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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他のファクシミリ装置からファクシミリデータを受信するファクシミリデータ受信部と
、
　前記ファクシミリデータ受信部により受信されたファクシミリデータを記憶する記憶部
と、
　前記記憶されたファクシミリデータについてのファクスジョブの管理を行うジョブ管理
部と、
　ユーザーから、前記ジョブ管理部が管理するファクシミリデータを、他の装置に転送す
る転送指示を受け付ける転送指示受付部と、
　前記転送指示受付部に前記転送指示が受け付けられたとき、転送対象となるファクシミ
リデータに対応付けてパスワードを作成するパスワード作成部と、
　前記パスワード作成部により作成されたパスワードと、前記転送対象となるファクシミ
リデータとを含み、かつ前記他の装置で画像形成または表示が可能なデータ形式の転送デ
ータを、前記他の装置に転送するデータ転送部と、
　ユーザーから、削除対象とするファクスジョブの指定とパスワードの入力による削除指
示を受け付ける削除指示受付部とを備え、
　前記ジョブ管理部は、前記削除指示受付部に削除指示が受け付けられたとき、当該削除
指示が示すパスワードと、当該削除指示が削除対象とするファクスジョブのうちの前記転
送指示受付部で前記転送指示が受け付けられて転送対象となったファクシミリデータに対
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応付けて作成された前記パスワードとを比較し、これらパスワードが一致することを条件
として、当該削除指示が示すファクスジョブを削除するファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記データ転送部は、前記転送対象となるファクシミリデータが示す最終頁の次にさら
なる頁を追加して、当該追加した頁に前記パスワード作成部により作成されたパスワード
を示す画像を添付したデータを転送データとして転送する請求項１に記載のファクシミリ
装置。
【請求項３】
　表示部と、
　本ファクシミリ装置が接続されているローカルエリアネットワーク内にある装置から、
前記転送対象とされるファクシミリデータの受信が可能な装置を検出する装置検出部と、
　前記装置検出部により検出された装置を、前記ファクシミリデータの転送先候補として
前記表示部に表示させる制御部と、を更に備える請求項１又は請求項２に記載のファクシ
ミリ装置。
【請求項４】
　前記転送データを、このファクシミリ装置で画像形成または表示するために採用されて
いるデータ形式から予め定められた標準的なデータ形式に変換するデータ変換部を更に備
え、
　前記データ転送部は、前記転送指示により指定された前記他の装置が、このファクシミ
リ装置で画像形成または表示するために採用されている前記データ形式での画像形成が不
可能であるときに、前記データ変換部によってデータ形式が予め定められた標準的なデー
タ形式に変換された前記転送データを、前記転送指示により指定された装置に転送する請
求項１乃至請求項３のいずれかに記載のファクシミリ装置。
【請求項５】
　前記データ転送部は、前記転送指示により指定された装置である画像形成装置、外部記
憶装置、又はパーソナルコンピューターに、前記標準的なデータ形式にデータ変換された
前記転送データを送信する請求項４に記載のファクシミリ装置。
【請求項６】
　前記転送指示により指定された前記他の装置が、前記標準的なデータ形式での画像形成
が可能な画像形成装置であるか否かを検出する可否検出部を更に備え、
　前記データ転送部は、前記可否検出部によって、前記転送指示により指定された前記他
の装置が前記標準的なデータ形式での画像形成が可能な画像形成装置であると検出された
場合は、当該画像形成装置に対して前記標準的なデータ形式にデータ変換された前記転送
データの転送を行い、前記可否検出部によって記転送指示により指定された前記他の装置
が前記標準的なデータ形式での画像形成が不可能な画像形成装置であると検出された場合
は、インターネット上の予め定められたサーバーに対して前記標準的なデータ形式にデー
タ変換された前記転送データの転送を行い、当該サーバーにおいて記転送指示により指定
された前記他の装置での画像形成が可能なデータ形式に変換された当該転送データを、当
該サーバーから、記転送指示により指定された前記他の装置に向けて送信させる請求項４
又は請求項５に記載のファクシミリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ装置に関し、特に、ファクシミリデータを他の機器に転送した
場合における当該ファクシミリデータの管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリデータを他のファクシミリ装置から受信したときに、受信側のファクシミ
リ装置が即座に当該ファクシミリデータを印刷できない事態に備えて、他のファクシミリ
装置や画像形成装置にファクシミリデータを転送して、当該他のファクシミリ装置や画像
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形成装置における画像形成を可能にする技術が提案されている（下記特許文献１，２参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８２６５２号公報
【特許文献２】特開平０９－６５０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の技術によれば、受信したファクシミリデータの印刷物を他の装置によりユー
ザーが入手可能となるが、元のファクシミリ装置からファクシミリデータを転送した後、
即座に当該元のファクシミリ装置からファクシミリデータを消去した場合、転送先の装置
で印刷に失敗すると、正常に受信したファクシミリデータであるにも拘わらず当該ファク
シミリデータを保証できない事態を招く。一方、ファクシミリデータの保証のために元の
ファクシミリ装置において長期間当該ファクシミリデータを保存しておくとメモリフルを
招くおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、受信したファクシミリデータ
を、受信元の装置とは異なる他の装置に転送して画像形成又は表示させる場合に、受信元
の装置におけるファクシミリデータ保存によるメモリフルを防止しつつ、正常に受信した
ファクシミリデータを確実に保証することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一局面に係るファクシミリ装置は、他のファクシミリ装置からファクシミリデ
ータを受信するファクシミリデータ受信部と、
　前記ファクシミリデータ受信部により受信されたファクシミリデータを記憶する記憶部
と、
　前記記憶されたファクシミリデータについてのファクスジョブの管理を行うジョブ管理
部と、
　ユーザーから、前記ジョブ管理部が管理するファクシミリデータを、他の装置に転送す
る転送指示を受け付ける転送指示受付部と、
　前記転送指示受付部に前記転送指示が受け付けられたとき、転送対象となるファクシミ
リデータに対応付けてパスワードを作成するパスワード作成部と、
　前記パスワード作成部により作成されたパスワードと、前記転送対象となるファクシミ
リデータとを含み、かつ前記他の装置で画像形成または表示が可能なデータ形式の転送デ
ータを、前記他の装置に転送するデータ転送部と、
　ユーザーから、削除対象とするファクスジョブの指定とパスワードの入力による削除指
示を受け付ける削除指示受付部とを備え、
　前記ジョブ管理部は、前記削除指示受付部に削除指示が受け付けられたとき、当該削除
指示が示すパスワードと、当該削除指示が削除対象とするファクスジョブのうちの前記転
送指示受付部で前記転送指示が受け付けられて転送対象となったファクシミリデータに対
応付けて作成された前記パスワードとを比較し、これらパスワードが一致することを条件
として、当該削除指示が示すファクスジョブを削除するものである。
【０００７】
　本発明では、データ転送部がファクシミリデータを他の装置に転送するときに、パスワ
ード作成部によって作成されたパスワードを一緒に転送データとして送信することで、当
該転送データを受信した装置において、当該ファクシミリデータに加えてパスワードの印
刷や表示も可能にする。これにより、ユーザーは、この転送先の装置において当該ファク
シミリデータの示す内容及びパスワードを得ることが可能になる。そして、ジョブ管理部
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は、当該パスワードがユーザーから入力され、入力されたパスワードと、作成したパスワ
ードが一致することを条件として、ファクシミリデータについてのファクスジョブを削除
する。ここで、ユーザーは、上記転送先の装置において、ファクシミリデータの示す内容
と共にパスワードを認識できた場合に、当該ファクシミリデータを削除するためのパスワ
ードを把握可能になるため、ジョブ管理部が当該ファクシミリデータについてのファクス
ジョブを削除するときは、当該ファクシミリデータがいずれかの装置で印刷又は表示され
ていることになる。また、当該パスワードが入力されると、ジョブ管理部がファクシミリ
データを削除して、メモリー等に記憶しているデータ量を減らすことができるため、メモ
リフルも防止される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係るファクシミリ装置によれば、受信したファクシミリデータを、受信元の装
置とは異なる他の装置に転送して画像形成又は表示させる場合に、転送したファクシミリ
データに対応付けられたパスワードの入力を条件に記憶部からファクシミリデータを削除
することで、受信元の装置におけるファクシミリデータ保存によるメモリフルを防止しつ
つ、正常に受信したファクシミリデータを確実に保証することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置としての画像形成装置の外観を示す
斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るファクシミリ装置としての複合機の内部構成の概略
を示すブロック図である。
【図３】複合機によるファクス転送処理の第１実施形態を示すフローチャートである。
【図４】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図５】操作部及び表示部を示す図である。
【図６】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図７】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図８】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図９】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１０】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１１】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１２】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１３】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１４】複合機によるファクス転送処理の第２実施形態を示すフローチャートである。
【図１５】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１６】第２実施形態に係る複合機の概略構成を示すブロック図である。
【図１７】第２実施形態に係る複合機によるファクス転送処理を示すフローチャートであ
る。
【図１８】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図１９】第２実施形態に係る複合機によるファクス転送処理を示すフローチャートであ
る。
【図２０】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図２１】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置について図面を参照して説明する。
図１は本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置としての画像形成装置の外観を示す斜
視図である。本発明の一実施形態に係るファクシミリ装置としての画像形成装置は、例え
ば、複合機１である。図１に示すように、複合機１は、筐体からなる装置本体１０を備え
る。
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【００１１】
　装置本体１０は、下ハウジング３と、その上部に設けられた上ハウジング４と、これら
両ハウジングを連結する連結ハウジング８とを備える。下ハウジング３と上ハウジング４
との中間部には、側方から略水平方向に内側に入り込んだ用紙スタック部５が形成されて
いる。また、上ハウジング４の前面には、操作部４７が設けられている。用紙スタック部
５には、下ハウジング３から排出される用紙が積載されるシートトレイ６が設けられてい
る。
【００１２】
　上ハウジング４は、内部にフラットベッドを有して当該フラットベッド上の原稿をスキ
ャナー部等により読み取る画像読取部２を有している。下ハウジング３は、用紙上にトナ
ー画像を形成する感光体ドラム、露光部及び現像部と、用紙上のトナー画像を定着するた
めの定着部といった画像形成部１３０（図２）を内蔵している。下ハウジング３には、更
に、記録紙を貯留する給紙カセット７が設けられている。なお、この実施形態では、給紙
カセット７が２つ備えられた例を示しているが、給紙カセットの数は特に限定されない。
連結ハウジング８には、画像形成行程における定着後の記録紙を搬送してシートトレイ６
に排出するための用紙搬送路を内蔵している。
【００１３】
　複合機１では、画像読取部２により読み取られた原稿画像を、下ハウジング３に内蔵さ
れた上記画像形成機構により、給紙カセット７のいずれかから給紙される記録紙上に画像
形成し、当該画像形成後の記録紙は、連結ハウジング８内の用紙搬送路からシートトレイ
６に排出される。
【００１４】
　次に、本発明の第１実施形態に係るファクシミリ装置としての複合機１が有する構成を
説明する。図２は、本発明の第１実施形態に係るファクシミリ装置としての複合機１の内
部構成の概略を示すブロック図である。
【００１５】
　第１実施形態に係る複合機１は、制御ユニット１００と、画像読取部２と、画像メモリ
ー１２０と、画像形成部１３０と、ファクシミリ通信部１４０とを有する。
【００１６】
　画像読取部２は、原稿を読み取って原稿画像を取得するスキャナー等を備える。画像読
取部２は、例えば、原稿載置台、当該原稿載置台から搬送される原稿の画像を読み取るス
キャナー、及び読取済の原稿を排出する排出機構を有するＡＤＦ（Auto Document Feeder
）である。画像読取部２は、ファクス送信の対象とされる原稿を１枚ずつ読み取り、ファ
クス送信の対象とするデータを生成する。
【００１７】
　画像メモリー（記憶部）１２０は、画像読取部２によって読み取られた原稿のデータ、
ファクシミリ通信部１４０又は通信インターフェイス１６０により取得されたファクシミ
リ送信の対象となるデータ等、画像形成部１３０の画像形成（印刷）の対象となるデータ
を一時的に保存する領域である。
【００１８】
　画像形成部１３０は、画像読取部２によって読み取られた原稿のデータや、ファクシミ
リ通信部１４０又は通信インターフェイス１６０により取得されたデータ等であって、画
像メモリー１２０に記憶されているデータを読み出し、当該データを用いて画像形成（印
刷）を行う。
【００１９】
　ファクシミリ通信部（ファクシミリデータ受信部）１４０は、ファクシミリ通信に必要
な諸機能を実行し、公衆回線を通じて、外部のファクシミリ装置との間で画像データを送
受信する。
【００２０】
　制御ユニット１００は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等からなり、複合機１の全体的な動
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作を司る。制御ユニット１００は、制御部１０１と、ジョブ管理部１０２と、転送指示受
付部１０３と、パスワード作成部１０４と、データ転送制御部１０５と、削除指示受付部
１０６と、装置検出部１０７と、データ変換部１０８と、可否検出部１０９とを備えてい
る。
【００２１】
　なお、ＨＤＤ１７０又は図略のＲＯＭに、複合機１のファクスジョブ管理プログラムが
記憶されており、制御ユニット１００は、当該ファクスジョブ管理プログラムに従って動
作することにより、制御部１０１と、ジョブ管理部１０２と、転送指示受付部１０３と、
パスワード作成部１０４と、データ転送制御部１０５と、削除指示受付部１０６と、装置
検出部１０７と、データ変換部１０８と、可否検出部１０９とを備える。
【００２２】
　なお、制御部１０１に関しては、各実施形態として示すファクスジョブ管理に関する機
能部分が、ファクスジョブ管理プログラムに従った動作により実現される。但し、制御部
１０１（ファクスジョブ管理に関する機能についての制御部１０１）、ジョブ管理部１０
２、転送指示受付部１０３、パスワード作成部１０４、データ転送制御部１０５、削除指
示受付部１０６、装置検出部１０７、データ変換部１０８、及び可否検出部１０９は、当
該ファクスジョブ管理プログラムに基づく動作によらず、それぞれハード回路により構成
されるものとしてもよい。以下、特に触れない限り、各実施形態について同様である。
【００２３】
　また、上記制御部１０１～可否検出部１０９の各部は、後述する各実施形態において必
要となる限りにおいて、本発明の実施形態としての複合機１の構成要素となる。
【００２４】
　制御部１０１は、複合機１の全体的な動作を司る。
【００２５】
　例えば、制御部１０１は、ファクス送信用に画像読取部２により読み取られて画像メモ
リー１２０に一時的に記憶されている各頁の原稿のデータを頁順に読み出して、ファクシ
ミリ通信部１４０に、ユーザーによる操作部４７の操作で指定された相手先のファクシミ
リ装置に向けてファクス送信させる。
【００２６】
　また、制御部１０１は、ファクシミリ通信部１４０により受信されて画像メモリー１２
０に一時的に記憶されているファクシミリデータを頁順に読み出して、画像形成部１３０
に画像形成（印刷）させる。
【００２７】
　ジョブ管理部１０２は、複合機１で受け付けた各ジョブ、例えば、プリントジョブ、ス
キャンジョブ、ファクスジョブ、コピージョブ等についての実行順、実行時期、待機、削
除、追加等を調整する。例えば、ジョブ管理部１０２は、ファクシミリ通信部１４０によ
り受信されて画像メモリー１２０に記憶された各ファクシミリデータについてのファクス
ジョブの管理を行う。この場合、ジョブ管理部１０２は、当該受信された各ファクシミリ
データの画像形成部１３０に行わせる時期の調整や、各ファクシミリデータについてのジ
ョブ削除等を行う。
【００２８】
　転送指示受付部１０３は、ユーザーから、ジョブ管理部１０２によるジョブ管理の対象
とされているファクシミリデータを、他の装置に転送する転送指示の入力を受け付ける。
当該転送指示は、ユーザーによる操作部４７の操作により入力される。他の装置とは、Ｌ
ＡＮ（local area network）又はインターネットにより複合機１にネットワーク接続され
ているファクシミリ装置、プリンター、複合機等、外部から受信したデータの画像形成が
可能な画像形成装置である。また、当該他の装置は、情報表示装置等、外部から受信した
データの表示が可能な装置であってもよいし、ＵＳＢメモリーやＨＤＤ等のような外部記
憶装置であってもよい。
【００２９】
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　パスワード作成部１０４は、転送指示受付部１０３に上記転送指示が受け付けられたと
き、転送対象となるファクシミリデータに対応付けてパスワードを作成する。作成したパ
スワードは、パスワード作成部１０４又はジョブ管理部１０２が、ファクシミリデータの
ファクスジョブに対応付けて記憶しておく。
【００３０】
　データ転送制御部１０５は、パスワード作成部１０４により作成されたパスワードと、
転送指示の対象となるファクシミリデータとを有する転送データを、ファクシミリ通信部
１４０又は通信インターフェイス１６０から、上記他の装置に転送させる。データ転送制
御部１０５、ファクシミリ通信部１４０、及び通信インターフェイス１６０は、特許請求
の範囲におけるデータ転送部の一例である。
【００３１】
　削除指示受付部１０６は、ジョブ管理部１０２によるジョブ管理の対象とされているフ
ァクスジョブについて、ユーザーにより、削除対象とするファクスジョブの指定とパスワ
ードとの入力による削除指示を受け付ける。当該削除指示は、ユーザーによる操作部４７
の操作により入力される。
【００３２】
　削除指示受付部１０６に削除指示が受け付けられたとき、ジョブ管理部１０２は、当該
削除指示が示すパスワードと、当該削除指示が削除対象とするファクシミリデータに対応
付けて作成されているパスワードとを比較し、これらパスワードが一致することを条件と
して、当該削除指示が示すファクスジョブを削除する。
【００３３】
　装置検出部１０７は、複合機１が接続されているローカルエリアネットワーク内にある
装置から、上記転送指示による転送の対象とされるファクシミリデータの受信が可能な装
置を検出する。例えば、装置検出部１０７は、複合機１とＬＡＮ通信が可能に設定済みと
されている画像形成装置や情報処理装置をローカルエリアネットワーク内から検出し、検
出した装置に対するデータ送信を可能にするために、当該各装置からそのＩＰアドレスを
取得する。
【００３４】
　なお、制御部１０１は、装置検出部１０７により検出された画像形成装置を、上記転送
指示に基づくファクシミリデータの転送先候補として、表示部１５０に表示させる。
【００３５】
　データ変換部１０８は、上記転送データを、上記転送指示が当該転送データの転送先と
する装置において画像形成又は表示が可能なデータ形式、或いは、一般な多くの装置で画
像形成又は表示に採用されているデータ形式に変換する。
【００３６】
　例えば、当該転送先の画像形成装置が複合機１と同機種である等、複合機１で適用する
ファクシミリデータのデータ形式を変換せずに画像形成や表示が可能である場合は、デー
タ転送制御部１０５は、当該ファクシミリデータをそのデータ形式の変換なしに、ファク
シミリ通信部１４０から、当該画像形成装置に送信させる。
【００３７】
　一方、当該転送先の画像形成装置が複合機１とは異なる機種である等、複合機１で適用
するファクシミリデータのデータ形式では画像形成や表示が不可能である場合は、データ
転送制御部１０５は、当該ファクシミリデータを予め定められた標準的なデータ形式、例
えば、Post Script形式等にデータ形式を変換し、ファクシミリ通信部１４０から、当該
データ形式変換後のファクシミリデータ及びパスワードを当該画像形成装置に送信する。
【００３８】
　なお、当該転送先の情報処理装置が、複合機１で適用するファクシミリデータのデータ
形式では画像形成や表示が不可能である場合にも、当該ファクシミリデータを、予め定め
られた標準的なデータ形式、例えば、Jpeg、Bitmap、PDF等のデータ形式に変換し、デー
タ転送制御部１０５は、当該データ形式変換後のファクシミリデータ及びパスワードを、
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ファクシミリ通信部１４０から、当該情報処理装置に送信する。
【００３９】
　可否検出部１０９は、転送指示の示す装置が、上記標準的なデータ形式での画像形成が
可能な画像形成装置であるか否かを検出する。
【００４０】
　データ転送制御部１０５は、可否検出部１０９によって、上転送指示の示す装置が上記
標準的なデータ形式での画像形成が可能な画像形成装置であると判断された場合は、上記
標準的なデータ形式とされたファクシミリデータ及びパスワードを含む前記転送データの
転送を、転送指示により転送先とされる装置に対して、ファクシミリ通信部１４０から行
わせる。
【００４１】
　一方、データ転送制御部１０５は、可否検出部１０９によって上記転送指示の示す装置
が当該標準的なデータ形式での画像形成が不可能な画像形成装置であると検出された場合
には、上記標準的なデータ形式とされたファクシミリデータ及びパスワードを含む前記転
送データを、ファクシミリ通信部１４０から、インターネット上の予め定められたサーバ
ーに対して送信させる。
【００４２】
　ここでは、いわゆるクラウド上のサーバーに備えられるプリンタードライバー機能によ
り、上記転送指示により転送データの転送先とされる画像形成装置が当該転送データに含
まれるファクシミリデータ及びパスワードを画像形成可能となるデータ形式に変換させる
ことを想定している。
【００４３】
　この場合、データ転送制御部１０５は、ファクシミリ通信部１４０から、上記転送デー
タとして、転送先とする画像形成装置を示す機種情報と、当該画像形成装置の場所を示す
情報としてIPアドレス等を送信する。そして、クラウド上のサーバーは、記憶している装
置機種及び各機種対応のデータ形式の関係を示すデータテーブルに基づいて、当該転送先
とされる画像形成装置で画像形成可能なデータ形式を特定し、上記ファクシミリデータ及
びパスワードを、当該データ形式に変換する。
【００４４】
　当該サーバーは、複合機１のファクシミリ通信部１４０から送られてきた上記IPアドレ
ス等に従って、転送先とする画像形成装置に対して、上記データ変換後のファクシミリデ
ータ及びパスワードを送信する。このようにして、データ転送制御部１０５は、ファクシ
ミリ通信部１４０を介して、当該サーバーにおいて転送先の画像形成装置に適応するデー
タ形式に変換された当該転送データを、当該サーバーから、当該転送先とする画像形成装
置に向けて送信させる。
【００４５】
　また、複合機１は、操作部４７及び表示部１５０を備える。操作部４７は、画像形成又
は送信スタートキー、テンキー及び短縮番号キー等からなり、ユーザーから各種操作指示
、本実施形態でいえば、例えば、上記ジョブ管理の対象とされているファクシミリデータ
の転送指示及び削除指示の入力等を受け付ける。
【００４６】
　表示部１５０は、ユーザーへの操作案内等を表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display
）等からなる。なお、この表示部１５０がタッチパネル機能を備えることにより、操作部
４７としてユーザーからの各種操作指示を受け付けるようにしてもよい。
【００４７】
　さらに、複合機１は、画像読取部２が読み取った画像の編集及び加工処理等を行う画像
処理部１９０と、ネットワーク接続された他のパーソナルコンピューターやサーバーとの
間で各種データの通信を行うための通信インターフェイス１６０とを有している。
【００４８】
　次に、複合機１によるファクス転送処理の第１実施形態を説明する。図３は、複合機１
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によるファクス転送処理の第１実施形態を示すフローチャートである。図５は操作部４７
及び表示部１５０を示す図である。図４、図６乃至図１３は表示部１５０の表示画面の一
例を示す図である。なお、図３ではＹＥＳをＹ、ＮＯをＮとして示す。
【００４９】
　複合機１が他のファクシミリ装置からファクシミリデータを受信すると、ジョブ管理部
１０２は、当該ファクシミリデータに基づく画像形成の実行等をファクスジョブとして、
ジョブ管理の対象とする。ジョブ管理部１０２は、既に受け付けている他のジョブ、例え
ば、プリントジョブ等がある場合には、当該ファクスジョブを、当該他のジョブに続く順
番待ちの状態とする。ジョブ管理部１０２は、当該ファクスジョブの実行の順番が到来す
るまでは実行せずに待機状態としておき、順番が到来すると、当該ファクスジョブを実行
する。
【００５０】
　例えば、複合機１がファクシミリデータを受信した時に、画像形成部１３０のトナー切
れや用紙切れの原因等により、当該ファクシミリデータを即座に印刷できない場合などは
、ジョブ管理部１０２は、受信したファクシミリデータを画像メモリー１２０に記憶させ
た状態で、当該ファクシミリデータについてのファクスジョブを待ち状態とする。この場
合、上記原因の解消を示す情報をジョブ管理部１０２が得たとき、ジョブ管理部１０２は
、ファクスジョブをジョブ実行の順番待ちに組み入れる。例えば、トナー切れによりファ
クスジョブが待機状態になっている場合、制御部１０１は、表示部１５０に、待機状態の
原因を示すメッセージを有する表示画面ｄ１（図４）を表示させる。
【００５１】
　このような状態のときに、例えば図５に例を示す操作部４７の「状態確認／ジョブ中止
」キーＢ０をユーザーが押下すると、当該押下操作に基づいて、制御部１０１が、実行中
又は待機中のジョブの一覧、すなわち、ジョブ管理部１０２が管理対象としているジョブ
の一覧を表示させる表示指示を受け付ける（Ｓ１でＹＥＳ）。このとき、制御部１０１は
、表示部１５０に、図６に例を示すような、ユーザーに対していずれの動作のジョブを表
示させるかの選択を促すための動作別ジョブ項目を示す表示画面ｄ２を表示させる（Ｓ２
）。
【００５２】
　この表示画面ｄ２が表示部１５０に表示されている状態で、各動作別のジョブ項目を表
示する画像ｉｍ１～４のうち、ユーザーが所望のジョブ項目を表示している画像を押下す
ると、表示部１５０に表示されているタッチパネル機能により、ユーザーにより押下され
た画像に対応付けられているジョブ項目に属する各ジョブを表示させる表示指示が入力さ
れる（Ｓ３でＹＥＳ）。例えば、図６に示す表示画面ｄ２の場合、「印刷ジョブ状況」画
像ｉｍ１がユーザーにより押下されると、当該画像ｉｍ１に対応付けられている項目であ
る印刷ジョブであって、印刷待ち状態となっている各ジョブのリストの表示を要求する表
示指示が入力される。
【００５３】
　そして、制御部１０１は、ユーザーにより指示されたジョブ項目に属して待機状態とな
っているジョブの一覧を表示部１５０に表示させる（Ｓ４）。例えば、制御部１０１は、
図７に例を示す表示画面ｄ３を、表示部１５０に表示させる。ジョブ管理部１０２は、上
述したように、複数のジョブが一定時間内に集中している場合、他のジョブとの順番待ち
で、複数のジョブを待機状態として管理している。このように、実行が完了しておらずジ
ョブ管理部１０２による管理対象となっている各ジョブのうち、ユーザーにより指定され
た印刷ジョブとして抽出されたジョブを示す画像ｉｍ５，ｉｍ６が表示画面ｄ３内に表示
される。
【００５４】
　図７に示す表示画面ｄ３を表示しているときに、ユーザーにより所望のジョブを示す画
像が押下されると、表示部１５０に配設されるタッチパネル機能により、当該画像に対応
付けられているジョブを指定する指示が受け付けられる（Ｓ５）。例えば、ファクスジョ
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ブを示す画像ｉｍ６が押下されると、表示部１５０に配設されるタッチパネル機能により
、当該画像ｉｍ６に対応付けられているファクスジョブを指定する指示が受け付けられる
。
【００５５】
　更に、ユーザーにより「代行印刷・転送」ボタンｂ１が押下されると、「代行印刷・転
送」ボタンｂ１に対応付けられている転送指示が上記タッチパネル機能により入力され、
転送指示受付部１０３に受け付けられる（Ｓ６でＮＯ，Ｓ１６でＹＥＳ）。この転送指示
は、上記指定されたファクスジョブで画像形成の対象とされているファクシミリデータを
、ネットワーク接続されている他の装置に転送することを要求する指示である。転送指示
受付部１０３は、当該転送指示を、Ｓ５で指定されたジョブがファクスジョブである場合
のみ受け付ける。
【００５６】
　上記転送指示が転送指示受付部１０３に受け付けられると、装置検出部１０７が、複合
機１が接続されているネットワーク上に存在するプリンター（複合機含）、ファクス、コ
ンピューター、外部メモリーのうち、複合機１から送信したデータを画像形成、表示、又
は記憶可能な機器を検出する（Ｓ１７）。なお、外部メモリーの場合、装置検出部１０７
は、当該ネットワーク上のＨＤＤ（ＮＡＳ等）や、複合機１に配設されているＵＳＢイン
ターフェイスに接続されているＵＳＢメモリーも、上記ネットワーク上の装置として検出
する。これにより、ファクシミリデータの転送を行うユーザーは、転送先として設定可能
な装置を容易に把握することができる。
【００５７】
　この後、制御部１０１は、当該検出された各装置を示す画像を表示部１５０に表示させ
る（Ｓ１８）。例えば、制御部１０１は、図８に例を示すように、上記ネットワーク上に
存在する装置として、プリンター（複合機含）、ファクス、コンピューター、外部メモリ
ーが装置検出部１０７により検出された場合、これらを示す「プリンター」画像ｉｍ１１
、「ファクス」画像ｉｍ１２、「アドレス帳」画像ｉｍ１３、「ワンタッチキー」画像ｉ
ｍ１４、「外部メモリー」画像ｉｍ１５を有する表示画面ｄ４を表示部１５０に表示させ
る。なお、「アドレス帳」画像ｉｍ１３及び「ワンタッチキー」画像ｉｍ１４は、コンピ
ューターが検出されていることを示すものとする。また、表示画面ｄ４は、プリンターが
複数検出された場合であっても１つの「プリンター」画像ｉｍ１１の表示により、当該複
数のプリンターの存在を表示するものとする。なお、ファクシミリ装置、コンピューター
、及び外部メモリーについても同様である。
【００５８】
　上記表示画面ｄ４が表示部１５０に表示されているときに、ユーザーが「プリンター」
画像ｉｍ１１を押下すると、タッチパネル機能により、当該「プリンター」画像ｉｍ１１
に対応付けられている指示、すなわち、上記検出されたプリンターの表示を要求する指示
が制御部１０１に受け付けられる。制御部１０１は、当該指示を受け付けると、表示部１
５０に、上記検出された各プリンターを表示させる。例えば、制御部１０１は、図９に示
すように、検出された各プリンターを表示する画像ｉｍ２１～ｉｍ２４を有する表示画面
ｄ５を表示部１５０に表示させる。
【００５９】
　なお、上記表示画面ｄ４が表示部１５０に表示されているときに、ユーザーが「アドレ
ス帳」画像ｉｍ１３を押下すると、タッチパネル機能により、当該「アドレス帳」画像ｉ
ｍ１３に対応付けられている指示、すなわち、上記検出されたコンピューターの表示を要
求する指示が制御部１０１に受け付けられる。制御部１０１は、当該指示を受け付けると
、表示部１５０に、上記検出された各コンピューターを表示させる。例えば、制御部１０
１は、図１０に示すように、検出された各コンピューターを表示する画像ｉｍ３１～ｉｍ
３４を有する表示画面ｄ６を表示部１５０に表示させる。
【００６０】
　ここで、ユーザーにより転送先としたい所望のプリンターを示す画像が押下される等に
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より、上記検出結果として表示されている装置のいずれかを指定する指示が上記タッチパ
ネル機能により入力されると（Ｓ１９でＹＥＳ）、転送指示受付部１０３が、当該指定さ
れた装置を、上記転送指示で転送の対象とされているファクシミリデータの転送先とする
装置として受け付ける（Ｓ２０）。
【００６１】
　転送指示受付部１０３が上記転送先を受け付けると、続いて、パスワード作成部１０４
が、当該転送対象とされるファクシミリデータについてのパスワードを作成する（Ｓ２１
）。
【００６２】
　パスワードの作成後、データ転送制御部１０５は、上記転送対象とされるファクシミリ
データが示す最終頁の次に更なる頁を追加して、上記作成されたパスワードを示す画像を
添付し、当該データを転送用のデータとして生成する（Ｓ２２）。
【００６３】
　当該データの生成後、データ転送制御部１０５は、ファクシミリ通信部１４０又は通信
インターフェイス１６０から、当該生成されたデータを含む転送データを、上記転送先と
して指定された装置に転送する（Ｓ２３）。
【００６４】
　そして、データ転送制御部１０５による上記転送データの転送処理が終了すると（Ｓ２
４でＹＥＳ）、制御部１０１は、上記パスワードを表示部１５０に表示させる（Ｓ２５）
。例えば、制御部１０１は、図１１に例を示す表示画面ｄ７を表示部１５０に表示させる
ことで、Ｓ２１で作成して上記転送先に転送されたパスワードと、転送したファクシミリ
データについてのファクスジョブを削除するためには当該パスワードの入力が必要である
ことを報知する。さらに、転送先からの受信完了通知や、印字成功通知を受け取ったこと
を条件に、パスワードを表示するようにすることで、更なるファクシミリデータの保証が
可能となる。
【００６５】
　上記転送後、ジョブ管理部１０２は、上記転送データの転送先とされた装置を、転送対
象とされたファクシミリデータのファクスジョブに対応付けて記憶しておく（Ｓ２６）。
なお、Ｓ２６の後、処理は終了する。
【００６６】
　一方、上記のＳ４において、制御部１０１が、待機状態であるジョブの一覧を例えば図
７に示す表示画面ｄ３を表示部１５０に表示させているときに、ジョブを指定する指示が
受け付けられ（Ｓ５）、更に、ユーザーにより「中止」ボタンｂ２が押下されると、上記
指定されたジョブを削除（中止）する削除指示が上記タッチパネル機能により削除指示受
付部１０６に受け付けられる（Ｓ６でＹＥＳ）。
【００６７】
　このとき、ジョブ管理部１０２は、当該削除指示の対象とされたジョブが、上記Ｓ２３
でのファクシミリデータの転送が済んでいるファクスジョブであるか否かを判断する（Ｓ
７）。このとき、ジョブ管理部１０２は、当該ファクスジョブが、上記転送済のファクス
ジョブであると判断すると（Ｓ７でＹＥＳ）、制御部１０１は、表示部１５０に、例えば
図１２に例を示す表示画面ｄ９を表示すること等により、ユーザーに対して、パスワード
の入力を促すメッセージを表示させる（Ｓ８）。
【００６８】
　ここで、ユーザーによる操作部４７の操作等によりパスワードが入力されると、削除指
示受付部１０６がこれを受け付ける（Ｓ９）。ジョブ管理部１０２は、当該入力されたパ
スワードと、当該削除対象とされているファクスジョブについてＳ２１でパスワード作成
部１０４が作成したパスワードとが一致するか否かを判断する（Ｓ１０）。
【００６９】
　ジョブ管理部１０２が、当該入力されたパスワードと、Ｓ２１でパスワード作成部１０
４が作成したパスワードとが一致しないと判断した場合は（Ｓ１０でＮＯ）、ジョブ管理
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部１０２は、当該削除指示により削除対象とされたファクスジョブを削除せず、処理はＳ
４に戻り、制御部１０１は、表示部１５０に、再び表示画面ｄ３（図７）を表示させる。
【００７０】
　他方、ジョブ管理部１０２が、当該入力されたパスワードと、Ｓ２１でパスワード作成
部１０４が作成したパスワードとが一致すると判断した場合は（Ｓ１０でＹＥＳ）、ジョ
ブ管理部１０２は、当該削除指示により削除対象とされたファクスジョブを削除（キャン
セル）する（Ｓ１１）。すなわち、ジョブ管理部１０２は、上記両パスワードの一致を条
件に、当該ファクスジョブのジョブ管理を中止して、順番待ちから外す。Ｓ１１の後、処
理は終了する。
【００７１】
　なお、Ｓ７において、ジョブ管理部１０２は、削除指示の対象とされたジョブがＳ２３
での転送が済んでいるファクシミリデータのファクスジョブではないと判断した場合（Ｓ
７でＮＯ）、当該削除指示の対象とされているジョブが、ファクスジョブであれば（Ｓ１
２でＹＥＳ）、当該ファクスジョブの削除を行わない。制御部１０１は、画像形成又は表
示が済んでいない未出力のファクスジョブはキャンセルできない旨を示すメッセージを、
例えば図１３に示す表示画面ｄ１０により表示部１５０に表示させる（Ｓ１３）。
【００７２】
　なお、Ｓ１２において、ジョブ管理部１０２は、当該削除指示の対象とされているジョ
ブがファクスジョブではないと判断した場合は（Ｓ１２でＮＯ）、当該ジョブを削除する
（Ｓ１４）。
【００７３】
　このように、本実施形態では、データ転送制御部１０５がファクシミリデータを他の装
置に転送するときに、パスワード作成部１０４によって作成されたパスワードを一緒に転
送データとして送信することで、当該転送データを受信した装置において、当該ファクシ
ミリデータに加えてパスワードの印刷、表示、記憶も可能にする。これにより、ユーザー
は、この転送先の装置において当該ファクシミリデータの示す内容及びパスワードを得る
ことが可能になる。そして、ジョブ管理部１０２は、当該パスワードがユーザーから入力
され、入力されたパスワードと、作成したパスワードが一致することを条件として、ファ
クシミリデータについてのファクスジョブを削除する。ここで、ユーザーは、上記転送先
の装置において、ファクシミリデータの示す内容と共にパスワードを認識できた場合に、
当該ファクシミリデータを削除するためのパスワードを把握可能になるため、ジョブ管理
部１０２が当該ファクシミリデータについてのファクスジョブを削除するときは、当該フ
ァクシミリデータがいずれかの装置で印刷、表示、又は記憶に基づく印刷又は表示がされ
ていることになる。また、当該パスワードが入力されると、ジョブ管理部１０２がファク
スジョブを削除して、メモリー等に記憶しているデータ量を減らすことができ、メモリフ
ルも防止される。
【００７４】
　これにより、ファクシミリデータの転送により当該ファクシミリデータを、受信元の装
置である複合機１とは異なる他の装置で印刷又は表示可能とする場合に、転送したファク
シミリデータに対応付けられたパスワードの入力を条件に画像メモリー１２０らファクシ
ミリデータを削除することで、受信元の装置におけるファクシミリデータ保存によるメモ
リフルを防止しつつ、正常に受信したファクシミリデータを確実に保証することが可能に
なる。
【００７５】
　次に、複合機１によるファクス転送処理の第２実施形態を説明する。図１４は、複合機
１によるファクス転送処理の第２実施形態を示すフローチャートである。なお、第１実施
形態と同様の処理は図示及び説明を省略する。
【００７６】
　第２実施形態では、上述した第１実施形態におけるＳ１７に続けて、以下の処理が行わ
れる。
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【００７７】
　装置検出部１０７により上記のようにして検出されたネットワーク上の各装置を示す画
像を、制御部１０１が、例えば表示画面ｄ４（図８）により表示部１５０に表示させてい
るときに（Ｓ１８）、ユーザーが「外部メモリー」画像ｉｍ１５を押下すると、タッチパ
ネル機能により、当該「外部メモリー」画像ｉｍ１５に対応付けられている指示、すなわ
ち、上記検出された外部メモリーの表示を要求する指示が制御部１０１に受け付けられる
（Ｓ３１で「外部メモリー又はコンピューター」）。制御部１０１は、当該指示を受け付
けると、表示部１５０に、上記検出された各外部メモリーを表示させる（Ｓ３２）。例え
ば、制御部１０１は、図１５に示すように、検出された各外部メモリーを表示する画像ｉ
ｍ５１～ｉｍ５２を有する表示画面ｄ１１を表示部１５０に表示させる。
【００７８】
　ここで、ユーザーにより転送先としたい所望の外部メモリーを示す画像が押下される等
により、上記検出結果として表示されている外部メモリーのいずれかを指定する指示が上
記タッチパネル機能により入力されると（Ｓ３３でＹＥＳ）、転送指示受付部１０３が、
当該指定された外部メモリーを、上記転送指示で転送の対象とされているファクシミリデ
ータの転送先とする装置として受け付ける（Ｓ３４）。
【００７９】
　転送指示受付部１０３が上記転送先を受け付けると、続いて、パスワード作成部１０４
が、当該転送対象とされるファクシミリデータについてのパスワードを作成する（Ｓ３５
）。
【００８０】
　パスワードの作成後、データ転送制御部１０５は、上記転送対象とされるファクシミリ
データ及びパスワードを含む転送用のデータを生成し、更に、データ変換部１０８が、こ
のデータを予め定められた標準的なデータ形式、例えば、Jpeg、Bitmap、PDF等のデータ
形式に変換する（Ｓ３６）。
【００８１】
　当該データ形式の変換後、データ転送制御部１０５は、データ変換された当該データを
含む転送データを、上記転送先として指定された外部メモリーに転送する（Ｓ３７）。
【００８２】
　なお、Ｓ１８において、ユーザーが「アドレス帳」画像ｉｍ１３を押下した場合は、タ
ッチパネル機能により、当該「アドレス帳」画像ｉｍ１３に対応付けられている指示、す
なわち、上記検出されたコンピューターの表示を要求する指示が制御部１０１に受け付け
られる（Ｓ３１で「外部メモリー又はコンピューター」）。制御部１０１は、表示部１５
０に、上述した表示画面ｄ６（図１０）を表示させ、上記検出された各コンピューターを
表示させる（Ｓ３２）。ここで、ユーザーにより転送先としたい所望のコンピューターを
示す画像が押下される等により、上記検出結果として表示されているコンピューターのい
ずれかを指定する指示が上記タッチパネル機能により入力されると（Ｓ３３）、上記Ｓ３
４～Ｓ３６と同様にして、転送先の受付、パスワードの作成、及び予め定められた標準的
なデータ形式への変換が行われ、変換後のデータが、上記転送先として指定されたコンピ
ューターに転送される（Ｓ３７）。
【００８３】
　このように、データ変換部１０８が上記転送用のデータを予め定められた標準的なデー
タ形式に変換してから外部メモリーやコンピューターに送信することによって、複合機１
とは全く異なる種別の機器において上記転送用のデータを画像形成又は表示することを可
能にする。また、外部メモリーに転送用のデータを出力可能とすることによって、当該外
部メモリーに記憶された転送用のデータを様々な機器で画像形成や表示できる可能性を拡
げることができる。
【００８４】
　また、上述したＳ３１において、ユーザーによる操作部４７の操作で、ファクシミリデ
ータの転送先がプリンター又はファクシミリ装置の画像形成装置を選択した場合（Ｓ３１
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で「プリンター又はファクシミリ装置」）、データ転送制御部１０５は、当該転送先とさ
れたプリンター又はファクシミリ装置が複合機１と同機種又は他機種のいずれであるかを
判断する（Ｓ３８）。
【００８５】
　ここで、データ転送制御部１０５が、当該転送先のプリンター又はファクシミリ装置が
複合機１と同機種であると判断した場合は（Ｓ３８で「同機種」）、上記転送対象とされ
るファクシミリデータ及びパスワードを含む転送データを転送先とされるプリンター又は
ファクシミリ装置に転送する（Ｓ３９）。例えば、データ転送制御部１０５は、転送先の
プリンター又はファクシミリ装置のＩＰアドレスを予め保有しており、このＩＰアドレス
に対してＦＴＰ転送により上記伝送データを送信する。
【００８６】
　また、データ転送制御部１０５が、当該転送先のプリンター又はファクシミリ装置が複
合機１とは他機種であると判断した場合は（Ｓ３８で「他機種」）、データ転送制御部１
０５は、上記転送対象とされるファクシミリデータ及びパスワードを含む転送用のデータ
を生成し、更に、データ変換部１０８が、当該生成されたデータを予め定められた標準的
なデータ形式、例えば、Post Script等の画像形成装置での画像形成に多く適用されてい
るデータ形式に変換する（Ｓ４０）。
【００８７】
　このように、データ変換部１０８が上記転送用のデータを予め定められた標準的なデー
タ形式に変換してからプリンター又はファクシミリ装置に送信することによって、複合機
１とは異なる機種の画像形成装置において上記転送用のデータを画像形成又は表示するこ
とを可能にする。
【００８８】
　続いて、可否検出部１０９が、転送先とされるプリンター又はファクシミリ装置は、上
記予め定められた一般的なデータ形式とされたデータの画像形成が可能か否かを判断する
（Ｓ４１）。
【００８９】
　可否検出部１０９が、当該画像形成装置は、当該一般的なデータ形式とされたデータの
画像形成が可能と判断した場合は（Ｓ４１でＹＥＳ）、データ転送制御部１０５は、上記
一般的なデータ形式とされた、ファクシミリデータ及びパスワードを含む転送データを、
転送先とされるプリンター又はファクシミリ装置に転送する（Ｓ３９）。この場合、デー
タ転送制御部１０５は、予め保有している転送先のプリンター又はファクシミリ装置のＩ
Ｐアドレスに対してＦＴＰ転送により上記転送データを送信してもよいし、ＩＰアドレス
を保有していない場合は、ユーザーによる操作部４７の操作で入力されるＩＰアドレスに
対して上記転送データを送信してもよい。
【００９０】
　一方、可否検出部１０９が、当該プリンター又はファクシミリ装置は、上記予め定めら
れた一般的なデータ形式とされたデータの画像形成が不可能と判断した場合は（Ｓ４１で
ＮＯ）、データ転送制御部１０５は、当該一般的なデータ形式とされたデータを、ファク
シミリ通信部１４０から、クラウド上の予め定められたサーバーに送信し（Ｓ４２）、当
該サーバーにおいて、転送先とするプリンター又はファクシミリ装置に適応するデータ形
式に変換された当該データを、当該サーバーから、当該転送先とする装置にプリンター又
はファクシミリ装置に向けて送信させる。
【００９１】
　このように、クラウド上のサーバーによるデータ変換機能を用いることで、複合機１が
備えるべきデータ変換機能の負担を軽くしつつ、複合機１とは異なる多くの機種において
上記データ転送によるファクシミリデータの画像形成や表示を可能にすることができる。
【００９２】
　次に、第２実施形態に係る複合機１について説明する。図１６は第２実施形態に係る複
合機１の概略構成を示すブロック図である。なお、第１実施形態に係る複合機１と同様の
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構成は説明を省略する。
【００９３】
　図１６に示すように、第２実施形態に係る複合機１は、制御ユニット１００が更に、装
置記憶部１１０を備えている。
【００９４】
　装置記憶部１１０は、例えば、制御ユニット１００に内蔵されるメモリー等からなり、
ユーザーからのパスワード入力に基づいてジョブ管理部１０２によりファクスジョブが上
記第１実施形態と同様にして削除されたとき（図３のＳ１１）、当該削除されたファクス
ジョブのファクシミリデータの転送に用いられていた装置を転送先候補として記憶する。
【００９５】
　なお、第１実施形態と同様に、ＨＤＤ１７０又は図略のＲＯＭに記憶されているファク
スジョブ管理プログラムに従って、制御ユニット１００が動作することにより、制御ユニ
ット１００は、制御部１０１～可否検出部１０９に加えて、更に、装置記憶部１１０を備
える。但し、装置記憶部１１０は、当該ファクスジョブ管理プログラムに基づく動作によ
らず、それぞれハード回路により構成されるものとしてもよい。以下、特に触れない限り
、各実施形態について同様である。
【００９６】
　続いて、第２実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理を説明する。図１７は、
第２実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理を示すフローチャートである。なお
、図３に示した第１実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理と同様の処理は説明
を省略する。
【００９７】
　第２実施形態では、上記Ｓ５０でファクスジョブが削除された後、装置記憶部１１０は
、当該削除されたファクシミリデータの転送に用いられた装置を転送先候補として記憶し
ておく（Ｓ６１）。
【００９８】
　そして、上記転送指示が転送指示受付部１０３に受け付けられたとき（Ｓ１６でＹＥＳ
）、制御部１０１は、装置記憶部１１０に記憶されている転送先候補を読み出し（Ｓ７１
）、読み出した転送先候補としての装置を示す情報を、例えば図１８に例を示す表示画面
ｄ１２により、表示部１５０に表示させる（Ｓ７２）。なお、制御部１０１は、上記転送
指示が転送指示受付部１０３に受け付けられたとき、表示部１５０に上記表示画面ｄ４（
図８）を表示し、ユーザーにより、表示画面ｄ４内の「代行印刷・転送済」画像ｉｍ１６
が押下されたときに、表示画面ｄ１２を表示部１５０に表示させるようにしてもよい。
【００９９】
　この第２実施形態では、ファクシミリデータ及びパスワードを含む転送データの転送を
受けて、当該ファクシミリデータ及びパスワードの画像形成、表示、又は記憶等に成功し
た実績を有する装置が抽出されて、転送先候補として装置記憶部１１０に蓄積されていく
ことになるため、ファクシミリデータの転送先を指定する時等に、当該ファクシミリデー
タを画像形成、表示又は記憶できる信頼性の高い装置をユーザーに対して提示する、或い
は、当該信頼性の高い装置に対して転送データを送信することなどが可能になる。これに
より、正常に受信したファクシミリデータを更に確実に保証することができる。
【０１００】
　続いて、第２実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理の他の形態を説明する。
図１９は、第２実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理を示すフローチャートで
ある。なお、図３又は図１７に示したファクス転送処理と同様の処理は説明を省略する。
【０１０１】
　この実施形態では、装置記憶部１１０が、削除されたファクシミリデータの転送に用い
られた装置を転送先候補として記憶した後（Ｓ６１）、当該装置が転送に用いられた回数
をカウントアップする（Ｓ６２）。すなわち、装置記憶部１１０は、当該削除されたファ
クシミリデータの転送に用いられた装置を転送先候補として記憶するとき、当該装置が転
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送に用いられた回数を記憶しておく。
【０１０２】
　そして、制御部１０１は、装置記憶部１１０に記憶されている転送先候補を読み出すと
き制御部１０１は、各装置の上記利用回数も読み出す（Ｓ７５）。制御部１０１は、各装
置の当該利用回数に基づいて、表示部１５０の表示画面での各装置の表示形態を異ならせ
る（Ｓ７６）。例えば、制御部１０１は、転送先候補が、利用回数の大きいものから、フ
ァクシミリ装置、プリンター、パソコンＥ、パソコンＤの順となっている場合は、図２０
に例を示す表示画面ｄ１３のように、利用回数の多い順に、各装置を示す画像を上から並
べて配置して表示させる（Ｓ７７）。
【０１０３】
　或いは、利用回数の大きいものから、ファクシミリ装置、プリンター、パソコンＥ、パ
ソコンＤの順となっている同様の場合を例にして説明すると、制御部１０１は、図２１に
示す表示画面ｄ１４のように、利用回数の多い装置ほど、サイズが大きくなるようにして
、各装置を示す画像を表示させるようにしてもよい。
【０１０４】
　これにより、制御部１０１により、過去に転送データの転送が成功して無事に画像形成
、表示又は記憶が行われた実績の高い順に、転送先候補とできる各装置をユーザーに認識
させることができる。
【０１０５】
　なお、第２実施形態に係る複合機１によるファクス転送処理はこれら各実施形態に限ら
れない。
【０１０６】
　例えば、上記のようにして制御部１０１が上記転送先候補として記憶されている装置を
読み出すとき（Ｓ７５）、データ転送制御部１０５は、ユーザーからの転送先指定を待つ
ことなく、当該読み出された各装置の内で予め定められた装置、例えば、予め定められた
IPアドレスを有する装置に、転送データを転送するようにしてもよい。これにより、ユー
ザーによる判断に頼ることなく、転送データの転送による画像形成、表示又は記憶が行わ
れる信頼性の高い装置に対して転送して、受信したファクシミリデータの保証の確実性を
高める。
【０１０７】
　また、上記のようにして、制御部１０１が、装置記憶部１１０から上記転送先候補とし
て記憶されている装置を読み出すときに（Ｓ６１）、各装置の上記利用回数も読み出す場
合、データ転送制御部１０５は、最も利用回数の多い装置に、転送データを転送するよう
にしてもよい。これにより、ユーザーによる判断に頼ることなく、転送データの転送によ
る画像形成、表示又は記憶が行われる信頼性の最も高い装置に対して転送して、受信した
ファクシミリデータの保証の確実性を更に高めることができる。
【０１０８】
　また、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。図１乃至図
２１を用いて上記各実施形態に示した構成及び処理は、本発明の一実施形態に過ぎず、本
発明の構成及び処理はこれに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０９】
１        複合機
１００    制御ユニット
１０１    制御部
１０２    ジョブ管理部
１０３    転送指示受付部
１０４    パスワード作成部
１０５    データ転送制御部
１０６    削除指示受付部
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１０７    装置検出部
１０８    データ変換部
１０９    可否検出部
１１０    装置記憶部
１２０    画像メモリー
１３０    画像形成部
１４０    ファクシミリ通信部
１５０    表示部
４７      操作部
ｄ１～ｄ１４  表示画面

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１９】 【図１４】



(21) JP 5914428 B2 2016.5.11
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【図２１】
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