データを、画像情報制御回路 21を使用して圧縮してなる画
像データが送られる。この画像データはＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄えられる。そして、回線
制御回路 23が送受信相手先ファクシミリ端末に対して発呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた印字デー
タを送信する。
【００７１】
　印刷指定の場合には、システム制御装置１ (図１参照 )がプリンタ２を使用して印刷出力
させる。
【００７２】
　このような制御により、任意のページを選択してファクシミリ送信をすると同時に、任
意のページを選択して印刷可能となり、ランニングコストを低減するとともに利用者の待
ち時間の短縮がなされ、快適な使用が可能となる。
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【００７３】
　 (4) ホスト８ (図３参照 )は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ 16へ、ファクシミリ送
信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータからなり、さらに印字
データにはファクシミリ送信先の指定データと送信ページ同時印刷の指定データが含まれ
ている。データを受けたＣＰＵ 16はシステムＩ／Ｆ回路 18を介し、システム制御装置１に
対してファクシミリ送信を行うことを要求する。システム制御装置１ (図１参照 )は、ＦＡ
Ｘ制御装置５に対してファクシミリ送信要求があることを知らせ、相手先指定情報を送る
。情報を受けたＦＡＸ制御装置５はシステム制御装置１に応答する。さらにシステム制御
装置１はＣＰＵ 16(図３参照 )に対してプリント開始を指令する。
【００７４】
　ＣＰＵ 16はファクシミリ送信指定のページ以前の印字データを読み飛ばし、指定のペー
ジのみ画像情報制御回路 21によってコードデータを画像データに変換してＲＡＭ 20に収容
し、印刷・送信指定とともにシステム制御装置１に送る。システム制御装置１ (図１参照 )
はページ単位でＦＡＸ制御装置５に画像データを送るとともにプリンタ２を使用して印刷
出力する。
【００７５】
　ＦＡＸ制御装置５には、プリンタ制御装置４においてＲＡＭ 20(図３参照 )が保持する画
像データを、画像情報制御回路 21を使用して圧縮した画像データが送られる。この画像デ
ータはＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄えられる。そして、回線制御回路 23が送受信相手先ファク
シミリ端末に対して発呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた印字データを送信する。
【００７６】
　このような制御により、任意のページを選択してファクシミリ送信をすると同時に、そ
のページを選択して印刷可能となり、ランニングコストを低減するとともに利用者の待ち
時間の短縮がなされ、快適な使用が可能となる。
【００７７】
　 (5) ホスト８ (図３参照 )は双方向通信可能な通信回路によってホストＩ／Ｆ回路 17と結
ばれている。このホスト８は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介して、ＣＰＵ 16へファクシミリ送
信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータからなり、さらに印字
データにはファクシミリ送信先の指定データと送信結果報告とが含まれている。データを
受けたＣＰＵ 16はシステムＩ／Ｆ回路 18を介し、システム制御装置１に対してファクシミ
リ送信を行うことを要求する。システム制御装置１ (図１参照 )は、ＦＡＸ制御装置５に対
してファクシミリ送信要求があることを知らせ、相手先指定情報と送信結果報告指定情報
とを送る。情報を受けたＦＡＸ制御装置５はシステム制御装置１に応答する。さらにシス
テム制御装置１はＣＰＵ 16(図３参照 )に対してプリント開始を指令する。
【００７８】
　ＣＰＵ 16はファクシミリ送信指定以前の印字データを読み飛ばし、指定のページのみ画
像情報制御回路 21によってコードデータを画像データに変換して画像データをＲＡＭ 20に
収容し、送信指定とともにシステム制御装置１に送る。
【００７９】
　画像データが送られたシステム制御装置１はページ単位でＦＡＸ制御装置５ (図１参照 )
に画像データを送る。
【００８０】
　ＦＡＸ制御装置５には、プリンタ制御装置４においてＲＡＭ 20(図３参照 )が保持する画
像データを、画像情報制御回路 21を使用して圧縮した画像データが送られる。この画像デ
ータはＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄えられる。そして、回線制御回路 23が送受信相手先ファク
シミリ端末に対して発呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた印字データを送信する。
【００８１】
　送信が終了すると、回線制御回路 23はＣＰＵ 22に対して送信終了を報告し、ＦＡＸ制御
装置５のＲＡＭ 26に蓄えた先の送信結果報告指定により、システム制御装置１は送信終了
の旨をプリンタ制御装置４のＣＰＵ 16(図３参照 )を介してホスト８に通知する。
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【００８２】
　このような制御により、送信状況が印刷機能を介してホスト８に通知されるため、結果
を確認するために複合機Ａを操作する必要がなくなり、複合機Ａの使用効率が向上し、利
用者は通知を待つだけで済み、快適な使用が可能となる。
【００８３】
　 (6) ホスト８は双方向通信可能な通信回路によってホストＩ／Ｆ回路 17と結ばれている
。ホスト８は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ 16へファクシミリ受信監視指定データ
を送る。ファクシミリ受信監視指定データは即時応答と受信完了時点応答の２種類があり
、またファクシミリ受信監視指定データにはファクシミリ受信相手先指定データが含まれ
る。ファクシミリ受信監視指定データを受けたＣＰＵ 16はシステムＩ／Ｆ回路 18を介し、
システム制御装置１に対してファクシミリ受信監視を行うことを要求する。システム制御
装置１はＦＡＸ制御装置５に対してファクシミリ受信監視を行う旨通知する。
【００８４】
　即時応答の場合には、ＦＡＸ制御装置５が、ＲＡＭ 26に蓄えた受信データと受信相手先
指定データとが一致するかどうかを調べ、一致する場合には、システム制御装置１に受信
結果を通知する。さらにシステム制御装置１は受信結果をＣＰＵ 16(図３参照 )に通知する
とともにプリンタ２より印字，出力させる。またＣＰＵ 16はホスト８に受信結果を通知す
る。なお、受信相手先指定データと受信した相手先とが一致しない場合には、ホスト８に
受信結果を通知せずに、システム制御装置１が受信データをプリンタ２より印字，出力さ
せる。
【００８５】
　受信完了時点応答の場合には、ＦＡＸ制御装置５が前記ＦＡＸ受信監視指定データを受
け入れ、このデータをＲＡＭ 26に蓄え、システム制御装置１ (図４参照 )に応答する。
【００８６】
　そして、受信相手先ファクシミリ端末から複合機Ａに対して呼び出しがあると、まず、
回線制御回路 23が受信データを受け取り、そのデータをＲＡＭ 26に蓄える。受信が終了す
ると、回線制御回路 23はＣＰＵ 22に対して終了を報告する。さらにＦＡＸ制御装置５は、
ＲＡＭ 26に蓄えてあるＦＡＸ受信相手先指定データと今回の受信データの受信相手先とが
一致するか否かを調べる。一致する場合はシステム制御装置１に受信結果を通知し、シス
テム制御装置１ (図３参照 )は受信結果をＣＰＵ 16に通知し、ＣＰＵ 16はホスト８に受信結
果を通知するとともにプリンタ２より印字，出力させる。
【００８７】
　このような制御により、指定した相手先からの受信状況が印刷機能を介してホスト８に
通知されるため、データを確認するために複合機Ａを操作する必要がなくなり、複合機Ａ
の使用効率が向上し、さらに利用者はホスト８から複合機Ａに問い合わせを行うか、ある
いは通知を待つだけで済み、快適な使用が可能となる。
【００８８】
　 (7) ホスト８ (図３参照 )は、ホストＩ／Ｆ回路 17を介してＣＰＵ 16へ、ファクシミリ送
信を目的とした印字データを送る。この印字データはコードデータからなり、さらに印字
データにはファクシミリ送信先の指定データと送信同時印刷指定データが含まれている。
印字データを受けたＣＰＵ 16はシステムＩ／Ｆ回路 18を介し、システム制御装置１に対し
てファクシミリ送信と同時にプリントを行うことを要求する。システム制御装置１が送信
同時印刷要求であると判断すると、印字データが画像情報制御回路 21によってＲＡＭ 20上
に展開される。イメージ展開が終了すると、システム制御装置１ (図１参照 )はＦＡＸ制御
装置５の使用の可否を判断する。
【００８９】
　使用可能ならば、ＲＡＭ 20(図３参照 )が保持する画像データを画像情報制御回路 21を使
用して圧縮し、ＦＡＸ制御装置５のＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄える。そして、回線制御回路
23は送受信相手先ファクシミリ端末に対して発呼し、ＲＡＭ 26に蓄えた画像データを送信
する。
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【００９０】
　使用不可能ならば、展開された画像データを一旦補助記憶装置７ (図１参照 )に格納し、
使用可能になった時点で画像データの送信を開始する。
【００９１】
　さらに、画像データの送信を開始した後システム制御装置１は、プリンタ制御装置４の
使用の可否を判断し、使用可能ならば、プリンタ制御装置４の制御によりプリンタ２を起
動し、ＲＡＭ 20(図３参照 )上の同じデータを印刷し排紙する。プリンタ制御装置４が使用
できない場合は、展開されたデータを一旦補助記憶装置７ (図１参照 )に格納し、プリンタ
制御装置４が使用可能になった時点で印刷を開始する。
【００９２】
　このような制御により、送信と印刷の２つの要求を１つの指定において同時に処理する
ことが可能となる。
【００９３】
　 (8) 公衆回線９ (図４参照 )から送られてきた相手先からの受信データを、まずＦＡＸ制
御装置５が受け取り、ＲＡＭ 26に蓄積するとともにシステムＩ／Ｆ回路 24を介して受信デ
ータを受けた旨システム制御装置１に通知する。システム制御装置１ (図１参照 )は、ＦＡ
Ｘ制御装置５より通知を受け取ると、ホスト８の指定が受信同時印刷要求であるか否かを
判断する。
【００９４】
　ホスト８の指定が受信同時印刷要求であるとシステム制御装置１が判断すると、次に、
システム制御装置１はプリンタ制御装置４の使用の可否を判断し、使用可能ならば、受信
データをＲＡＭ 20(図３参照 )に展開する。イメージ展開が終了すると、システム制御装置
１はプリンタ制御装置４の制御によりプリンタ２を起動し、ＲＡＭ 20上の画像データを印
刷する。
【００９５】
　プリンタ制御装置４が使用できない場合には、受信したデータを一旦補助記憶装置７ (
図１参照 )に格納し、使用可能になった時点で処理を開始する。プリントが終了したら、
そのデータに印刷終了のマークを付加し、補助記憶装置７に格納する。
【００９６】
　このような制御により、受信データが用紙にプリントされた後もデータを消さずに補助
記憶装置７に蓄積しておくため、受信されたファクシミリ・データの二次的再利用が可能
となる。
【００９７】
　 (9) 補助記憶装置７ (図１参照 )内には、 (8)で述べた蓄積データとは別管理の定型フォ
ームデータを格納する区画、すなわち定型フォーム記憶領域が設けられている。
【００９８】
　ホスト８ (図３参照 )より送られてきたコードデータは、まずプリンタ制御装置４が受け
、さらにシステム制御装置１に送られる。送られたコードデータに定型フォームデータの
登録要求が含まれているとシステム制御装置１が判断すると、画像情報制御回路 21が、そ
のデータをＲＡＭ 20上にイメージ展開する。展開が終了すると、システム制御装置１は定
型フォームデータ管理装置 31を起動させる。この定型フォームデータ管理装置 31は、補助
記憶装置７の定型フォーム記憶領域に、ＲＡＭ 20上に展開されたイメージデータを格納さ
せる。
【００９９】
　また、スキャナ３ (図１参照 )で読み取られたデータの定型フォーム登録の場合も同様に
、読み取ったデータをＲＡＭ 20(図３参照 )上にイメージ展開する。展開が終了すると、シ
ステム制御装置１は定型フォームデータ管理装置 31を起動する。さらに定型フォームデー
タ管理装置 31はＲＡＭ 20上に展開されたイメージデータを定型フォーム記憶領域に格納す
る。その際、ホスト８より格納するイメージデータの名称を入力し、この名称データとと
もにイメージデータを格納しておく。
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【０１００】
　ホスト８等を通じて登録定型フォームデータの削除または名称変更等の要求がなされた
ときには、システム制御装置１に定型フォームデータ管理装置 31を起動させて登録内容の
変更を行う。また、複合機Ａに対して恒常的に繋がれているかまたは同期的に結合されて
いる同種の装置や回線、またはその他の媒体を通してさらに定型フォームデータ管理装置
31を介し、補助記憶装置７内の定型フォームデータを交換することができる。
【０１０１】
　次に、前述したシステム構成において、定型フォームを利用したファクシミリ機能の動
作を以下に示す。
【０１０２】
　送信の場合、ホスト８からの送信データに定型フォームの指定があれば、システム制御
装置１は、定型フォームデータ管理装置 31を起動し、指定された定型フォームデータをＲ
ＡＭ 20にイメージ展開する。展開が終了した後、システム制御装置１はＦＡＸ制御装置５
(図１参照 )を起動して、送信先の装置と回線を接続し、情報を交換する。送信先に同種の
定型フォームデータがない場合は、相手先への送信データ本体をＲＡＭ 20(図３参照 )上の
フォームデータの上に重ねて展開する (ＯＲ書き込み )。展開が終了したならば、ＲＡＭ 20
に展開されているデータを相手先に送信する。
【０１０３】
　送信先に同じ定型フォームデータがあれば、ＲＡＭ 20をクリアし、相手先への送信デー
タ本体をＲＡＭ 20に展開する。展開が終了したら、ＲＡＭ 20に展開されているデータに定
型フォーム情報を付加し、相手に送る。相手先では、受信した定型フォーム情報を基に定
型フォームデータ検索し、展開する。そして、展開したフォームデータの上に受信した送
信データ本体を重ねて展開し、印刷，出力がなされる。
【０１０４】
　受信の場合、受信したデータに定型フォーム情報が付加されているとシステム制御装置
１が判断したならば、定型フォームデータ管理装置 31を起動し、指定された定型フォーム
データをＲＡＭ 20にイメージ展開する。さらに、受信データ本体をＲＡＭ 20上のフォーム
データの上に重ねて展開する (ＯＲ書き込み )。展開が終了したならば、システム制御装置
１はそのデータをＲＡＭ 20に記憶するとともに、プリンタ制御装置４の制御によってプリ
ンタ２を起動し、プリントアウトする。
【０１０５】
　このような制御により、プリンタ機能とファクシミリ機能を組み合わせた形でのオーバ
ーレイが実現し、送受信データの容量を減らして通信 (回線 )利用コストの削減が可能とな
る。
【０１０６】
　 (10) ホスト８ (図３参照 )より送られてきたコードデータは、まずプリンタ制御装置４
が受け取り、システム制御装置１に通知する。システム制御装置１は、定型フォームデー
タの登録要求であると判断すると、そのデータをＲＡＭ 20上に展開する。展開が終了する
とシステム制御装置１は、定型フォームデータ管理装置 31を起動し、ＲＡＭ 20上に展開さ
れた画像データを補助記憶装置７の定型フォーム記憶領域に格納する。
【０１０７】
　スキャナ３で読み取られたデータの定型フォーム登録の場合も同様に、読み取られたデ
ータはＲＡＭ 20上にイメージ展開される。展開が終了すると、システム制御装置１は定型
フォームデータ管理装置 31を起動し、ＲＡＭ 20上に展開された画像データを補助記憶装置
７の定型フォーム記憶領域に格納する。
【０１０８】
　そして、指定の定型フォームデータをＲＡＭ 20に展開し、その上にファクシミリ機能の
スキャナ３で読み込んだデータを重ねる。このＲＡＭ 20上のデータを画像情報制御回路 21
で圧縮し、ＲＡＭ 26(図４参照 )に蓄積して送信先に送信する。
【０１０９】
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　スキャナ３で読み取られたデータの定型フォーム登録の場合も同様に、ＲＡＭ 20上にイ
メージ展開される。展開が終了すると、システム制御装置１は定型フォームデータ管理装
置 31を起動する。定型フォームデータ管理装置 31はＲＡＭ 20上に展開されたイメージデー
タを定型フォーム記憶領域に格納する。
【０１１０】
　そして、前記スキャナ３で読み取り、格納されている定型フォームデータの中で、指定
の定型フォームデータをＲＡＭ 20に展開し、その上にホスト８から送信されてきたデータ
を重ねる。このＲＡＭ 20上のデータを画像情報制御回路 21で圧縮し、ＲＡＭ 26(図４参照 )
に蓄積して送信先に送信する。
【０１１１】
　このような制御により、ファクシミリ機能においても定型フォームを利用することによ
って、オーバーレイ機能による定型的な書式でのデータの送受信を簡易化できる。
【０１１２】
　 (11) ホスト８ (図３参照 )は、現在補助記憶装置７ (図１参照 )に蓄積されている印字デ
ータのファイル管理を目的としたコードデータをＣＰＵ 16(図３参照 )に送る。このＣＰＵ
16は、システムＩ／Ｆ回路 18を介してシステム制御装置１に対して、補助記憶装置７ (図
１参照 )に蓄積されている印字データのファイル管理を行うことを要求する。要求を受け
たシステム制御装置１ (図３参照 )は、蓄積データ管理装置６を起動させて、補助記憶装置
７内のファイルや一覧表の呼出し等、ファイル管理を行う。
【０１１３】
　例えば、ホスト８ (図３参照 )から蓄積受信データの表示の要求があれば、システム制御
装置１は、現在、補助記憶装置７に蓄積されている受信データの一覧をホスト８に通知す
る。ホスト８に通知した情報の中からデータを指定しての印刷要求があれば、システム制
御装置１は、指定されたデータをＲＡＭ 20にイメージ展開し、プリンタ制御装置４を起動
する。プリンタ制御装置４は、ＲＡＭ 20に展開されているデータをプリントし、排紙する
。
【０１１４】
　このような制御により、蓄積された受信データをホスト８により選択指定でき、必要な
データのみをプリンタ機能を用いてプリントすることができる。
【０１１５】
　 (12) ホスト８ (図３参照 )は、現在補助記憶装置７ (図１参照 )に蓄積されている印字デ
ータのファイル管理を目的としたコードデータをＣＰＵ 16(図３参照 )に送る。このＣＰＵ
16は、システムＩ／Ｆ回路 18を介してシステム制御装置１に対して、補助記憶装置７ (図
１参照 )に蓄積されている印字データのファイル管理を行うことを要求し、システム制御
装置１ (図３参照 )は、コードデータの要求に沿った処理を施してホスト８に通知する。フ
ァイル管理には次に示すものが挙げられる。
【０１１６】
　ホスト８ (図３参照 )から蓄積印字データの一覧表示の要求があれば、システム制御装置
１は、蓄積データ管理装置６を起動して現在補助記憶装置７ (図５参照 )に蓄積されている
印字データの一覧をホスト８ (図３参照 )に通知し、表示する。
【０１１７】
　ホスト８からデータの送信取消し要求があれば、システム制御装置１は、蓄積データ管
理装置６を起動して補助記憶装置７ (図５参照 )内に蓄積されている印字データの内から要
求されたデータを送信待ち状態から開放する。なお、このときデータは消さない。
【０１１８】
　ホスト８ (図３参照 )からのデータの削除要求があれば、システム制御装置１は、蓄積デ
ータ管理装置６を起動して、補助記憶装置７ (図５参照 )に蓄積されている印字データの内
から要求されたデータを削除する。
【０１１９】
　ホスト８ (図３参照 )からデータの変更要求があれば、システム制御装置１は、蓄積デー
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タ管理装置６を起動して、補助記憶装置７ (図５参照 )内に蓄積されている印字データの内
から要求されたデータをホスト８ (図３参照 )に送り返し送信待ち状態から開放する。ホス
ト８から変更されたデータが送られてきたら、以前の登録データを削除し新規に登録する
。
【０１２０】
　ホスト８からのデータの追加 (結合 )要求があれば、システム制御装置１は、蓄積データ
管理装置６を起動して、補助記憶装置７ (図５参照 )に蓄積されている印字データの内から
要求されたデータを１つのデータとして再登録する。
【０１２１】
　このような制御により、登録済みの未送信データのホスト８ (図３参照 )による送信の取
消し、および未送信データの削除を実現するとともに、送信情報 (宛先，時刻等 )・送信デ
ータの内容の変更・追加、および複数のデータを結合し、１つのデータにまとめることを
も可能とし、さらにファクシミリ本体まで行かなくともファクシミリ送信の操作を行うこ
とを可能とする。
【０１２２】
　 (13) 印字データのイメージ送信時において、コマンド解析回路 19(図３参照 )が、ホス
ト８からホストコンピュータＩ／Ｆ回路 17を介して印字データ (プリンタ制御装置４の制
御コード等を含む )を受信すると、ＣＰＵ 16は、印字データをＲＡＭ 20にイメージとして
展開することを画像情報制御回路 21に要求する。
【０１２３】
　データが展開されると、画像情報制御回路 21はシステム制御装置１を介してＦＡＸ制御
装置５のコマンド解析回路 25にＲＡＭ 20で展開されたイメージの送信を要求する。要求を
受けたＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回路 25はＲＡＭ 20(図３参照 )のサイズ
と向きからページの上下を決め、マーカーを決まった位置に付加し、ファクシミリデータ
として送信または蓄積させる。
【０１２４】
　また、ファクシミリデータ受信時において、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解
析回路 25はファクシミリデータをＲＡＭ 26にイメージとして展開させる。そして、画像情
報制御回路 27は、ページバッファであるＲＡＭ 26に展開されたイメージを検索してマーカ
ーの有無を検出し、マーカーを検出したらその位置から受信原稿の上下を判定する。
【０１２５】
　このような制御により、送信原稿の上下を通知することができ、また、ファクシミリ受
信時に原稿の上下を示すマーカーを検出することで、受信原稿の上下を判定することが可
能となる。
【０１２６】
　 (14) 相手先からの印字データをそのままファクシミリデータとして受信すると、ＦＡ
Ｘ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回路 25は、そのファクシミリデータの付加情報デ
ータによりコードデータであることを認識する。受信データがコードデータであることが
わかると、ＦＡＸ制御装置５のコマンド解析回路 25を介してコードデータをプリンタ制御
装置４ (図３参照 )のコマンド解析回路 19に送る。印字データを受けたコマンド解析回路 19
は、印字データをイメージとして展開するように画像情報制御回路 21に要求する。このと
き、印字データ中に原稿の回転コマンドがあれば、その指定に従って展開方向を回転させ
る処理を行う。
【０１２７】
　このような制御により、印字データ中のコマンドの指定により受信データを回転させる
ことで、送信側の出力方向を指定することができる。
【０１２８】
　 (15) ホスト８ (図３参照 )からのコードデータである印字データをプリンタ制御装置４
で受信し、それをイメージにしてファクシミリ送信をするとき、印字データを受信するコ
マンド解析回路 19は、ファクシミリ用にミリ系のＲＡＭ 20に最も近いコマンド解析回路 19
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がプリントに使うインチ系の解像度であると仮定して、それにインチ・ミリ変換の変倍を
加えて処理し、印字データをイメージに展開する。
【０１２９】
　コマンド解析回路 19の処理では、変倍後の大きさに最も適する大きさのフォントイメー
ジを選択し、文字・行ピッチなどのみを変倍してＲＡＭ 20に展開する。つまり、イメージ
コマンド等、直にイメージとして処理するもののみを変倍して展開する。ミリ系の解像度
で作られたＲＡＭ 20に印字データのイメージが展開されると、そのイメージデータは、シ
ステム制御装置１を介してＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回路 25に通知され
、ＲＡＭ 20(図３参照 )に展開されたイメージをファクシミリ信号にして蓄積、もしくは送
信される。
【０１３０】
　このような制御により、印刷出力イメージをファクシミリデータとして送信する場合、
ミリ系のサイズでＲＡＭ 20にイメージ展開し、そこに該当する最も近いプリンタ２が持つ
インチ系の解像度でインチ・ミリ変換のための変倍を加えて印字データをイメージに展開
することで、フォントイメージは変倍しないため、ミリ系のイメージの画質の劣化を少な
くすることができる。
【０１３１】
　 (16) 相手先からの印字データをそのままファクシミリデータとして受信すると、ＦＡ
Ｘ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回路 2 5は、そのファクシミリデータの付加情報
データによりコードデータであるか否かを認識する。受信データがコードデータであるこ
とがわかると、ＣＰＵ 22はシステム制御装置１を介して印字データをプリンタ制御装置４
(図３参照 )のコマンド解析回路 19に送る。このとき、コマンド解析回路 25(図４参照 )はフ
ァクシミリの原稿幅と長さも同時にコマンド解析回路 19(図３参照 )に通知する。
【０１３２】
　印字データを受けたコマンド解析回路 19は、印字データをイメージとして展開するよう
に、画像情報制御回路 21に要求する。このとき、印字データを展開しようとする用紙サイ
ズを、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回路 25から送られた原稿の幅と長さに
従って設定する。また、印字データ中に用紙サイズを指定するコマンドがあれば、その指
定に従って展開するようサイズを設定する。設定したサイズと同じ大きさの用紙、もしく
はそれより大きな用紙がないとき、コマンド解析回路 19(図３参照 )は印刷できる最も大き
な用紙を探し、その大きさのＲＡＭ 20に元の原稿の大きさから、展開する用紙の大きさに
収まるような縮小率 (例えば、原稿サイズがＡ４で、出力可能な用紙サイズがＢ５なら縮
小率は 0.87倍 )を求め、その縮小率で縮小の処理を行い画像情報制御回路 21に展開を要求
する。
【０１３３】
　このような制御により、印字データをそのままファクシミリデータに変換して送受信す
るとき、受信側で出力できる用紙サイズに合わせて印字データを縮小しながらプリンタ２
(図１参照 )でイメージに展開し出力することで、画質の劣化を軽微にとどめながら最適な
出力結果を得ることができる。
【０１３４】
　 (17) ホスト８ (図３参照 )からのコードデータである印字データをプリンタ制御装置４
が受信して、その印字データをそのままファクシミリデータとして出力するとき、プリン
タ制御装置４のコマンド解析回路 19は、印字データ中のコマンドを解析し、出力しようと
する用紙に合わせて印字データをページ単位に分割する。
【０１３５】
　さらに、その中からイメージコマンドとそのイメージコマンドによって制御されるイメ
ージデータのみを分離する。そして、画像情報制御回路 21の制御のもと、イメージコマン
ドの命令に従ってイメージデータをＲＡＭ 20に展開させる。なお、イメージコマンドおよ
びイメージデータが印字データより分離されることで、複合機Ａの各部を制御するテキス
ト・制御コマンドデータが残される。
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【０１３６】
　コマンド解析回路 19は、イメージコマンドとイメージデータを除いたコードデータであ
るテキスト・制御コマンドデータに、イメージコマンドとイメージデータを分離したこと
を示すイメージ分離情報を付加し、ページごとにコマンド解析回路 25(図４参照 )へシステ
ム制御装置１を介して送る。イメージ分離情報が送られたＦＡＸ制御装置５のコマンド解
析回路 25は、画像情報制御回路 21(図３参照 )からのイメージデータの展開完了の通知を待
つ。イメージデータの展開が完了したら、コマンド解析回路 19からのイメージ分離情報お
よびテキスト・制御コマンドデータをそのままファクシミリデータに変換し、また、分離
したイメージデータを通常のイメージデータのように圧縮してファクシミリデータにして
、それぞれを蓄積送信する。
【０１３７】
　また、相手先よりテキスト・制御コマンドデータとイメージデータとに分離して送信さ
れたファクシミリデータを受信したとき、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のコマンド解析回
路 25は、相手先の印字データをそのままファクシミリデータとして受信する。そしてファ
クシミリデータの付加情報データにより、コードデータであること、および相手先が、テ
キスト・制御コマンドデータとイメージデータとを分離して送信したことを認識する。
【０１３８】
　受信データがテキスト・制御コマンドデータとイメージデータとを分離したコードデー
タであることがわかると、ＦＡＸ制御装置５のコマンド解析回路 25は、イメージコマンド
と対になるイメージデータをＲＡＭ 26に展開させ、システム制御装置１を介してテキスト
・制御コマンドデータと、イメージデータを展開したＲＡＭ 26の情報とをプリンタ制御装
置４ (図３参照 )のコマンド解析回路 19に送る。テキスト・制御コマンドデータと、イメー
ジデータとを展開したＲＡＭ 26(図４参照 )の情報が送られたコマンド解析回路 19(図３参
照 )は、ＲＡＭ 26の情報をイメージデータとして展開するように画像情報制御回路 21(図３
参照 )に要求し、イメージとコードから生成したイメージデータをＲＡＭ 20で合成する。
【０１３９】
　このような制御により、印字データからイメージ処理コマンドとそのイメージデータを
分離し、残りのその他データを出力しようとする用紙の大きさに合わせページごとに分割
し、イメージデータのみを実際に展開し、コードデータはそのまま、イメージデータはイ
メージとして圧縮しファクシミリ送信し、受信側でイメージとコードデータより生成され
るイメージを合成することで、送信するファクシミリデータ量を削減することができる。
【０１４０】
　 (18) 送信原稿１枚ごとに送信解像度を設定でき、原稿の１枚目のみあらかじめ別に送
信解像度を設定する手段を持つ。送信原稿を読み取って、引き渡されたＦＡＸ制御装置５
(図４参照 )のコマンド解析回路 25は、既に設定されている１枚目の送信解像度に従って１
枚目の原稿をファクシミリデータにし、２枚目以降の原稿は、ＦＡＸ制御装置５のコマン
ド解析回路 25から渡された現在の送信解像度の指定に従って原稿をファクシミリデータに
して、送信または補助記憶装置７に蓄積する。
【０１４１】
　このように、送信原稿１枚ごとに送信解像度を設定でき、原稿の１枚目のみあらかじめ
別に送信解像度を設定する手段を備えたことで、１枚目の原稿の解像度のみをあらかじめ
低い解像度に設定できるようになり、ファクシミリ送信データの量を削減できる。
【０１４２】
　 (19) プリンタ２ (図３参照 )に、ホスト８からプリンタ制御装置４，システム制御装置
１を介して印字データとその印字データをファクシミリ送信するコマンド，相手先の指定
情報 (電話番号またはファクシミリに登録されている電話帳の記号等 )が送られてくると、
プリンタ制御装置４が印字データの送信相手先を指定してファクシミリ送信するコマンド
であることを判断し、システム制御装置１を介してＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に相手先
の指定を行う。また、プリンタ制御装置４ (図３参照 )は、システム制御装置１を介して、
ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に登録された相手先情報やＦＡＸ制御装置５の状態を得るこ
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とにより、印字データをどのように処理するかセレクトし、システム制御装置１ (図３参
照 )を介して転送できる形式に変換してＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に転送する。
【０１４３】
　ＦＡＸ制御装置５は、プリンタ制御装置４ (図３参照 )からシステム制御装置１を介して
、プリンタ制御装置４から送られてくる相手先や転送方法等の情報を処理し、相手先の指
定や各種の設定を行い、さらにプリンタ制御装置４から送られてくる転送データを処理し
、指定した相手先に送信する。
【０１４４】
　このような制御により、ホスト８からのコマンドによってプリンタ２の印字データをフ
ァクシミリ送信する相手先を指定できるので、ユーザが複合機Ａの設置場所まで行かなく
ても済むようになる。
【０１４５】
　 (20) プリンタ２ (図１参照 )にホスト８ (図３参照 )からファクシミリの電話帳登録用の
コマンドや、ファクシミリの各種設定用のコマンドが送られてくると、プリンタ制御装置
４は、送られてきたコマンドを解釈し、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に対して電話帳登録
や各種の設定をするコマンドであることを認識する。このコマンドは、ＦＡＸ制御装置５
に対しどのような設定をするか、または登録をするかというコマンドの要求項目をプリン
タ制御装置４ (図３参照 )が整理して、これらの要求項目を実施してくれるようにシステム
制御装置１に対して要望するものである。
【０１４６】
　システム制御装置１は、プリンタ制御装置４から入力された要望を解釈し、要望の整理
を行い、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に対してプリンタ制御装置４ (図３参照 )からの要望
を伝える。ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )は、システム制御装置１ (図３参照 )からきた要望
が実施可能かどうか判断し、可能な場合には実施し、システム制御装置１に対して実施し
て状態がどうなったか等を伝える。
【０１４７】
　要望を実施できない場合や、実施中に失敗した場合などは、これらの情報をＦＡＸ制御
装置５ (図４参照 )がシステム制御装置１ (図３参照 )に通知する。システム制御装置１はＦ
ＡＸ制御装置５ (図４参照 )からプリンタ制御装置４ (図３参照 )の要望が成功したかどうか
をプリンタ制御装置４に対して通知する。
【０１４８】
　このような制御により、プリンタ制御装置４はＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に対して要
求した項目が実施されたか否かがわかり、実施されない場合、以後の処理に不具合のある
ものは代わりの処理をするなどコマンド処理後の動作を円滑に行えるようになる。
【０１４９】
　 (21) プリンタ制御装置４ (図３参照 )が、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情報 (相手先情
報等 )を得るために、まずプリンタ制御装置４はＦＡＸ制御装置５のどの情報が欲しいか
、また、どのような形で欲しいかを整理する。プリンタ制御装置４ (図３参照 )は、要望す
るＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情報の入手形式が決まると、この情報の入手形式で情報
を得るためにシステム制御装置１に対して情報を送るように要求する。
【０１５０】
　なお、システム制御装置１に対して要求をする方法は、目的に応じて複数用意しておく
。そして、プリンタ制御装置４ (図３参照 )が先に決めたＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情
報の入手形式で情報を得るのに、最も都合のよいシステム制御装置１への要求方法を選ぶ
。システム制御装置１への要求方法が決まると、プリンタ制御装置４は、この要求方法で
システム制御装置１に対して要求に応えるように通知を出す。
【０１５１】
　ＦＡＸ制御装置５に対する通知の方法も複数用意されており、システム制御装置１は、
プリンタ制御装置４ (図３参照 )からきた要求や現在の複合機Ａの状態などを考慮して適し
た通知方法をセレクトする。ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )は、システム制御装置１から通
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知を受けると何が求められているかを解釈し、求められている情報 (電話帳の相手先情報 )
やファクシミリの状態 (メモリ使用状況・ファイル情報 )を求められている形式・方法でシ
ステム制御装置１に対して応答を返す。
【０１５２】
　システム制御装置１は、ＦＡＸ制御装置５から回答をもらうと、プリンタ制御装置４の
欲していた形式・方法や現在の複合機Ａの状態等を考慮して最も適した形式・方法をセレ
クトして、プリンタ制御装置４ (図３参照 )に欲していたＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情
報を知らせる。
【０１５３】
　上述のものは、ファクシミリの情報をプリンタ制御装置４ (図３参照 )が入手する手段に
ついてのものだが、前記 (15)記載の制御の場合には情報が相手先情報、前記 (16)記載の制
御の場合には情報がファクシミリの状態とすればよい。
【０１５４】
　このような制御により、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情報をプリンタ制御装置４ (図
３参照 )が入手することができるようになる。またＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情報を
プリンタ制御装置４ (図３参照 )が入手できることにより、相手先の情報によりプリンタ制
御装置４は印字データを、相手の機種に合わせた形式に変換する処理を実施することがで
きる。さらに、ファクシミリのメモリ状態等に応じて、プリンタ制御装置４は印字データ
等に応じて、プリンタ制御装置４がファクシミリ送信する印字データ等に対して適した処
置をすることができる。
【０１５５】
　 (22) ホスト８とプリンタ制御装置４とは双方向インターフェイス (例えばＲＳ 232Ｃ )で
連結されており、前記 (21)の制御でプリンタ制御装置４が得たＦＡＸ制御装置５の情報を
、この双方向インターフェイスを介して直接ホスト８に転送することができる。
【０１５６】
　この場合、プリンタ制御装置４はシステム制御装置１に対して、ホスト８に直接、転送
する形式方法でプリンタ制御装置４にＦＡＸ制御装置５の情報を知らせるように要求して
おく。
【０１５７】
　また、プリンタ制御装置４がシステム制御装置１を介して得たＦＡＸ制御装置５の情報
を、プリンタ制御装置４が整理して管理し記憶しておき、ホスト８からの要求に応じてホ
スト８に転送することもできる。
【０１５８】
　また、ＦＡＸ制御装置５の情報の１つである通信管理レポートを双方向インターフェイ
スによりホスト８に知らせることができる。なお、ホスト８との転送方法は、プリンタコ
マンド等で決めておけばよい。
【０１５９】
　 (23) 前記 (21)の制御によれば、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の情報をプリンタ制御装
置４ (図３参照 )の通信 (送受信 )ごとに得られる相手先情報をホスト８に知らせることがで
きる。
【０１６０】
　次に示す制御は、 (21)の制御に対し、さらにプリンタ制御装置４またはＦＡＸ制御装置
５ (図４参照 )の送受信ごとに相手先情報をホスト８に知らせるモード (プリンタ制御装置
４ (図３参照 )の場合、ホスト８からのコマンドやパネルの設定等、ＦＡＸ制御装置５ (図
４参照 )の場合、パネルの設定や自社のコマンド等 )を設定したものである。このモードが
指定されたプリンタ制御装置４やＦＡＸ制御装置５は、システム制御装置１に対してＦＡ
Ｘ制御装置５の送受信ごとに、相手先情報をホスト８に通知するモードであることを知ら
せる。
【０１６１】
　システム制御装置１は、通知がプリンタ制御装置４ (図３参照 )からきた場合、ＦＡＸ制
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御装置５ (図４参照 )に、相手先情報をホスト８に知らせるモードであることを知らせる。
またシステム制御装置１は、通知がＦＡＸ制御装置５からきた場合にも、プリンタ制御装
置４ (図３参照 )に、相手先情報をホスト８に知らせるモードであることを知らせる。これ
により、プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５の両方共、相手先情報をホスト８に知ら
せるモードであることがわかり、それぞれの制御装置４，５で相手先情報をホスト８に知
らせるモードのための準備をする。例えば、プリンタ制御装置４の場合、双方向のホスト
Ｉ／Ｆ回路 17のオープン，ファクシミリ情報の記憶・管理の準備等、ＦＡＸ制御装置５の
場合、送受信ごとに相手先情報をシステム制御装置１を介してプリンタ制御装置４に知ら
せる設定にする。
【０１６２】
　以後、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )の送受信のときにわかった相手先の情報を、ＦＡＸ
制御装置５はシステム制御装置１を介してプリンタ制御装置４ (図３参照 )に知らせ、プリ
ンタ制御装置４はこの情報をホスト８に双方向のホストＩ／Ｆ回路 17によりホスト８に知
らせる。
【０１６３】
　前記説明では、プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５の両方が、このモードであるこ
とを認識することにより実現している。しかしそれ以外でも、システム制御装置１がこの
モードを認識して、プリンタ制御装置４，ＦＡＸ制御装置５に適切な要求を出すことによ
り実現することもできる。この場合、システム制御装置１は各制御装置４，５の状態等を
管理しているので、ＦＡＸ制御装置５の送受信があったことをシステム制御装置１が検知
することは可能である。
【０１６４】
　システム制御装置１とＦＡＸ制御装置５との送受信があった場合、この送受信での相手
先情報をプリンタ制御装置４に知らせる一連の処理をして、プリンタ制御装置４に対して
この相手先情報を双方向のホストＩ／Ｆ回路 17によりホスト８に知らせるよう指示をする
。このようにして実現することも可能である。
【０１６５】
　 (24) ホスト８ (図３参照 )とプリンタ制御装置４との間には、インターフェイスが２本
存在する。１本は印字データ転送用のインターフェイスであり、もう１本は、コマンド転
送およびそれに対する結果通知を通信するための双方向インターフェイスである。後者の
インターフェイスを介しプリンタ制御装置４に取り入れられたコマンドは、コマンド解析
回路 19において、プリンタ制御装置４に対するものであるかどうか判別される。もしそう
であれば、そのままプリンタ制御装置４で処理される。
【０１６６】
　また、前記コマンドが融合機能に関するものであった場合、そのコマンドはシステム制
御装置１に送られ、コマンド解析回路 13(図２参照 )で解析され処理される。そしてその処
理結果を、再びプリンタ制御装置４ (図３参照 )のホストＩ／Ｆ回路 17を介してホスト８へ
通知する。
【０１６７】
　このような制御により、プリンタ機能とファクシミリ機能の融合機能のホスト８からの
操作が容易にできるようになる。
【０１６８】
　 (25) ファクシミリ文書を公衆回線９ (図４参照 )から着信すると、その文書がイメージ
データであるかテキストデータであるかをＣＰＵ 22が判別し、その情報を付加してＲＡＭ
26に蓄積する。ホスト８からホストＩ／Ｆ回路 17を介してファクシミリ受信ファイルの要
求コマンドがＣＰＵ 16(図３参照 )に入力されると、この要求コマンドは、システム制御装
置１のコマンド解析回路 13(図２参照 )によって解析される。そして、要求されたファイル
は、ＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のＲＡＭ 26からプリンタ制御装置４ (図３参照 )のホスト
Ｉ／Ｆ回路 17に転送され、そこからホスト８に送られる。
【０１６９】
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　このような制御により、ファクシミリ受信した印字データのホスト８上での保存，管理
が可能となる。
【０１７０】
　 (26) ホスト８ (図３参照 )からプリンタ制御装置４のホストＩ／Ｆ回路 17を介して、フ
ァクシミリ機能によるファイル転送の要求コマンドをＣＰＵ 16が受けると、そのコマンド
はシステム制御装置１に送られコマンド解析回路 13でコマンド解析が行われる。そして、
システム制御装置１の制御により、プリンタ制御装置４のホストＩ／Ｆ回路 17を経て入力
される転送先情報および印字データをＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )のＣＰＵ 22に送り、フ
ァイルデータを回線制御回路 23を通じて相手先に送信する。
【０１７１】
　このような制御により、ホスト８上のファイルをプリンタ用のインターフェイスのみを
利用して、ファクシミリ転送することが可能となる。
【０１７２】
　 (27) ホスト８ (図３参照 )から、プリンタ制御装置４のホストＩ／Ｆ回路 17を介して印
字データの中継依頼送信の要求コマンドを受けると、そのコマンドは、システム制御装置
１に送られ、コマンド解析回路 13によって解析される。そして、システム制御装置１の制
御のもとに、プリンタ制御装置４のホストＩ／Ｆ回路 17を経て入力される中継先情報，送
信先情報，印字データをＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に送り、中継依頼送信を実行し、相
手先に送信する。
【０１７３】
　このような制御により、ホスト８から遠隔操作で印字データのファクシミリ送信ルート
を決定できるようになり、複合機Ａの快適な操作が可能となる。
【０１７４】
　 (28) 図３のホスト８ (図３参照 )とプリンタ制御装置４とのインターフェイスは複数存
在し、その内の１つからプリンタ機能の使用リクエストがくると、現在プリンタ機能が使
用中であるか否かがチェックされ、使用中でなければ印字データはプリンタ制御装置４の
ＣＰＵ 16で処理され、プリンタ２ (図１参照 )で印刷される。
【０１７５】
　プリンタ２が使用中であった場合には、その印字データがシステム制御装置１に送られ
、登録されている転送情報と一緒にＦＡＸ制御装置５ (図４参照 )に送信される。そして近
隣の複合機Ａに回線を通って転送され、そこで印刷される。
【０１７６】
　このような制御により、２つのホストからプリントアウトの要求が同時にきても、両要
求を同時に実行することが可能となり、待ち時間を短縮することができる。
【０１７７】
【発明の効果】
　以上、説明したとおりに構成された本発明によれば、次に記載する効果を奏する。
【０１７８】
　請求項１，２の構成によれば、ホストコンピュータから相手先ファクシミリ端末の機能
を意識することなしにプリンタ機能へ印字データを送信するだけで最適な送信形態を選択
するために、通信コストを低減することができる。
【０１７９】
　請求項３，４，５の構成によれば、印字データからイメージ処理コマンドとそのイメー
ジデータを分離し、残りのその他のコードデータを、出力しようとする用紙の大きさに合
わせページごとに分割し、イメージデータのみを実際に展開し、コードデータはそのまま
送信し、イメージデータはイメージとして圧縮しファクシミリ送信し、受信側でイメージ
とコードデータより生成されるイメージを合成することで、送信するファクシミリデータ
量を削減することを可能とする。
【０１８０】
　請求項６，７の構成によれば、１枚目の原稿の送信解像度のみを送付状用としてあらか
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じめ低い解像度に設定できるようにすることで、実際に重要な原稿に十分な解像度を与え
ながらも、ファクシミリ送信データの量を削減することができる。
【０１８１】
　請求項８，９，１０の構成によれば、ファクシミリの通信ごとに、相手先の情報をホス
トコンピュータに知らせることにより、ホストコンピュータ上で相手先の管理ができる。
【０１８２】
　請求項１１，１２，１３，１４の構成によれば、ファクシミリ受信した印字データのホ
ストコンピュータ上での保存，管理が可能となる。
【０１８３】
　請求項１５，１６，１７の構成によれば、ホストコンピュータ上のファイルを印字デー
タ用インターフェイスのみを利用して、ファクシミリ転送することが可能となる。
【０１８４】
　請求項１８，１９の構成によれば、ホストコンピュータから遠隔操作で、印字データの
ファクシミリ送信ルートを決定できるようになり、複合機の快適な操作が可能となる。
【０１８５】
　請求項２０，２１の構成によれば、２つのホストコンピュータからプリントアウトの要
求が同時にきても、両要求を同時に実行することが可能となり、待ち時間を短縮すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例のシステム構成図である。
【図２】　システム制御装置の回路構成を示す構成図である。
【図３】　プリンタ制御装置の回路構成を示す構成図である。
【図４】　ファクシミリ制御装置の回路構成を示す構成図である。
【図５】　蓄積データ管理装置の回路構成を示す構成図である。
【符号の説明】
１…システム制御装置、　２…プリンタ、　３…スキャナ、　４…プリンタ制御装置、　
５…ファクシミリ制御装置 (ＦＡＸ制御装置 )、　６…蓄積データ管理装置、　７…補助記
憶装置、　８…ホストコンピュータ (ホスト )、　９…公衆回線、　 10， 16， 22， 28…中央
処理装置 (ＣＰＵ )、　 11…プリンタ制御回路、　 12…スキャナ制御回路、　 13， 19， 25，
30…コマンド解析回路、　 14， 20， 26…ＲＡＭ、　 15， 21， 27…画像情報制御回路、　 17
…ホストコンピュータインターフェイス回路 (ホストＩ／Ｆ回路 )、　 18， 24， 29…システ
ム制御装置インターフェイス回路 (システムＩ／Ｆ回路 )、　 23…回線制御回路、　 31…定
型フォームデータ管理装置、　 32…蓄積データ制御装置、　Ａ…複合機。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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