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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファクシミリ形式のデータを送信するファクシミリ装置と、上記ファクシミリ装置から
受信したファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変換して送信するネット
ワークとを有して構成される通信システムにおいて、
　上記ファクシミリ装置は、
　送信するファクシミリ形式のデータの重要度を入力する入力手段と、
　上記ファクシミリ形式のデータと、上記入力手段によって入力された重要度を示す第１
の重要度情報とを送信する送信手段と、
　を有し、
　上記ネットワークは、
　上記ファクシミリ装置から送信された上記ファクシミリ形式のデータと、上記第１の重
要度情報とを受信する受信手段と、
　上記受信手段が受信した上記ファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変
換する際に、上記第１の重要度情報が示す重要度に応じた第２の重要度情報を当該電子メ
ール形式のデータに付加する付加手段と、
　を有することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記ファクシミリ装置は、ファクシミリ送信する原稿を読み取るときに、当該原稿の所
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定の位置にユーザが書き込んだマークに基づいて、上記送信するファクシミリ形式のデー
タの重要度を識別する識別手段を有することを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記入力手段は、上記ファクシミリ装置の操作部から重要度を入力する手段であること
を特徴とする通信システム。
【請求項４】
　請求項２または３において、
　上記入力手段は、上記ファクシミリ装置で送信原稿が複数ページある場合に、ページの
途中で重要度を変更して入力することが可能であることを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　請求項１において、
　上記送信手段は、上記第１の重要度情報を、上記ファクシミリ形式のデータに付加して
送信し、上記受信手段は、上記第１の重要度情報が付加された上記ファクシミリ形式のデ
ータを受信することを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　請求項１において、
　上記送信手段は、上記第１の重要度情報を文字コード形式で送信し、上記受信手段は、
文字コード形式で送信された上記第１の重要度情報を受信することを特徴とする通信シス
テム。
【請求項７】
　請求項１において、
　上記送信手段は、上記第１の重要度情報を上記ファクシミリ形式のデータの属性値とし
て当該ファクシミリ形式のデータに付加して送信し、上記受信手段は、上記ファクシミリ
形式のデータに属性値として付加された上記第１の重要度情報を受信することを特徴とす
る通信システム。
【請求項８】
　請求項１において、
　上記送信手段は、ファクシミリ制御手順信号の拡張エリアに上記第１の重要度情報を格
納して送信し、上記受信手段は、上記拡張エリアに格納された上記第１の重要度情報を受
信することを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　請求項８において、
　上記拡張エリアは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に規定されるＤＣＳ信号に設けられること
を特徴とする通信システム。
【請求項１０】
　ファクシミリ形式のデータを送信するファクシミリ装置と、上記ファクシミリ装置から
受信したファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変換して送信するネット
ワークとを有して構成される通信システムの制御方法において、
　上記ファクシミリ装置において、送信するファクシミリ形式のデータの重要度を入力す
る入力工程と、
　上記ファクシミリ形式のデータおよび上記入力工程において入力された重要度を示す第
１の重要度情報を送信する送信工程とを有し、
　上記ネットワークにおいて、上記ファクシミリ装置から送信された上記ファクシミリ形
式のデータおよび上記第１の重要度情報を受信する受信工程と、
　上記受信工程において受信した上記ファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデー
タに変換する際に、上記第１の重要度情報が示す重要度に応じた第２の重要度情報を当該
電子メール形式のデータに付加する付加工程とを有することを特徴とする通信システムの
制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ファクシミリ装置やファクシミリ装置で構成する通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ファクシミリ装置や通信システムでは、該当するファクシミリ通信に重要度情
報を付加して送信したい場合、そのファクシミリ通信の原稿（複数ページある場合は該当
ページの原稿）そのものに、該当する重要度に相当する画像、例えば「最重要」などの文
字を上書きして、それをスキャナなどで読み取って通常のファクシミリ手順により送信し
ている。したがって、ファクシミリ受信側では、それを通常通り受信して、印字などによ
り出力する。
【０００３】
一方、電子メールシステムでは、作成した電子メールに重要度情報を付加して送信するこ
とができる。たとえば、電子メールの送信側でパーソナルコンピュータなどの情報データ
装置上の電子メールを作成するためのメーラソフトによって電子メールを作成する時に、
「最高」、「高い」、「普通」、「低い」、「最低」といった五段階の重要度を設定し、
その電子メール情報に添付して送信することが可能である。電子メールの受信側では、そ
れを受信した時に各電子メール上で、あるいは受信リスト上で各電子メールの重要度を一
目瞭然に確認することができる。
【０００４】
また、電子メールシステムが一般に普及するにつれて、従来のファクシミリ装置を改良し
たファクシミリ型電子メール装置で電子メール情報を送受信できる技術も提案されている
（特開平８－２４２３２６号公報参照）。
【０００５】
またさらに、送られてきたファクシミリ形式データの情報をネットワークにより一旦受信
し、電子メール装置によって受信できるようにファクシミリ形式データを電子メール情報
に変換して、電子メール装置へ送信する、いわゆる蓄積交換型のシステムも発表されてい
る。この場合、受信側電子メール装置の電子メールアドレスは、前もって登録されている
ことが普通である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、現状の通信システムやファクシミリ装置では、送信するファクシミリ情報
の重要度を入力して送信する有効な手段が無いため、重要度情報も含めた電子メール情報
を受信可能な端末へ電子メール情報を送る時でも、重要度を入力して送信できないという
問題があった。
【０００７】
そこで本発明の目的は、ファクシミリ装置やファクシミリ装置で構成される通信システム
において、上記問題点を解決し、重要度情報を送信することが可能な使い勝手の良い通信
システムおよびファクシミリ装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、ファクシミリ形式のデータを送信するファクシミリ装置と、上記ファクシミ
リ装置から受信したファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変換して送信
するネットワークとを有して構成される通信システムにおいて、上記ファクシミリ装置は
、送信するファクシミリ形式のデータの重要度を入力する入力手段と、上記ファクシミリ
形式のデータと、上記入力手段によって入力された重要度を示す第１の重要度情報とを送
信する送信手段とを有し、上記ネットワークは、上記ファクシミリ装置から送信された上
記ファクシミリ形式のデータと、上記第１の重要度情報とを受信する受信手段と、上記受
信手段が受信した上記ファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変換する際
に、上記第１の重要度情報が示す重要度に応じた第２の重要度情報を当該電子メール形式
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のデータに付加する付加手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、ファクシミリ形式のデータを送信するファクシミリ装置と、上記ファ
クシミリ装置から受信したファクシミリ形式のデータを電子メール形式のデータに変換し
て送信するネットワークとを有して構成される通信システムの制御方法において、上記フ
ァクシミリ装置において、送信するファクシミリ形式のデータの重要度を入力する入力工
程と、上記ファクシミリ形式のデータおよび上記入力工程において入力された重要度を示
す第１の重要度情報を送信する送信工程とを有し、上記ネットワークにおいて、上記ファ
クシミリ装置から送信された上記ファクシミリ形式のデータおよび上記第１の重要度情報
を受信する受信工程と、上記受信工程において受信した上記ファクシミリ形式のデータを
電子メール形式のデータに変換する際に、上記第１の重要度情報が示す重要度に応じた第
２の重要度情報を当該電子メール形式のデータに付加する付加工程とを有することを特徴
とする。
【００１２】
【発明の実施の形態および実施例】
本発明の第１実施例は、ユーザが原稿上の所定の位置に重要度を表す所定のマークを記し
て原稿を作成したものを、ファクシミリ装置において原稿を読み取ってネットワークへそ
のままファクシミリ送信し、ネットワークは受信した前記ファクシミリ形式データを電子
メール情報に変換して指定された宛先の電子メール装置へ送信する時に、前記ファクシミ
リ受信に含まれる重要度情報を識別してその重要度情報を電子メール情報に付加して電子
メール装置へ送信するものである。
【００１３】
図１は、本発明の第１実施例による通信システムの概要を示す説明図である。
【００１４】
この通信システムは、ファクシミリ形式データを送信することができるファクシミリ装置
１３と、このファクシミリ装置１３から送信されてくるファクシミリ形式データを受信す
ると電子メール形式データに変換して指定された宛先の情報データ端末１１へ送信するネ
ットワーク１２と、電子メールを受信することができるパーソナルコンピュータ、ワーク
ステーション、モーバイルコンピュータなどの情報データ端末１１とで構成されている。
【００１５】
ここで情報データ端末１１は、ＬＡＮや公衆回線、あるいは専用線を使用してパソコン通
信システムのＢＢＳホストやインターネットサーバに接続して前記ネットワーク１２から
電子メールを受信する。
【００１６】
また、ネットワーク１２は、公衆回線、あるいは専用線に接続されるワークステーション
やハードディスクなどで構成され、送信されてくるファクシミリ形式データを受信すると
電子メール形式データに変換して指定された宛先の情報データ端末へ送信するサービスを
始め、同報や時刻指定送信などさまざまな便利なサービスをユーザに提供するものである
。
【００１７】
図２は、本発明の第１実施例によるファクシミリ装置１３の構成を示すブロック図である
。
【００１８】
ここでファクシミリ装置１３は、一般に広く使われているファクシミリ装置で良い。すな
わち、装置の制御を行なうＣＰＵ２０１、装置制御のプログラムを格納するＲＯＭ２０２
、ＣＰＵ２０１の動作や装置の動作に必要なパラメータやデータ、また送信や受信する画
像データやデータファイル、文字コード形式データなどを格納するＲＡＭ２０３、使用者
が装置動作を指定するため装置を操作したり、装置の状態を表示したりする操作パネル２
０４、ファクシミリ送信原稿や複写原稿をカラー画像または白黒画像として読み取るため
の読取部２０５、ファクシミリ受信原稿や複写原稿、あるいはファクシミリ原稿をカラー
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または白黒でプリントアウトするための記録部２０６、ファクシミリ送受信のための通信
プロトコルの制御や送受信、信号の変復調の制御、公衆回線２０８に接続し発呼制御や着
呼検出などを行なう通信制御ユニット２０７で構成される。
【００１９】
なお、ここでは、スタンドアローンのファクシミリ装置の構成を示したが、ファクシミリ
通信機能を持った装置であれば、いかなるものとも適用可能である。例えばパーソナルコ
ンピュータなどの情報端末装置上に通信機能を持ったハードウェアとファクシミリ機能を
持ったアプリケーションソフトを搭載して実現したファクシミリ装置であってもよい。
【００２０】
また、ファクシミリ形式データとは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４に規定してあるＭＨ、ＭＲ、
あるいはＭＭＲで圧縮された画像データやデータファイル、文字コード形式データなどの
ことを指すものである。
【００２１】
図３は、ファクシミリ装置１３から送信する原稿の例と情報データ装置１１などの電子メ
ール装置が受信する電子メール情報の例を示す説明図である。
【００２２】
すなわち、送信原稿３１は、その最上部に、このファクシミリ送信の重要度をユーザがチ
ェックできる欄が有り、重要度に応じて該当する欄にチェックする。例えば「最高」＝１
、「高い」＝２、「普通」＝３、「低い」＝４、「最低」＝５の重要度のランクが有り、
その中で選択する。図３の例では「最高」＝１がチェックしてある。
【００２３】
そして、重要度チェック欄より下の部分は、通常のファクシミリ送信原稿の内容である。
ファクシミリ装置１３は、読取部２０５によりそのファクシミリ送信原稿を読み取り、Ｉ
ＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４に規定されるＭＨ、ＭＲあるいはＭＭＲの符号化形式に符号化して送
信する。
【００２４】
一方、ネットワーク１２は、受信した原稿３１のファクシミリ形式のデータを前記電子メ
ール情報３２に変換して送信する。情報データ装置１１が受信する電子メール情報３２は
、通常の電子メールのようにヘッダ部３３とメッセージ本体部３４で構成される。
【００２５】
ヘッダ部３３は、送り手（この場合、ネットワーク１２）のメールアドレスや宛先アドレ
ス（この場合、情報データ装置１１の電子メールアドレス）、ネットワーク１２の電子メ
ールを送るためのアプリケーションソフト（メーラソフト）のバージョン、メッセージ本
体部３４の属性（コンテントタイプ、この場合、ファクシミリ形式の画像データファイル
であることを示す）、そしてこの電子メールの重要度を示す情報などが含まれ、通常ＡＳ
ＣＩＩコードなどの文字コード形式データで作成される。
【００２６】
この時、ヘッダ部３３のうち、前記重要度はファクシミリ送信原稿にチェックされた「最
高」（１，Ｈｉｇｈｅｓｔ）が付加される。この重要度情報は、電子メール情報３２を受
信した情報データ装置１１上の電子メールを受信するためのアプリケーションソフト（メ
ーラソフト）により情報データ装置１１上のディスプレイ上に表示されたり、電子メール
情報をプリントアウトする時に添付して印字される。
【００２７】
一方、メッセージ本体部３４は、受信したファクシミリ送信原稿３１のデータをファイル
化して電子メールに添付したものである。すなわち、ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲなどに符号化さ
れているデータをファイル化する。ファイル形式は、ＴＩＦＦ－ＦＸなどとする。受信し
た情報データ装置１１は、メッセージ本体部３４のファイルを展開して、ディスプレイに
表示したり、プリントアウトしたりするアプリケーションソフト（ビューワーソフト）を
持っているものとする。
【００２８】
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ファクシミリ１３からネットワーク１２へ原稿３１を送信する時は、ユーザは従来の操作
方法により操作を行なう。この時、ユーザは、ネットワーク１２へ接続するために、例え
ば“１２３４５６７８＃１２＃９８７６”という番号をかける。ここで、１２３４５７８
９はネットワークへつなげるための番号であり、１２は電子メール変換送信サービスを示
す番号である。また、９８７６は送信したい宛先の電子メールアドレスに対応した番号で
あり、ネットワークに前もって登録されているものとする。
【００２９】
あるいは、ユーザは、一旦ネットワーク１２へ接続するために“１２３４５６７８”の番
号をかけ、ネットワーク１２へ接続したことを確認すると、“＃１２＃９８７６”という
番号を送るように操作パネル２０４を操作する方法を採用してもよい。この時、ファクシ
ミリ装置１３は、ネットワーク１２へ“＃１２＃９８７６”に対応した信号、例えばＤＴ
ＭＦ信号を送る。
【００３０】
次に、本発明の第１実施例によるネットワーク１２の動作を図４を参照しながら説明する
。図４は、ネットワーク１２の動作を示すフローチャートである。
【００３１】
まず、図４に示すステップＳ４０１において、ネットワーク１２は呼を受け付けると、フ
ァクシミリ形式のデータを受信して電子メール形式に変換して送信する電子メール変換送
信サービスを要求する番号である「１２」を付属した呼であるかどうかを監視する。
【００３２】
もし、「１２」を付属した呼を受けた場合には、次にステップＳ４０２において、ファク
シミリデータを受信する。
【００３３】
そして、ステップＳ４０３、Ｓ４０４において、受信したファクシミリデータ３１に重要
度情報が含まれているかどうかを検索し、含まれている場合は、その内容を識別する。
【００３４】
具体的な検索方法は、例えば、受信したファクシミリデータがＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４に規
定するＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ符号化方式のいずれかの場合は、データを復号化して生画像デ
ータを得る。
【００３５】
この時、送信原稿の重要度チェック部は副走査方向の最初の数行、例えば５行に位置する
ことが前もって分かっているので、受信したデータ全てを復号化する必要がないときは、
その５行のみを復号化する。
【００３６】
そして、主走査方向の位置も前もって分かっているので、所定の部分の黒画像の存在率を
識別する。もし、重要度＝１の位置の黒画像率が高ければ、送信されてきた重要度は「最
高（１）」、重要度＝２の位置の黒画像率が高ければ、重要度は「高い（２）」というよ
うに識別する。
【００３７】
このように、ネットワーク１２では簡易な処理方法で送られてきた重要度情報を識別する
ことができる。
【００３８】
そして、重要度情報が含まれていない場合、すなわち重要度チェック欄が何もチェックさ
れていない場合は、ステップＳ４０６において、ファクシミリデータから変換された電子
メールを重要度情報を付加しないで、そのまま情報データ装置１１へ送信する。
【００３９】
また、重要度情報が含まれている場合は、次にステップＳ４０５において、ステップＳ４
０４で識別した重要度情報を電子メール情報に付加する処理を行う。すなわち、図３に示
したように、識別した重要度情報を含んだ電子メールのヘッダ部３３を生成する。
【００４０】
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そして、ステップＳ４０６において、送られてきた重要度情報に対応したヘッダ部３３と
メッセージ本体部３４より電子メール３２を構成し、前もって登録されている電子メール
アドレスにより情報データ装置１１へ送信して、本実施例のネットワーク１２の動作を終
了する。
【００４１】
以上のように、ファクシミリ装置１３は、従来の構成を何ら変更することなくネットワー
ク１２へファクシミリ送信するだけで、重要度情報が付加されたメッセージを電子メール
形式で問題無く送信することができる。
【００４２】
ここでは、送信原稿３１の最上部に、このファクシミリ送信の重要度をユーザがチェック
できる欄が有り、重要度に応じて該当する欄にチェックする例を示したが、ファクシミリ
送信する原稿が複数ページある場合は、第１ページのチェック欄のみにチェックしてある
時には、それをページ全体の重要度として取り扱ってもよいし、第１ページの重要度とし
て取り扱ってもよい。
【００４３】
また、ユーザがページ毎に重要度を変えたい時は、重要度のチェックをページ毎に変えて
チェックすれば良く、ネットワーク１２は、それらをページ毎に判別して識別し、ページ
毎の重要度情報として電子メール３２に添付して送信することができる。この場合、電子
メール３２全体の重要度は、ページ毎の重要度の最高の重要度を用いる。
【００４４】
次に本発明の第２実施例について説明する。
【００４５】
本発明の第２実施例は、ユーザが原稿上の所定の位置に重要度を表す所定のマークを記し
て原稿を作成したものを、ファクシミリ装置において、その原稿を読み取り、重要度を表
す部分は特別な処理により重要度情報を認識して識別し、識別した重要度情報と原稿本体
部をネットワークへファクシミリ送信し、ネットワークは、受信した原稿本体部の前記フ
ァクシミリ形式データを電子メール情報に変換し、受信した重要度情報を付加して電子メ
ール装置（情報データ装置）へ送信するものである。
【００４６】
この第２実施例においても、図１に示すように情報データ装置１１、ネットワーク１２、
ファクシミリ装置１３でシステムを構成するものとする。また、情報データ装置１１やネ
ットワーク１２、ファクシミリ装置１３のそれぞれの内部構成も第１実施例と同様とする
。
【００４７】
すなわち、一般に存在するファクシミリ装置の構成に少量の改良を加えるだけで、本実施
例で説明する機能を容易に実現できる。
【００４８】
また、この第２実施例においても、図３に示すような送信原稿例と受信電子メール情報例
を使用するものとする。
【００４９】
次に、本発明の第２実施例によるファクシミリ装置１３の動作を図５を参照し、また、ネ
ットワーク１２の動作を図６を参照しながら説明する。図５は、ファクシミリ装置１３の
動作を示すフローチャート、図６はネットワーク１２の動作を示すフローチャートである
。
【００５０】
まず、図５に示すステップＳ５０１において、ファクシミリ装置１３はファクシミリ送信
モードである場合、すなわち、例えばユーザが送信原稿を読取部２０５にセットし、操作
パネル２０４でキーを押下するなどして、発呼動作を行なったときに、ファクシミリ装置
１３はファクシミリ送信モードとして動作を開始する。
【００５１】
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この時、第１実施例と同様に、ユーザはネットワーク１２へ接続するために、例えば“１
２３４５６７８＃１２＃９８７６”という番号をかける。１２３４５６７８はネットワー
クへつなげるための番号であり、１２は電子メール変換送信サービスを示す番号である。
また、９８７６は送信したい宛先の電子メールアドレスに対応した番号であり、ネットワ
ークに前もって登録されているものとする。
【００５２】
ステップＳ５０２において、一般のファクシミリ装置の動作と同様にして、送信原稿を読
取部２０５で読み取る。
【００５３】
この時、ステップＳ５０３、Ｓ５０４において、送信原稿に重要度情報が含まれているか
どうかを検索し、含まれている場合はその内容を識別する。具体的には、例えば第１実施
例の方法と同様であり、送信原稿を読取部２０５で読んだときに送信原稿の生画像データ
を得るので、ＣＰＵ２０１によりそれを解析する。この時、送信原稿の重要度チェックは
、副走査方向の最初の数行、例えば５行に位置することが前もって分かっているので、そ
の５行のみを解析する。そして、主走査方向の位置も前もって分かっているので、所定の
部分の黒画像の存在率を識別する。もし、重要度＝１の位置の黒画像率が高ければ、送信
されてきた重要度は「最高（１）」、重要度＝２の位置の黒画像率が高ければ、重要度は
「高い（２）」というように識別する。
【００５４】
このように、ファクシミリ装置１３では簡易な処理方法で送信原稿に記された重要度情報
を識別することができる。
【００５５】
また別に重要度情報を識別する方法としては、一般に使われている光学式文字認識（以下
ＯＣＲという）処理を使用してもよい。
【００５６】
そして、重要度情報が含まれていない場合、すなわち重要度チェック欄が何もチェックさ
れていない場合は、ステップＳ５０６において、読取部２０５で読み取った送信原稿をＭ
Ｈ、ＭＲ、ＭＭＲなどのファクシミリデータに変換し、重要度情報を付加しない、あるい
は送信しないで、そのままネットワーク１２へ送信する。
【００５７】
また、重要度情報が含まれている場合は、次にステップＳ５０５において、ステップＳ５
０４で識別した重要度情報をネットワーク１２へ送信する処理を行なう。すなわち、重要
度情報を例えば文字コード形式のデータに置き換えて、それをネットワーク１２へ送信す
る。
【００５８】
例えば、識別した重要度が「最高（１）」の場合は、“１”に該当するＡＳＣＩＩコード
を、重要度が「高い（２）の場合は、“２”に該当するＡＳＣＩＩコードを重要度情報デ
ータとする。
【００５９】
この時、送信原稿本体のファクシミリデータが、文字コード形式データでない場合、すな
わち例えばＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲのうちいずれかの場合は、重要度情報を別のモードとして
ファクシミリ送信する。また、送信原稿本体のファクシミリデータが、文字コード形式デ
ータの場合は、重要度情報を同じモードとして本体のデータに付加してファクシミリ送信
することができる。
【００６０】
そして、ステップＳ５０６において、送信原稿本体のファクシミリデータを送信して、本
実施例のファクシミリ装置１３の動作を終了する。
【００６１】
一方、ネットワーク１２の動作は、図６のステップＳ６０１において、呼を受け付けると
、ファクシミリ形式のデータを受信して電子メール形式に変換して送信する電子メール変
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換送信サービスを要求する番号である「１２」を付属した呼であるかどうかを監視する。
【００６２】
もし、「１２」を付属した呼を受けた場合には、次にステップＳ６０２において、ファク
シミリデータを受信する。
【００６３】
そしてステップＳ６０３、Ｓ６０４において、受信したファクシミリデータに重要度情報
が含まれているかどうかを検索し、含まれている場合はその内容を識別する。
【００６４】
具体的には、重要度情報はファクシミリ装置１３から文字コード形式データで送られてく
るので、それを解析する。すなわち、例えば重要度情報がＡＳＣＩＩコードで送られてく
る場合、解析したコードが“１”の場合は重要度が「最高（１）」、“２”の場合は重要
度が「高い（２）」というように識別する。
【００６５】
そしてステップＳ６０５において、ステップＳ６０４で識別した重要度情報を電子メール
情報に付加する処理を行なう。すなわち、図３に示したように、識別した重要度情報を含
んだ電子メールのヘッダ部３３を生成する。
【００６６】
この場合、ファクシミリ装置１３がネットワーク１２へ送信する重要度情報は文字コード
形式なので、ネットワーク１２は文字コード形式データである重要度情報を全く変換する
必要が無く、そのままの形でヘッダ部３２に挿入して送信することができ、ネットワーク
１２の処理量の削減が可能となる。
【００６７】
そしてステップＳ６０６において、送られてきた重要度情報に対応したヘッダ部３３とメ
ッセージ本体部３４より電子メール３２を構成して、前もって登録されている電子メール
アドレスにより情報データ装置１１へ送信して、本実施例のネットワーク１２の動作を終
了する。
【００６８】
以上のように、ファクシミリ装置１３は、従来のファクシミリデータと重要度情報をネッ
トワーク１２へ送信することができ、すなわち重要度情報が付加されたメッセージを電子
メール形式で問題なく送信することができる。
【００６９】
ここでも第１実施例のように、送信原稿３１の最上部に、このファクシミリ送信の重要度
をユーザがチェックできる欄が有り、重要度に応じて該当する欄にチェックする例を示し
たが、ファクシミリ送信する原稿が複数ページある場合は、第１ページのチェック欄のみ
にチェックしてある時に、それをページ全体の重要度として取り扱ってもよいし、第１ペ
ージの重要度として取り扱ってもよい。
【００７０】
また、ユーザがページ毎に重要度を変えたい時は、重要度のチェックをページ毎に変えて
チェックすれば良く、ネットワーク１２はそれらをページ毎に判別して識別し、ページ毎
の重要度情報として電子メール３２に添付して送信することができる。この場合、電子メ
ール３２全体の重要度はページ毎の重要度の最高の重要度を用いる。
【００７１】
また、本実施例の処理を実行するかどうかをユーザが操作パネル２０４から選択できるよ
うにすることも可能である。すなわち、操作パネル２０４にハード的なスイッチかＬＣＤ
も利用したソフト的なスイッチを設け、例えば「重要度情報送信モード」をオン／オフの
どちらかを選択できるようにし、オンの場合は、上記の処理を行い、オフの場合は送信原
稿の重要度チェック部に何らかのチェックがあったとしても、上記の重要度情報識別、送
信処理を行わないで、読み取った送信原稿をそのままネットワーク１２へファクシミリ送
信する処理を行う。
【００７２】
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次に、本発明の第３実施例について説明する。
【００７３】
第１、第２実施例では、送信原稿に重要度チェック欄を設け、それをネットワーク１２、
あるいはファクシミリ装置１３で識別する方法、すなわち、送信原稿により重要度を入力
する方法を述べたが、この第３実施例では、ファクシミリ装置１３の操作パネル２０４か
ら重要度を入力してファクシミリ装置１３はそれをネットワーク１２へ送信する。
【００７４】
また、この第３実施例においても、図１に示すように情報データ装置１１、ネットワーク
１２、ファクシミリ装置１３でシステムを構成するものとする。また情報データ装置１１
やネットワーク１２、ファクシミリ装置１３のそれぞれの内部構成も第１実施例と同様と
する。
【００７５】
すなわち、一般に存在するファクシミリ装置の構成に少量の改良を加えるだけで、本実施
例で説明する機能は容易に実現できる。
【００７６】
また第３実施例においても、図３に示すような受信電子メール情報例を使用するものとす
る。
【００７７】
次に、図７を使って重要度を操作パネル２０３から入力する方法を説明する。操作パネル
２０３には、文字を表示するＬＣＤと重要度を選択するボタン（重要度ボタン）、それを
確定するセットボタンがあるものとする。
【００７８】
まず、重要度ボタンを押下するとＬＣＤに、例えば「重要度＝最高」と表示する。この「
重要度＝最高」を選択したいときは、この後にセットボタンを押下するが、他の重要度を
選択したいときは、セットボタンを押下する前に再び重要度ボタンを押下すると、ＬＣＤ
には次の重要度である「重要度＝高い」が表示される。
【００７９】
このように重要度ボタンを押下していくと、表示して選択する重要度を変化させることが
できる。そして、最後にセットボタンを押下すると、例えば「重要度＝最高」が表示され
ているときは、それが選択され確定し、待機状態に戻る。すなわち、「重要度＝最高」が
ファクシミリ装置１３に入力されたことになる。
【００８０】
以上が重要性を操作パネル２０３から入力する方法の一例であるが、ここで、最初に表示
する重要度は「最高」である必要はなく、例えば「普通」でもよい。この場合、もし重要
度を高い方、または低い方に変更するボタンがあれば、そのボタンを押下して表示し、選
択する重要度を変化させることができる。例えば、高くなる方のボタンを押せば、「普通
」の次は「高い」、「最高」と表示していく。また、低くなる方のボタンを押せば、「普
通」の次は「低い」、「最低」と表示していく。
【００８１】
また、重要度ボタン設ける代わりに、ファンクションボタンを設け、ファンクションボタ
ンを押下することにより、ＬＣＤにメニューが表示されるようにして、重要度を選択する
メニューをその１つとして表示させ、上記と同様な方法で重要度を選択するようにしても
よい。
【００８２】
また、セットボタンを設けず、ファクシミリ送信動作などをスタートさせるスタートボタ
ンを使って上記のセットボタンの機能を持たせてもよい。
【００８３】
また、ＬＣＤの代わりに、複数のＬＥＤを設けて、選択された重要度に対応したＬＥＤを
点灯させる方法をとってもよい。この場合、重要度ボタンを押下すると、点灯するＬＥＤ
が順次変化し、セットボタンを押下すると、その時点で点灯しているＬＥＤに対応する重
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要度が選択される。
【００８４】
また、これらの操作をファクシミリ送信する操作の中で行うようにしてもよいし、それ以
前に行って設定するようにしてもよい。
【００８５】
以上のように、ファクシミリ装置１３の操作パネル２０３から重要度が入力されると、入
力された重要度情報を送信することができるようになる。次に、需要度情報を送信する処
理を、第２実施例と同様に図５を使って説明する。
【００８６】
まず、図５に示すステップＳ５０１において、ファクシミリ装置１３の動作は第２実施例
での説明と同じであるが、それに加えて、上記のように説明した重要度情報の入力が操作
パネル２０３から行われているものとする。
【００８７】
ステップＳ５０２において、一般のファクシミリ装置の動作と同様にして、送信原稿を読
取部２０５で読み取るが、ステップＳ５０３、ステップＳ５０４において、操作パネル２
０３から重要度情報が入力されているかどうかを検索し、入力されている場合はその内容
を識別する。
【００８８】
そして、重要度情報が入力されていない場合、すなわち操作パネル２０３において重要度
を設定する操作が何もなされなかった場合は、ステップＳ５０６において、読取部２０５
で読み取った送信原稿をＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲなどのファクシミリデータに変換し、重要度
情報を付加しない、あるいは送信しないで、そのままネットワーク１２へ送信する。
【００８９】
また、重要度情報が入力されている場合は、第２実施例と同様に、ステップＳ５０５以降
の処理を行い、ステップＳ５０４で識別した重要度情報と送信原稿本体のファクシミリデ
ータをネットワーク１２へ送信する処理を行って、本実施例のファクシミリ装置１３の動
作を終了する。
【００９０】
一方、ネットワーク１２の動作は、図６を使って説明した第２実施例の動作と同様である
。
【００９１】
以上のように本実施例によれば、重要度を操作パネル２０３から入力することが可能にな
る。すなわち、ユーザは容易に重要度を入力することができ、ファクシミリ装置１２は確
実に入力された重要度情報を識別することができる。特に送信原稿に重要度チェック欄を
設けずに通常通り重要度情報のない送信原稿を送るようにすることが可能になる。
【００９２】
ここでも第１、第２実施例にように、送信する原稿が複数ページある時に送信する途中で
入力する重要度を変更する、といったことが可能である。すなわち、送信開始前に操作パ
ネル２０３にて設定した重要度が「最高」であったとして送信を開始して各ページの重要
度は「最高」として送信されるが、送信している途中で操作パネル２０３を操作して設定
する重要度を例えば「普通」に変更すると、それ以降送られるページの重要度は「普通」
として送られる。
【００９３】
また以上の実施例では、ファクシミリ装置１３はファクシミリ形式データを送信する時に
、ファクシミリ原稿を読み取りメッセージ本体をＭＨ、ＭＲ、あるいはＭＭＲの符号化形
式に符号化して送信する例を示したが、例えばＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４、Ｔ．３０に規定し
てあるデータファイル、文字コード形式データなどで送信するようにしてもよい。
【００９４】
またここで説明した重要度情報をファクシミリ形式のデータとして送信するのではなく、
送信するファクシミリデータの属性値として送信してもよい。すなわち、例えばＩＴＵ－



(12) JP 4086393 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

Ｔ勧告Ｔ．４３４記載のバイナリ・ファイル・トランスファー（ＢＦＴ）モードのファイ
ル属性に前記重要度情報を新たに拡張して追加し、ファクシミリ装置１３はネットワーク
１２へ送信するため重要度情報をファイル属性の１つとして付加して、ファクシミリ装置
１３へ送信する、といったことが可能になる。
【００９５】
またここで、ファクシミリ装置１３がネットワーク１２へ送信する時に、その画像データ
や文字コード形式データに新たに重要度情報用の拡張属性値を設けて前記重要度情報を格
納して送信する、といったことも可能である。
【００９６】
次に、本発明の第４実施例について説明する。
【００９７】
この第４実施例においても、図１に示すように情報データ装置１１、ネットワーク１２、
ファクシミリ装置１３でシステムを構成するものとする。また情報データ装置１１やネッ
トワーク１２、ファクシミリ装置１３のそれぞれの内部構成も第１～第３実施例と同様と
する。
【００９８】
すなわち、一般に存在するファクシミリ装置の構成に少量の改良を加えるだけで、本実施
例で説明する機能は容易に実現できる。また第４実施例においても、図３に示すような受
信電子メール情報例を使用するものとする。
【００９９】
図８は、この第４実施例のファクシミリ制御手順信号の中で、ＤＩＳ信号の形式とその拡
張エリア、各ビットの定義を示す説明図である。また、図９は、この第４実施例のファク
シミリ制御手順信号の中で、ＤＣＳ信号の形式とその拡張エリア、各ビットの定義を示す
説明図である。
【０１００】
また、図１０、図１１は、この第４実施例におけるネットワーク１２とファクシミリ装置
１３との間のファクシミリ制御手順の動作シーケンスを示す説明図である。
【０１０１】
また、図１２は、この第４実施例におけるファクシミリ装置１３の動作を示すフローチャ
ートであり、図１３は、この第４実施例におけるネットワーク１２の動作を示すフローチ
ャートである。
【０１０２】
以下、これらの図を用いて本発明の第４実施例について説明する。
【０１０３】
この第４実施例では、ファクシミリ装置１３はネットワーク１２へファクシミリ送信し、
ネットワーク１２は受信したファクシミリ形式データのメッセージを電子メール形式のデ
ータに変換して情報データ装置１１へ送信する時に、ネットワーク１３はファクシミリ制
御手順の１つのＤＩＳ信号に拡張エリアを設けて重要度情報識別能力の有無を宣言し、ネ
ットワーク１２に重要度識別能力がある場合は、ファクシミリ装置１３にて送信するファ
クシミリメッセージの重要度が入力されていると、入力されている重要度情報に対応する
データをファクシミリ制御手順信号の１つであるＤＣＳ信号に設けた拡張エリアに格納し
、ネットワーク１２へ送信する。一方、ネットワーク１２は、ＤＣＳ信号を受信した時に
重要度情報を識別し、この識別した重要度情報を情報データ装置１１へ送信する電子メー
ル情報に付加するものである。
【０１０４】
まず、図１２に示すステップＳ１２０１において、ファクシミリ装置１３の動作は、第２
実施例の説明と同様に、ファクシミリ送信モードである場合、すなわち、例えばユーザが
送信原稿を読取部２０５にセットし、操作パネル２０４でキーを押下するなどして、発呼
動作を行ったときに、ファクシミリ装置１３はファクシミリ送信モードとして動作を開始
する。
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【０１０５】
ここで重要度情報の入力方法は、第２実施例で説明したように、送信原稿の所定の位置に
重要度を表す所定のマークを記して原稿を作成したものを、ファクシミリ装置においてそ
の原稿を読み取り、重要度を表す部分は特別な処理により重要度情報を認識、識別する方
法をとってもよいし、第３実施例で説明したように、操作パネル２０４から入力する方法
をとってもよい。
【０１０６】
そしてファクシミリ装置１３は、ステップＳ１２０２において、ネットワーク１２との間
の呼が確立するとＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に規定されているところのファクシミリ制御手
順を開始する。すなわち、ＣＮＧ信号を送出する。
【０１０７】
一方、ネットワーク１２は、図１３のステップＳ１３０１において、待機状態から着信を
受けると、ファクシミリ形式のデータを受信して電子メール形式に変換して送信する電子
メール変換送信サービスを要求する番号である「１２」を付属した呼であるかどうかを監
視する。
【０１０８】
そして、ステップＳ１３０２において、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に規定されているところ
のファクシミリ制御手順を開始する。すなわち、以下のようなＤＩＳ信号をファクシミリ
装置１３に送る。
【０１０９】
この時、ステップＳ１３０３において、ネットワーク１２が重要度情報識別能力がない場
合は、ステップＳ１３０４において、ＤＩＳ信号の拡張エリアにて能力無しを宣言する。
【０１１０】
図８の上部はＤＩＳ信号のフォーマット（ＨＤＬＣフォーマット）を示し、その情報部の
識別能力に応じたビットを格納する。図１０にも示すように、ビット８に０をセットし、
重要度情報拡張エリアを含んだＤＩＳ信号を生成する（Ｘは規定無し）。または従来通り
、ＤＩＳ信号の重要度情報用の拡張エリアを設けずにＤＩＳ信号を生成してもよい。
【０１１１】
ステップＳ１３０４において、ネットワーク１２は重要度情報識別能力無しを宣言した場
合は、従来通りのファクシミリ制御手順とファクシミリ形式データの受信を行って、ステ
ップＳ１３０８において、ファクシミリ受信を行い、ファクシミリ受信を終了すると、本
実施例のネットワーク１２の全動作を終了する。
【０１１２】
一方、ステップＳ１３０３において、ネットワーク１２で重要度情報識別有りの場合は、
ステップＳ１３０５において、ＤＩＳ信号の拡張エリアにいて能力有りを宣言する。
【０１１３】
重要度情報識別能力無しの場合と同様に、図８のＤＩＳ信号の情報部の最後の１バイトを
重要度情報拡張エリアとして当て、図１１にも示すように、ビット８に１をセットし、重
要度情報拡張エリアを含んだＤＩＳ信号を生成する（Ｘは規定無し）。
【０１１４】
図１２のステップＳ１２０３において、ファクシミリ装置１３はＤＩＳ信号を受信すると
ＤＩＳ信号の内容を解析して、ネットワーク１２に重要度情報識別能力の有無を識別する
。すなわち、ＤＩＳ信号の重要度情報用の拡張エリアが有るかどうかを識別し、無い場合
かあるいは拡張エリアがあっても拡張エリアのビット８が０であれば重要度情報識別能力
は無し、拡張エリアのビット８が１であれば重要度情報識別能力は有りと識別する。
【０１１５】
ステップＳ１２０３において、重要度識別能力が無しの場合はファクシミリ装置１３は、
ステップＳ１２０４において、重要度情報無しをＤＣＳ信号の拡張エリアに付加して送信
する。
【０１１６】
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ＤＣＳ信号に拡張エリアを設ける場合、具体的には、図９の上部はＤＣＳ信号のフォーマ
ット（ＨＤＬＣフォーマット）を示し、その情報部の最後の１倍とを重要度情報拡張エリ
アとして当てる。そして、図９の下部の表に示す重要度情報に応じたビットを格納する。
ビット８には重要度情報の有無を示す値を、重要度情報が有る場合はさらにビット１、２
、３にその該当する値を格納する。
【０１１７】
すなわち図１０にも示しているように、ビット８に０をセットし、重要度情報拡張エリア
を含んだＤＣＳ信号を生成して送信する（Ｘは規定無し）。
【０１１８】
そして、ステップＳ１２０８において、ファクシミリ送信を行って、ファクシミリ送信を
終了すると、本実施例のファクシミリ装置１３の動作を終了する。
【０１１９】
一方、ステップＳ１２０３において、重要度識別能力が有りの場合はファクシミリ装置１
３は、ステップＳ１２０５において、入力された重要度情報を検索する。すなわち、第２
、第３の実施例で説明したように、送信原稿に書き込んである情報を読取部２０５で送信
原稿を読み取るときに検索するか、操作パネル２０４から入力されている重要度情報を検
索する。この検索はステップＳ１２０１とステップＳ１２０３の間で行ってもよい。
【０１２０】
重要度情報が含まれていない場合、すなわち重要度が例えば「普通」の場合は、ネットワ
ーク１２の重要度識別能力無しの場合と同様に、ステップＳ１２０４において、重要度情
報無しをＤＣＳ信号の拡張エリアに付加して送信する。そして、ステップＳ１２０８にお
いて、ファクシミリ送信を行って、ファクシミリ送信を終了すると、本実施例のファクシ
ミリ装置１３の動作を終了する。
【０１２１】
以上の説明では、送信先のネットワーク１２が重要度情報識別能力を持っていない場合、
あるいはファクシミリ装置１３に重要度情報が入力されていない場合に、ＤＣＳ信号に拡
張エリアを設けて重要度情報無し（ビット８＝０）をセットして送信する例を説明したが
、特に重要度情報用の拡張エリアを設けずにＤＣＳ信号を従来通り作成して、ネットワー
ク１２へ送信しても何ら問題はない。
【０１２２】
一方、ステップＳ１２０５において、重要度情報が入力されている場合はステップＳ１２
０６において、重要度情報の内容を識別する。
【０１２３】
次にステップＳ１２０７において、ステップＳ１２０６で識別した重要度情報に応じたビ
ットを作成し、ＤＣＳ信号の拡張エリアに格納して送信する。
【０１２４】
すなわち、図９の上部に示すようにＤＣＳ信号のフォーマット（ＨＤＬＣフォーマット）
の情報部の最後の１バイトを重要度情報拡張エリアとして当て、図９の下部の表に示す重
要度情報に応じたビットを格納する。図１１にも示すように、例えばステップＳ１２０６
で識別した重要度情報が「最高」の場合は、拡張エリアのビット３、２、１に、それぞれ
１、０、０を格納して、重要度拡張エリアを含んだＤＣＳ信号を生成する。
【０１２５】
そしてステップＳ１２０８において、ファクシミリ装置１３はファクシミリ送信を行い、
ファクシミリ送信を終了すると、第４実施例の全動作を終了する。
【０１２６】
一方、ネットワーク１２の動作は、図１３のステップＳ１３０５において、ＤＩＳ信号に
より重要度情報識別能力有りを宣言した後、ステップＳ１３０６において、ファクシミリ
装置１３からＤＣＳ信号を受信して、まず重要度拡張エリアが含まれているかどうか識別
する。含まれていなければ、重要度情報はないと判断し、そのままファクシミリ受信を行
って、ステップＳ１３０８において、ファクシミリ受信を行って、ファクシミリ受信を終
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了すると、本実施例のネットワーク１２の全動作を終了する。
【０１２７】
また、ステップＳ１３０６において、ＤＣＳ信号に重要度拡張エリアが含まれている場合
は、ステップＳ１３０７において、その内容を識別する。すなわち拡張エリアの中のビッ
トを読み取り、図９に示す表を照会してビット８の重要度情報の有無を確認し、ビット１
、２、３により具体的な重要度情報を識別する。
【０１２８】
続いてファクシミリ受信を行い、ステップＳ１３０８において、ファクシミリ受信動作を
行い、ファクシミリ受信を終了すると、ネットワーク１２の第４実施例の全動作を終了す
る。
【０１２９】
以上、ネットワーク１２はファクシミリ受信を終了すると、第１実施例で説明したように
、ファクシミリ形式データを電子メール情報に変換し、重要度情報を受信している場合は
、ヘッダ部３３に付加して指定された宛先へ電子メール送信する。
【０１３０】
ここでは、ＤＩＳ信号に重要度情報識別能力を宣言する機能を、ＤＣＳ信号に送信する重
要度情報の有無の情報ビットを設けたが、これらを用いずに、単にＤＣＳ信号に設けた重
要度情報用の３ビットのみ用いて、ネットワーク１２からファクシミリ装置１３へ重要度
情報を送信してもよい。
【０１３１】
またここでは、ＤＩＳ信号の拡張エリアに重要度情報識別能力の有無を示すビットを設け
て、ネットワーク１２の能力をファクシミリ装置１３へ通知する方法を説明したが、ネッ
トワーク１２が必ず重要度情報識別能力を持っている場合は、この拡張エリアやビットは
必ずしも設ける必要はない。
【０１３２】
次に、本発明の第５実施例について説明する。
【０１３３】
この第５実施例においても、図１に示すように情報データ装置１１、ネットワーク１２、
ファクシミリ装置１３でシステムを構成するものとする。また情報データ装置１１やネッ
トワーク１２、ファクシミリ装置１３のそれぞれの内部構成も第１実施例と同様とする。
【０１３４】
すなわち、一般に存在するファクシミリ装置の構成に少量の改良を加えるだけで、本実施
例で説明する機能は容易に実現できる。また、この第５実施例においても、図３に示すよ
うな受信電子メール情報例を使用するものとする。
【０１３５】
図１４は、この第５実施例のファクシミリ制御手順信号の中で、ＤＴＣ信号の形式とその
拡張エリア、各ビットの定義を示す説明図である。
【０１３６】
図１５、図１６は、この第５実施例でのネットワーク１２とファクシミリ装置１３の間の
ファクシミリ制御手順の動作シーケンスを示す説明図である。
【０１３７】
上述した第４実施例では、ファクシミリ装置１３が発呼してファクシミリ送信し、ネット
ワーク１２が呼を受けてファクシミリ受信する例を示したが、この第５実施例では、ネッ
トワーク１２から発呼してファクシミリ装置１３がその呼を受けてファクシミリ送信し、
ネットワーク１２がファクシミリ受信するようなファクシミリポーリング動作の場合を説
明する。このような場合も同様に本発明の適用が容易に可能である。
【０１３８】
まず図１４に示すように、上記第４実施例におけるＤＩＳ信号と同様に、ファクシミリ制
御手順信号の１つであるＤＴＣ信号に重要度情報用の拡張エリアを設け、そのビット８に
重要度情報識別能力の有無を示すデータをセットできるようにする。
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【０１３９】
図１５、図１６に示すように、ネットワーク１２から発呼する場合は、ＤＩＳ信号のやり
取りの後、ネットワーク１２はその受信能力を宣言するＤＴＣ信号をファクシミリ装置１
３へ送信する。ここでＤＩＳ信号は従来のものでよい。
【０１４０】
図１５では、ネットワーク１２が重要度情報識別能力無しを宣言するため、ビット８に０
をセットしている例を示す。したがって、ファクシミリ装置１３は、第４実施例と同様に
、ＤＣＳ信号の拡張エリアのビット８に０をセットして、重要度情報を送らない。
【０１４１】
図１６では、ネットワーク１２が重要度情報識別能力有りを宣言するため、ビット８に１
をセットしている例を示す。したがって、ファクシミリ装置１３は、第４実施例と同様に
、ＤＣＳ信号の拡張エリアのビット８に１をセットし、ビット１、２、３に「最高」の重
要度を示す０、０、１をセットして、重要度情報を送る。
【０１４２】
このようにファクシミリポーリング動作の場合でも、上述した実施例と同様に本発明の適
用が容易に可能である。
【０１４３】
また、第４、第５実施例のように、ファクシミリ制御手順を使うことにより、現状のファ
クシミリ通信システムやファクシミリ装置が何ら大きな変更することなく、容易にファク
シミリ装置１３は重要度情報を送信することが確実に実現でき、またネットワーク１２は
重要度情報を受信することが確実に実現できる。また情報の本体部と別に重要度情報を送
信、受信することができるので、情報の本体部と合体させたり、切り分けるといった処理
が必要なく、後の処理がより簡単に実現できる。
【０１４４】
以上、重要度情報を送信、受信する実施例を述べてきたが、ここで説明した重要度情報を
ファクシミリ形式の画像データや文字コードデータ、属性値に変換する各方法やファクシ
ミリ制御手順信号に前記重要度情報を格納して送信、受信する方法を２つ以上組み合わせ
て、ファクシミリ装置１２へ送信してもよい。そうすることにより、重要度情報の送受信
の確実性が増すばかりでなく、その情報の取扱がより簡易になる。
【０１４５】
また以上の実施例では、従来のファクシミリ装置に簡易な改造を加えるだけで、重要度情
報を入力し、識別してそれを送信する例を説明したが、電子メールを送信するファクシミ
リ装置においても同様に簡易な改造を加えるだけで、重要度情報を入力して識別し、送信
する電子メール形式のデータに前記重要度情報を付加して送信することができる。
【０１４６】
また以上の実施例では、重要度情報の受信側がメッセージ本体部を電子メール形式に変換
して重要度情報を付加して送信するネットワークであることを説明したが、ファクシミリ
機能を持った装置であれば、いかなるものも適用でき、容易に送られてきた重要度情報を
受信することができる。
【０１４７】
この場合に、ファクシミリメッセージの重要度情報を受信できるファクシミリ機能を持っ
たいかなる装置は、その受信した重要度情報を識別して使用できるようになるので、その
重要度情報を基にして以下の処理が可能になる。
【０１４８】
（１）受信したファクシミリ画像に重要度を表す所定の重要度画像を付加して出力するこ
とができるようになるので、重要度を示す画像を取り扱う処理が容易になり、例えはユー
ザフレンドリな重要度画像を、受信したファクシミリ形式データに付加して出力する。
【０１４９】
（２）受信したファクシミリ画像が複数ページある場合は、全ページに重要度を表す所定
の重要度画像を所定の位置に付加して出力することができるようになるので、もれの無い
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重要度情報付加が容易に実現可能となる。
【０１５０】
（３）受信したファクシミリ画像が複数ページある場合は、第１ページのみに重要度を表
す所定の重要度画像を所定の位置に付加して出力することができるようになるので、付加
的な情報の１つである重要度情報を余計にすべての受信画像に付けるといったことがなく
なる。
【０１５１】
（４）全ページに付加するか第１ページのみに付加するかはユーザが選択できるようにな
るので、よりユーザフレンドリなファクシミリ装置を供給することが可能になる。
【０１５２】
（５）所定の重要度画像はファクシミリ画像の異なる色で出力することができるようにな
るので、より視覚的にその重要度を示すことが可能になる。
【０１５３】
（６）ファクシミリ装置が複数の記録紙カセットを有し、前記重要度情報を識別すると、
識別した重要度情報に応じて印字する記録紙を供給するカセットを選択することが可能に
なるので、ユーザがカセットにセットする記録紙の色や模様を変えるといったことが可能
になり、より視覚的にその重要度を示すことが可能になる。
【０１５４】
（７）ファクシミリ装置が記録紙出力ソータを有し、前記重要度情報を識別すると、識別
した重要度情報に応じて印字した記録紙を排紙するソータを選択することができるように
なるので、各重要度に対応したソータを割り当てて識別した重要度情報に応じて記録紙を
該当するソータに排紙するといったことが容易に実現可能となり、使い勝手の良いファク
シミリ装置が提供可能となる。
【０１５５】
（８）前記重要度情報を識別すると、通信管理レポート上の該当する通信に重要度画像を
付加して出力することができるようになるので、過去のファクシミリ通信を一括してみる
時に、それぞれの重要度情報も容易に見ることが可能になる。
【０１５６】
（９）前記重要度画像は、他の通信管理レポート上の画像と異なる色で出力することがで
きるようになるので、より視覚的にそれぞれの通信の重要度を示すことが可能になる。
【０１５７】
（１０）前記重要度情報を識別すると、表示部に前記重要度情報を表示することが可能に
なるので、ファクシミリ装置での重要度情報出力手段が増え、そらに便利なファクシミリ
装置の提供が可能になる。
【０１５８】
（１１）ＤＲＡＭやハードディスクなどメモリを備えたファクシミリ装置において、印字
などによる出力処理をした後も重要度の高いものはメモリに残し、重要度の低いものはメ
モリから消去するようにできるので、メモリ使用の高度な効率が図れる。
【０１５９】
【発明の効果】
　本願発明によれば、ファクシミリ装置から受信したファクシミリ形式のデータを、電子
メール形式のデータに変換して送信する際に、上記ファクシミリ装置から受信した第１の
重要度情報が示す重要度に応じた第２の重要度情報を、当該電子メール形式のデータに付
加して送信することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例による通信システムの構成を示す説明図である。
【図２】上記実施例におけるファクシミリ装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】上記実施例における送信ファクシミリ画像と受信電子メール情報の具体例を示す
説明図である。
【図４】本発明の第１実施例におけるネットワークの動作を示すフローチャートである。
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【図５】本発明の第２実施例におけるファクシミリ装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【図６】上記第２実施例におけるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第３実施例における操作パネルの構成の一部を示す平面図である。
【図８】本発明の第４実施例におけるＤＩＳ信号の形式とその拡張エリア、各ビットの定
義を示す説明図である。
【図９】上記第４実施例におけるＤＣＳ信号の形式とその拡張エリア、各ビットの定義を
示す説明図である。
【図１０】上記第４実施例の動作シーケンスを示す説明図である。
【図１１】上記第４実施例の別の動作シーケンスを示す説明図である。
【図１２】上記第４実施例におけるファクシミリ装置の動作を示すフローチャートである
。
【図１３】上記第４実施例におけるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第５実施例におけるＤＴＣ信号の形式とその拡張エリア、各ビットの
定義を示す説明図である。
【図１５】上記第５実施例の動作シーケンスを示す説明図である。
【図１６】上記第４実施例の別の動作シーケンスを示す説明図である。
【符号の説明】
１１…情報データ端末、
１２…ネットワーク、
１３…ファクシミリ装置、
２０１…ＣＰＵ、
２０２…ＲＯＭ、
２０３…ＲＡＭ、
２０４…操作パネル、
２０５…読取部、
２０６…記録部、
２０７…通信制御ユニット、
２０８…公衆回線。
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