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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯域確保型のＩＰネットワークに接続された相手先装置に、読み取られた原稿に対応す
るファクシミリデータを、前記ＩＰネットワークを介して送信するファクシミリ装置であ
って、
　原稿を読み取る読取部と、
　ファクシミリデータを送信する送信部と、
　前記ファクシミリ装置が対応する各解像度と、前記ＩＰネットワークで利用される各通
信帯域と、の各組み合わせに関連付けて、各組み合わせにおける解像度のファクシミリデ
ータを該解像度と対をなす通信帯域で送信した場合に要する通信費を登録した第一登録部
を作成する第一作成部と、
　ファクシミリデータの解像度を指定する解像度設定として設定された解像度を対象とし
て、前記第一登録部で通信費が最も低額となる特定の通信帯域を、ファクシミリデータの
送信に利用する通信帯域として決定する第一決定部と、
　前記第一登録部において前記特定の通信帯域と対をなす各解像度のうち、関連付けられ
た通信費が前記最も低額の通信費と同額である、前記解像度設定の解像度より高い解像度
を、前記相手先装置に送信されるファクシミリデータの解像度として決定する第二決定部
と、
　前記送信部から、前記第二決定部による決定に基づいたファクシミリデータを送信する
ように制御する送信制御部と、を備えるファクシミリ装置。
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【請求項２】
　前記読取部での原稿の読み取りを、前記ファクシミリ装置が対応する各解像度のうちの
最高解像度で行うように制御する読取制御部と、
　前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度ではない場合、前記読取制
御部による制御によって生成された前記最高解像度のファクシミリデータを、前記第二決
定部によって決定された解像度に変換する変換部と、を備え、
　前記送信制御部は、
　　前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度である場合、前記送信部
から、前記最高解像度のファクシミリデータを送信するように制御し、
　　前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度ではない場合、前記送信
部から、前記変換部によって解像度が変換されたファクシミリデータを送信するように制
御する、請求項１に記載のファクシミリ装置。
【請求項３】
　前記相手先装置が有する解像度の能力を示す情報を取得する取得部を備え、
　前記送信制御部は、前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度ではな
く、且つ、前記取得部によって取得された前記情報が前記第二決定部によって決定された
解像度以上の解像度の能力を示す場合、前記変換部によって解像度が変換されたファクシ
ミリデータを送信するように制御する、請求項２に記載のファクシミリ装置。
【請求項４】
　前記ＩＰネットワークで利用される各通信帯域と、各通信帯域の基準時間当たりの通信
費と、を関連付けて登録した第二登録部を記憶する記憶部と、
　前記ファクシミリ装置が対応する各解像度と、各解像度のファクシミリデータをパケッ
ト化した場合のパケットサイズと、を関連付けて登録した第三登録部を、前記最高解像度
のファクシミリデータのデータサイズを基準として作成する第二作成部と、を備え、
　前記第一作成部は、前記記憶部に記憶された前記第二登録部と、前記第二作成部によっ
て作成された前記第三登録部に登録された各解像度に関連付けられたパケットサイズと、
に従い、前記第一登録部を作成する、請求項２又は請求項３に記載のファクシミリ装置。
【請求項５】
　前記第一作成部は、前記解像度設定の解像度より高い解像度を対象として、前記第一登
録部を作成する、請求項１から請求項４の何れか１項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、帯域確保型のＩＰネットワークを介したファクシミリデータの送信に対応し
たファクシミリ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリ装置に関する技術が提案されている。例えば、特許文献１には、画像通信
装置が開示されている。画像通信装置は、インターネットプロトコル通信網に接続し、Ｖ
ｏＩＰ通信を利用して画像データを出力する。画像通信装置は、その通信先に発呼すると
その通信に係わる料金の有無や料金の高低などを示す特定信号をインターネットプロトコ
ル通信網から受信する。この特定信号を判別して、無料で通信ができる場合には高画質の
出力属性を設定し、有料で通信ができる場合には低画質の出力属性を設定し、出力にかか
る費用と出力する画質とのバランスを保つ。
【０００３】
　特許文献２には、２つのファクシミリ装置の制御方法が開示されている。第一の制御方
法によるファクシミリ装置は、複数の読取線密度で送信原稿を読み取って蓄積し、そのと
きに指定された相手端末に送信する場合の通信コストの予測値をおのおのの読取線密度の
画情報について算出し、予測値が最小で、かつ、読取線密度が最大の読取線密度をそのと
きの読取線密度として設定する。第二の制御方法によるファクシミリ装置は、最大の読取



(3) JP 6019994 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

線密度で送信原稿を読み取って蓄積し、そのときに指定された相手端末に送信する場合の
通信コストの予測値を、設定可能なおのおのの読取線密度の画情報について算出し、その
予測値が最小で、かつ、読取線密度が最大の読取線密度をそのときの読取線密度として設
定する。ファクシミリ装置は、画情報送信時に、蓄積画像を、その選択した解像度の画像
データに変換しながら送信する。なお、送信する画情報のページを選択する構成について
も開示されている。
【０００４】
　特許文献３には、ファクシミリ装置が開示されている。ファクシミリ装置は、通話料金
データと通信枚数より通話時間の予測をし、その結果から読み取り画像密度を決定する。
ユーザは、同一電話料金内での最高画質での送信ができる機能を選択できる。ファクシミ
リ装置は、任意の設計値をスレッシュ値とし、データ容量＞設計値となった場合には、最
高密度で送信を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３４４５号公報
【特許文献２】特開平１０－２９４８４７号公報
【特許文献３】特開平１１－９８３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　送信対象となる原稿を高解像度で読み取り、高解像度のファクシミリデータを送信する
と、これを受信した相手先装置では、好適な品質の画像を印刷することができる。但し、
高解像度のファクシミリデータは、データ量が大きくなる。従って、原稿の読み取りの解
像度が高くなると、送信に要する時間が長くなる。
【０００７】
　次世代ネットワーク（Next Generation Network）と称されるＩＰネットワークが、通
信事業者によって構築され、これを介した帯域確保型の通信サービスが実用化されている
。このような通信サービスを利用すると、ファクシミリデータを高速に送信することが可
能となる。このような通信サービスは、送信時間が、予め定められた基準となる時間（基
準時間）を経過する毎に、課金される。基準時間当たりの通信費（課金額）は、利用する
通信帯域によって異なる場合もある。
【０００８】
　発明者は、上述したような点を考慮し、好適な解像度（画質）のファクシミリデータを
相手先装置に送信することができる技術について検討を行った。
【０００９】
　本発明は、好適な解像度のファクシミリデータをスムーズに送信することができるファ
クシミリ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面は、帯域確保型のＩＰネットワークに接続された相手先装置に、読み取
られた原稿に対応するファクシミリデータを、前記ＩＰネットワークを介して送信するフ
ァクシミリ装置であって、原稿を読み取る読取部と、ファクシミリデータを送信する送信
部と、前記ファクシミリ装置が対応する各解像度と、前記ＩＰネットワークで利用される
各通信帯域と、の各組み合わせに関連付けて、各組み合わせにおける解像度のファクシミ
リデータを該解像度と対をなす通信帯域で送信した場合に要する通信費を登録した第一登
録部を作成する第一作成部と、ファクシミリデータの解像度を指定する解像度設定として
設定された解像度を対象として、前記第一登録部で通信費が最も低額となる特定の通信帯
域を、ファクシミリデータの送信に利用する通信帯域として決定する第一決定部と、前記
第一登録部において前記特定の通信帯域と対をなす各解像度のうち、関連付けられた通信
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費が前記最も低額の通信費と同額である、前記解像度設定の解像度より高い解像度を、前
記相手先装置に送信されるファクシミリデータの解像度として決定する第二決定部と、前
記送信部から、前記第二決定部による決定に基づいたファクシミリデータを送信するよう
に制御する送信制御部と、を備えるファクシミリ装置、である。
【００１１】
　これによれば、通信費を抑えつつ好適な解像度のファクシミリデータを相手先装置に送
信することが可能な通信帯域及び解像度を、スムーズに決定することができる。相手先装
置に、通信費を抑えつつ好適な解像度のファクシミリデータを送信することができる。
【００１２】
　このファクシミリ装置は、次のようにしてもよい。前記読取部での原稿の読み取りを、
前記ファクシミリ装置が対応する各解像度のうちの最高解像度で行うように制御する読取
制御部と、前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度ではない場合、前
記読取制御部による制御によって生成された前記最高解像度のファクシミリデータを、前
記第二決定部によって決定された解像度に変換する変換部と、を備え、前記送信制御部は
、前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度である場合、前記送信部か
ら、前記最高解像度のファクシミリデータを送信するように制御し、前記第二決定部によ
って決定された解像度が前記最高解像度ではない場合、前記送信部から、前記変換部によ
って解像度が変換されたファクシミリデータを送信するように制御する、ようにしてもよ
い。これによれば、変換部によって、最高解像度のファクシミリデータを、第二決定部に
よって決定された解像度のファクシミリデータに変換することができる。解像度の変換を
利用した好適なファクシミリデータの送信を行うことができる。
【００１３】
　前記相手先装置が有する解像度の能力を示す情報を取得する取得部を備え、前記送信制
御部は、前記第二決定部によって決定された解像度が前記最高解像度ではなく、且つ、前
記取得部によって取得された前記情報が前記第二決定部によって決定された解像度以上の
解像度の能力を示す場合、前記変換部によって解像度が変換されたファクシミリデータを
送信するように制御する、ようにしてもよい。これによれば、相手先装置が有する解像度
の能力に応じた好適な解像度のファクシミリデータを送信することができる。
【００１４】
　前記ＩＰネットワークで利用される各通信帯域と、各通信帯域の基準時間当たりの通信
費と、を関連付けて登録した第二登録部を記憶する記憶部と、前記ファクシミリ装置が対
応する各解像度と、各解像度のファクシミリデータをパケット化した場合のパケットサイ
ズと、を関連付けて登録した第三登録部を、前記最高解像度のファクシミリデータのデー
タサイズを基準として作成する第二作成部と、を備え、前記第一作成部は、前記記憶部に
記憶された前記第二登録部と、前記第二作成部によって作成された前記第三登録部に登録
された各解像度に関連付けられたパケットサイズと、に従い、前記第一登録部を作成する
、ようにしてもよい。これによれば、第一登録部を好適に作成することができる。
【００１５】
　前記第一作成部は、前記解像度設定の解像度より高い解像度を対象として、前記第一登
録部を作成する、ようにしてもよい。これによれば、第一登録部をスムーズに作成するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、好適な解像度のファクシミリデータをスムーズに送信することができ
るファクシミリ装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】通信システムの一例を示す図である。
【図２】通信システムで実行される通信シーケンスである。
【図３】ファクシミリ処理のフローチャートである。
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【図４】ＩＮＶＩＴＥメッセージのＳＤＰの一例を示す図である。
【図５】決定処理のフローチャートである。
【図６】決定処理に関する各種のテーブルである。（Ａ）は、第一通信費テーブルである
。（Ｂ）は、データ量テーブルである。（Ｃ）～（Ｅ）は、第二通信費テーブルである。
【図７】送信処理のフローチャートである。
【図８】解像度検討処理のフローチャートである。
【図９】送信時間テーブルである。（Ａ）は、送信時間が解像度毎に登録された状態を示
す。（Ｂ）は、変換後送信時間が解像度毎に登録された状態を示す。（Ｃ）は、通信費が
解像度毎に登録された状態を示す。
【図１０】解像度変換処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を実施するための実施形態について、図面を用いて説明する。本発明は、以下に
記載の構成に限定されるものではなく、同一の技術的思想において種々の構成を採用する
ことができる。例えば、以下に示す構成の一部は、省略し又は他の構成等に置換してもよ
い。他の構成を含むようにしてもよい。
【００１９】
　＜通信システム＞
　通信システム１について、図１を参照して説明する。図１に示す通信システム１は、Ｉ
Ｐネットワークとしての次世代ネットワーク（以下、「ＮＧＮ」という）３によって構築
される。ＮＧＮ３は、光回線を基礎としたネットワークである。通信システム１では、Ｎ
ＧＮ３を介して、ファクシミリデータ（以下、「ＦＡＸデータ」という）を送受信するこ
とができる。ＮＧＮ３を介したこのようなサービスは、西日本電信電話株式会社及び東日
本電信電話株式会社のような通信事業者によって提供される。西日本電信電話株式会社及
び東日本電信電話株式会社によって提供されるＮＧＮ３を介した帯域確保型のデータ通信
サービスとして、データコネクト（登録商標）サービスがある。利用可能な通信帯域は、
例えば、６４ｋｂｐｓ、５１２ｋｂｐｓ、１Ｍｂｐｓである。この帯域確保型のデータ通
信サービスでは、ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone Networks　不図示）を介した通
信と同様、市外局番、市内局番及び加入者番号を含む電話番号（以下、「ダイヤル番号」
という）が利用される。ダイヤル番号としては、例えば、０ＡＢＪやＥ．１６４形式が例
示され、通信事業者から割り当てられる。
【００２０】
　通信システム１は、ファクシミリ装置（以下、「ＦＡＸ装置」という）１０と、相手先
装置５０と、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol）サーバ８０と、ホームゲートウェ
イ（以下、「ＨＧＷ」という）８２を含む。ＦＡＸ装置１０は、後述する各種の処理（図
３、図５、図７、図８及び図１０参照）を実行可能な装置である。相手先装置５０は、Ｆ
ＡＸ装置１０の通信相手となるＦＡＸ装置である。ＦＡＸ装置１０は、ＬＡＮケーブル７
によって、ＨＧＷ８２に接続される。ＦＡＸ装置１０の側のＨＧＷ８２は、ＮＧＮ３に接
続される。相手先装置５０は、ＦＡＸ装置１０と同様、ＬＡＮケーブル７によって、ＨＧ
Ｗ８２に接続される。相手先装置５０の側のＨＧＷ８２も、ＮＧＮ３に接続される。
【００２１】
　ＦＡＸ装置１０とＨＧＷ８２の接続、及び／又は、相手先装置５０とＨＧＷ８２の接続
は、無線ＬＡＮによって行われてもよい。ＦＡＸ装置１０の側のＨＧＷ８２は、ＦＡＸ装
置１０及びＮＧＮ３との間の通信を中継する。相手先装置５０の側のＨＧＷ８２は、相手
先装置５０及びＮＧＮ３との間の通信を中継する。ＨＧＷ８２は、通信事業者によって提
供される場合もある。
【００２２】
　ＳＩＰサーバ８０は、ＦＡＸ装置１０のＩＰアドレス及びＳＩＰＵＲＩ（SIP Uniform 
Resource Identifier）を対応付けて記憶し、相手先装置５０の、ＩＰアドレス及びＳＩ
ＰＵＲＩを対応付けて記憶している。ＳＩＰサーバ８０は、ＳＩＰによる、ＦＡＸ装置１



(6) JP 6019994 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

０と相手先装置５０との間の通信を制御する。ＮＧＮ３を介して実行されるＴ．３８ベー
スのＩＰＦＡＸ（Internet Protocol Fax　以下、「Ｔ．３８ＦＡＸ」という）通信にお
いて、ＳＩＰに基づく各種の信号（指令）は、ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間で
、ＳＩＰサーバ８０を経由して送受信される。Ｔ．３８ＦＡＸ通信については、後述する
。
【００２３】
　＜通信装置＞
　ＦＡＸ装置１０は、Ｔ．３８ＦＡＸ通信を行うための機能を有する。Ｔ．３８は、ＩＰ
プロトコルを用いて、ＦＡＸ通信を行うための伝送制御プロトコルである。Ｔ．３８ＦＡ
Ｘ通信は、ＳＩＰＵＲＩを用いて、ＦＡＸデータを送受信するものである。Ｔ．３８ＦＡ
Ｘ通信によるＦＡＸデータの送受信は、ＮＧＮ３を介して行われる。Ｔ．３８ＦＡＸ通信
において、ＦＡＸデータは符号化されて送受信される。本実施形態では、Ｔ．３８ＦＡＸ
通信におけるＦＡＸデータの送信を「Ｔ．３８ＦＡＸ送信」という。
【００２４】
　ＦＡＸ装置１０は、図１に示すように、表示部１２と、操作部１４と、読取部１６と、
印刷部１８と、ネットワークインターフェース（ネットワークＩ／Ｆ）２０を備える。Ｆ
ＡＸ装置１０は、ＣＰＵ３０と、プログラムＲＯＭ３２と、ＲＡＭ３４と、フラッシュＲ
ＯＭ３６とを備える。これら各部１２～３６は、バスライン２２に接続される。
【００２５】
　表示部１２は、諸情報を表示するためのディスプレイである。操作部１４は、複数のキ
ーを含む。操作部１４に含まれるキーとしては、０～９等のテンキー及びスタートキー等
が例示される。テンキーは、例えば、ダイヤル番号を入力する際に押下される。スタート
キーは、Ｔ．３８ＦＡＸ送信を行う際に、押下される。ユーザは、操作部１４に含まれる
各種の処理に対応付けられたキーを操作することで、各種の指示をＦＡＸ装置１０に入力
することができる。
【００２６】
　読取部１６は、原稿を読み取る。印刷部１８は、ＦＡＸ装置１０で受信されたＦＡＸデ
ータに対応する画像を、記録用紙に印刷する。ネットワークＩ／Ｆ２０には、ＬＡＮケー
ブル７が挿入（接続）される。ネットワークＩ／Ｆ２０は、ＨＧＷ８２を介して接続され
るＮＧＮ３を利用した通信に対応する。
【００２７】
　ＣＰＵ３０は、演算処理を実行する。プログラムＲＯＭ３２は、後述する各種の処理等
のためのコンピュータプログラムを記憶する。ＲＡＭ３４は、ＣＰＵ３０が各種のコンピ
ュータプログラムを実行する際に利用される記憶領域となる。ＲＡＭ３４には、所定のデ
ータ（情報）が記憶される。ＲＡＭ３４には、後述する、第一通信費テーブル（図６（Ａ
）参照）、データ量テーブル（図６（Ｂ）参照）、第二通信費テーブル（図６（Ｃ）～（
Ｅ）参照）及び送信時間テーブル（図９（Ａ）～（Ｃ）参照）も記憶される。ＣＰＵ３０
は、プログラムＲＯＭ３２に記憶された各種のコンピュータプログラムを実行する等して
、ＦＡＸ装置１０を制御する。これによって、ＦＡＸ装置１０では、各種の処理が実行さ
れ、各種の機能が実現される。
【００２８】
　フラッシュＲＯＭ３６は、各種のデータを記憶する。例えば、フラッシュＲＯＭ３６に
は、ＳＩＰサーバ８０のドメイン名が記憶される。ユーザは、操作部１４を操作し、ＳＩ
Ｐサーバ８０のドメイン名を記憶させる。フラッシュＲＯＭ３６には、料金テーブルが記
憶される。料金テーブルには、ＮＧＮ３で利用可能な通信帯域と、基準時間当たりの通信
費が関連付けて登録されている。例えば、料金テーブルには、通信帯域としての６４ｋｂ
ｐｓに関連付けて１円が登録され、５１２ｋｂｐｓに関連付けて１．５円が登録され、１
Ｍｂｐｓに関連付けて２円が登録されている。基準時間は、例えば、３０秒である。
【００２９】
　フラッシュＲＯＭ３６には、ユーザによって設定される、解像度設定と、解像度変更が
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記憶される。ユーザは、操作部１４を操作し、解像度設定及び解像度変更を、設定し、又
は、設定後に変更することができる。解像度設定は、ＦＡＸデータの解像度を指定するた
めの設定である。解像度設定として登録される解像度としては、Ｓｕｐｅｒ Ｆｉｎｅ（
以下、「Ｓ．Ｆｉｎｅ」という）、Ｆｉｎｅ及びＳｔａｎｄａｒｄが例示される。これら
３つの解像度では、Ｓ．Ｆｉｎｅが最高解像度（最高画質）となり、以下、解像度が高い
順に、Ｆｉｎｅ、Ｓｔａｎｄａｒｄとなる。
【００３０】
　解像度変更は、Ｔ．３８ＦＡＸ送信時にＦＡＸデータの解像度を変更（変換）するか否
かに関する設定である。解像度変更は、設定として、例えば、オフと、画質優先と、通信
費優先を含む。オフは、Ｔ．３８ＦＡＸ送信時の原稿の読み取り解像度を解像度設定によ
って指定された解像度とするモードである。従って、解像度変更としてオフが設定されて
いる場合、読取部１６では、解像度設定に従った解像度での読み取りが実行される（図３
のＳ１０４参照）。画質優先は、Ｔ．３８ＦＡＸ送信に際し予め決定されるＦＡＸデータ
の解像度に関し、高解像度化（高画質化）を優先させて解像度を決定するモードである。
通信費優先は、Ｔ．３８ＦＡＸ送信に際し予め決定されるＦＡＸデータの通信費及び解像
度に関し、通信費の低額化を優先させつつ高解像度となるようにするモードである。
【００３１】
　　＜通信シーケンス＞
　通信システム１で実行される、ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間の通信手順につ
いて、図２を参照して説明する。ＦＡＸ装置１０から相手先装置５０にＦＡＸデータをＴ
．３８ＦＡＸ送信する場合、ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間では、手順Ａ１～Ａ
３が順次実行され、ＩＮＶＩＴＥ、２００ＯＫ及びＡＣＫの送受信がなされる。相手先装
置５０では、リクエストとしてのＩＮＶＩＴＥを理解し、受け入れる場合（手順Ａ１）、
ＦＡＸ装置１０に２００ＯＫを送信する（手順Ａ２）。２００ＯＫを受信したＦＡＸ装置
１０は、２００ＯＫを受信したことを通知するため、相手先装置５０にＡＣＫを送信する
（手順Ａ３）。手順Ａ１～Ａ３は、ＳＩＰにて行われる。
【００３２】
　相手先装置５０にてＡＣＫが受信されると、相手先装置５０とＦＡＸ装置１０との間で
、Ｔ．３８ＦＡＸ通信におけるメディアセッションが確立される。即ち、手順Ａ１～Ａ３
は、メディアセッションを確立させるための通信開始処理といえる。メディアセッション
が確立された後、相手先装置５０とＦＡＸ装置１０との間では、手順Ａ４～Ａ１０が順次
実行され、ＤＩＳ、ＤＣＳ、ＣＦＲ、ＰＩＸ、ＥＯＰ、ＭＣＦ及びＤＣＮの送受信がなさ
れる。手順Ａ７で送受信されるＰＩＸにて、ＦＡＸ装置１０から相手先装置５０に対して
ＦＡＸデータが送信される。即ち、相手先装置５０は、手順Ａ７にてＦＡＸデータを受信
する。手順Ａ４～Ａ１０は、Ｔ．３８にて行われる。
【００３３】
　手順Ａ１０が実行された後、ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間では、手順Ａ１１
，Ａ１２が順次実行され、ＢＹＥ及び２００ＯＫの送受信がなされる。これによって、確
立されたメディアセッションによるＴ．３８ＦＡＸ通信が終了する。手順Ａ１１，Ａ１２
は、ＳＩＰにて行われる。ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間の通信に関し、ＳＩＰ
にて行われる手順Ａ１～Ａ３及び手順Ａ１１，Ａ１２は、ＳＩＰサーバ８０を介して行わ
れ、Ｔ．３８にて行われる手順Ａ４～Ａ１０は、ＳＩＰサーバ８０を介することなく行わ
れる。ＦＡＸ装置１０において、上述した各信号の送受信は、ネットワークＩ／Ｆ２０で
行われる。
【００３４】
　＜ファクシミリ処理＞
　ＦＡＸ装置１０で実行されるファクシミリ処理について、図３を参照して説明する。フ
ァクシミリ処理の開始に際し、ユーザは、ＦＡＸ装置１０に送信対象の原稿をセットする
。ユーザは、操作部１４のテンキーを操作し、相手先装置５０のダイヤル番号を入力し、
スタートキーを押下する。ファクシミリ処理は、スタートキーの押下を条件として開始さ
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れる。ファクシミリ処理を開始したＣＰＵ３０は、入力されたダイヤル番号を取得する（
Ｓ１００）。取得されたダイヤル番号は、ＲＡＭ３４に記憶される。続けて、ＣＰＵ３０
は、解像度変更の設定がオフであるか否かを判断する（Ｓ１０２）。Ｓ１０２は、フラッ
シュＲＯＭ３６に記憶された解像度変更に従い行われる。
【００３５】
　解像度変更の設定がオフである場合（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、読取部１６
での原稿の読み取りを制御する（Ｓ１０４）。読取部１６では、ＦＡＸ装置１０にセット
された原稿の読み取りが実行される。原稿の読み取りは、フラッシュＲＯＭ３６に記憶さ
れた解像度設定に従い行われる。本実施形態では、Ｓ１０４及び後述するＳ１１０での読
み取り解像度を解像度ｙＲという。
【００３６】
　ＣＰＵ３０は、読み取られた原稿に対応した画像データを符号化する（Ｓ１０６）。符
号化は、例えば、ＦＡＸ装置１０が対応している符号化方式のうち、最高圧縮率の符号化
方式によって行われる。本実施形態では、ＦＡＸ装置１０は、ＭＭＲ、ＭＲ及びＭＨに対
応していることとする。従って、画像データは、ＭＭＲで符号化され、ＭＭＲで符号化さ
れたＦＡＸデータが生成される。ＦＡＸデータは、ＲＡＭ３４に記憶される。続けて、Ｃ
ＰＵ３０は、ＦＡＸ装置１０にセットされた原稿で、読み取り前の原稿があるか否かを判
断する（Ｓ１０８）。読み取り前の原稿がある場合（Ｓ１０８：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は
、処理をＳ１０４に戻し、Ｓ１０４及びＳ１０６を繰り返して実行する。全ての原稿が読
み取られている場合（Ｓ１０８：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、処理をＳ１１６に移行する。
【００３７】
　解像度変更の設定がオフではない場合（Ｓ１０２：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、読取部１６
での原稿の読み取りを制御する（Ｓ１１０）。読取部１６では、ＦＡＸ装置１０にセット
された原稿の読み取りが実行される。原稿の読み取りは、後述する処理において、解像度
の変換に対応できるようにするため、最高解像度で行われる。具体的には、ＦＡＸ装置１
０が対応している最高解像度、即ち、Ｓ．Ｆｉｎｅで行われる。ＣＰＵ３０は、読み取ら
れた原稿に対応した画像データを符号化する（Ｓ１１２）。Ｓ１１２は、上述したＳ１０
６と同様にして行われる。従って、これに関する説明は省略する。続けて、ＣＰＵ３０は
、ＦＡＸ装置１０にセットされた原稿で、読み取り前の原稿があるか否かを判断する（Ｓ
１１４）。読み取り前の原稿がある場合（Ｓ１１４：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、処理をＳ
１１０に戻し、Ｓ１１０及びＳ１１２を繰り返して実行する。全ての原稿が読み取られて
いる場合（Ｓ１１４：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、処理をＳ１１６に移行する。
【００３８】
　Ｓ１１６でＣＰＵ３０は、Ｓ１０４で読み取られた全頁分の原稿に対応してＳ１０６で
生成された全頁分のＦＡＸデータのデータサイズ、又は、Ｓ１１０で読み取られた全頁分
の原稿に対応してＳ１１２で生成された全頁分のＦＡＸデータのデータサイズを取得し、
ＲＡＭ３４に記憶する。本実施形態では、Ｓ１１６でＲＡＭ３４に記憶されたデータサイ
ズを、データサイズＤという。続けて、ＣＰＵ３０は、決定処理を実行する（Ｓ１１８）
。決定処理は、Ｔ．３８ＦＡＸ送信で用いる通信帯域Ｂと、相手先装置５０に送信される
ＦＡＸデータの解像度ｓＲを決定するための処理である。決定処理については、後述する
。
【００３９】
　Ｓ１１８を実行した後、ＣＰＵ３０は、Ｓ１０４又はＳ１１０での解像度ｙＲと、決定
処理で決定された解像度ｓＲが一致しているか否かを判断する（Ｓ１２０）。両解像度が
一致している場合（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、処理をＳ１２４に移行する。Ｓ
１０２が肯定され（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、Ｓ１０４が実行される場合、Ｓ１１８の決定処
理では、解像度ｓＲは、解像度ｙＲに決定される（図５のＳ２０２参照）。従って、Ｓ１
０４が実行されていた場合、Ｓ１２０は肯定（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）される。両解像度が一
致していない場合（Ｓ１２０：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、Ｓ１１２でＲＡＭ３４に記憶され
たＦＡＸデータの解像度ｙＲを、解像度ｓＲに変換する（Ｓ１２２）。ＣＰＵ３０は、符
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号化されたＦＡＸデータを復号し、復号後の画像データの解像度ｙＲを解像度ｓＲに変換
する。その後、ＣＰＵ３０は、解像度ｓＲとされた画像データを、Ｓ１１２と同様の符号
化方式で符号化する。本実施形態では、符号化方式は、ＭＭＲである。その後、ＣＰＵ３
０は、処理をＳ１２４に移行する。
【００４０】
　Ｓ１２４でＣＰＵ３０は、図４に示すように、ＩＮＶＩＴＥ（図２の「手順Ａ１」参照
）のＳＤＰに、決定処理で決定された通信帯域Ｂを設定する（図４の「b=AS:通信帯域Ｂ
」参照）。続けて、ＣＰＵ３０は、送信処理を実行する（Ｓ１２６）。送信処理は、Ｓ１
００で取得されたダイヤル番号の相手先装置５０にＦＡＸデータをＴ．３８ＦＡＸ送信す
るための処理である。送信処理では、図２に示す通信シーケンスが実行される。送信処理
については、後述する。Ｓ１２６を実行した後、ＣＰＵ３０は、ファクシミリ処理を終了
する。
【００４１】
　＜決定処理＞
　ファクシミリ処理（図３参照）のＳ１１８で実行される決定処理について、図５を参照
して説明する。決定処理を開始したＣＰＵ３０は、解像度変更の設定がオフ、画質優先又
は通信費優先の何れであるかを判断する（Ｓ２００）。Ｓ２００は、フラッシュＲＯＭ３
６に記憶された解像度変更に従い行われる。解像度変更の設定がオフである場合（Ｓ２０
０：オフ）、ＣＰＵ３０は、解像度ｓＲを解像度ｙＲに決定する（Ｓ２０２）。その後、
ＣＰＵ３０は、処理をＳ２０６に移行する。
【００４２】
　解像度変更の設定が画質優先である場合（Ｓ２００：画質優先）、ＣＰＵ３０は、解像
度ｓＲを最高解像度に決定する（Ｓ２０４）。上述した例に基づけば、解像度ｓＲとして
、Ｓ．Ｆｉｎｅが決定される。続けて、ＣＰＵ３０は、図３のＳ１１６で記憶されたデー
タサイズＤから、図３のＳ１０６又はＳ１１２で生成され、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡ
Ｘデータをパケット化した場合のパケットサイズＤ’を取得する（Ｓ２０６）。パケット
サイズＤ’は、予め定めた規定に従い算出される。パケット化に伴い追加されるヘッダ等
のサイズも考慮される。
【００４３】
　次に、ＣＰＵ３０は、第一通信費テーブルを作成する（Ｓ２０８）。第一通信費テーブ
ルは、図６（Ａ）に示すように、６４ｋｂｐｓ、５１２ｋｂｐｓ及び１Ｍｂｐｓの各通信
帯域と、パケットサイズＤ’のＦＡＸデータを各通信帯域で送信した場合に要する通信費
を関連付けて登録したテーブルである。第一通信費テーブルの作成に際し、ＣＰＵ３０は
、フラッシュＲＯＭ３６から料金テーブルを読み出す。また、ＣＰＵ３０は、パケットサ
イズＤ’のＦＡＸデータを各通信帯域を利用して送信した場合に要する送信時間を算出す
る。そして、ＣＰＵ３０は、送信時間と、基準時間と、料金テーブルに登録された基準時
間当たりの通信費に基づき、各通信帯域を利用した場合の通信費を求める。ＣＰＵ３０は
、各通信帯域と、求められた各通信費を関連付けて登録し、第一通信費テーブルを作成す
る。
【００４４】
　続けて、ＣＰＵ３０は、通信帯域Ｂを決定する（Ｓ２１０）。ＣＰＵ３０は、Ｓ２０８
で作成された第一通信費テーブルにおいて通信費が最も低額である通信帯域を、通信帯域
Ｂとして決定する。通信費が最も低額である通信帯域が複数選択されるような場合、複数
選択される通信帯域のうち、最も高速な通信帯域を、通信帯域Ｂとして決定する。その後
、ＣＰＵ３０は、決定処理を終了し、処理を図３のＳ１２０に戻す。
【００４５】
　解像度変更の設定が通信費優先である場合（Ｓ２００：通信費優先）、ＣＰＵ３０は、
図３のＳ１１６で記憶されたデータサイズＤから、図３のＳ１１２で生成され、ＲＡＭ３
４に記憶されたＦＡＸデータをパケット化した場合のパケットサイズＤ’を取得する（Ｓ
２１２）。パケットサイズＤ’は、Ｓ２０６の場合と同じく、予め定めた規定に従い算出
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される。パケット化に伴い追加されるヘッダ等のサイズも考慮される。続けて、ＣＰＵ３
０は、データ量テーブルを作成する（Ｓ２１４）。
【００４６】
　データ量テーブルは、図６（Ｂ）に示すように、Ｓｔａｎｄａｒｄ、Ｆｉｎｅ及びＳ．
Ｆｉｎｅの各解像度と、パケットサイズＤ’を関連付けて登録したテーブルである。デー
タ量テーブルの作成に際し、ＣＰＵ３０は、ＦＡＸデータの解像度をＳ．ＦｉｎｅからＳ
ｔａｎｄａｒｄに変換し、これをパケット化した場合のパケットサイズＤ’を取得する。
ＣＰＵ３０は、ＦＡＸデータの解像度をＳ．ＦｉｎｅからＦｉｎｅに変換し、これをパケ
ット化した場合のパケットサイズＤ’を取得する。Ｓｔａｎｄａｒｄ又はＦｉｎｅに変換
後のパケットサイズＤ’は、予め定めた規定に従い算出される。パケットサイズＤ’の算
出に際し、Ｓ．ＦｉｎｅからＳｔａｎｄａｒｄ又はＦｉｎｅへの変換は、実際には行われ
なくてもよい。ＣＰＵ３０は、Ｓｔａｎｄａｒｄと、Ｓｔａｎｄａｒｄに変換した場合の
パケットサイズＤ’を関連付けて登録し、Ｆｉｎｅと、Ｆｉｎｅに変換した場合のパケッ
トサイズＤ’を関連付けて登録する。Ｓ．Ｆｉｎｅに関し、本実施形態では、上述したＳ
１１０をＳ．Ｆｉｎｅで行い、Ｓ１１２で生成されたＦＡＸデータを、ＲＡＭ３４に記憶
することとしている。従って、ＣＰＵ３０は、Ｓ．Ｆｉｎｅと、Ｓ２１２で取得されたパ
ケットサイズＤ’を関連付けて登録する。ＣＰＵ３０は、このようにしてデータ量テーブ
ルを作成する。
【００４７】
　Ｓ２１４を実行した後、ＣＰＵ３０は、第二通信費テーブルを作成する（Ｓ２１６）。
第二通信費テーブルは、図６（Ｃ）～（Ｅ）に示すように、ＦＡＸ装置１０が対応する各
解像度（Ｓｔａｎｄａｒｄ、Ｆｉｎｅ及びＳ．Ｆｉｎｅ）と、ＦＡＸデータの送信に利用
される各通信帯域（６４ｋｂｐｓ、５１２ｋｂｐｓ及び１Ｍｂｐｓ）の各組み合わせに関
連付けて、各組み合わせにおける解像度のＦＡＸデータを、その解像度と対をなす通信帯
域で送信した場合に要する通信費を登録したテーブルである。第二通信費テーブルには、
図６（Ｃ）～（Ｅ）に示すように、データ量テーブルに対応させ、パケットサイズＤ’を
登録するようにしてもよい。なお、図６（Ｃ）に示す第二通信費テーブルは、Ｓ２１４で
作成されたデータ量テーブルが図６（Ｂ）である場合に作成されるテーブルである。
【００４８】
　第二通信費テーブルの作成に際し、ＣＰＵ３０は、フラッシュＲＯＭ３６から料金テー
ブルを読み出す。また、ＣＰＵ３０は、解像度毎に、パケットサイズＤ’のＦＡＸデータ
を各通信帯域を利用して送信した場合に要する送信時間を算出する。そして、ＣＰＵ３０
は、送信時間と、基準時間と、料金テーブルに登録された基準時間当たりの通信費に基づ
き、解像度毎に、各通信帯域を利用した場合の通信費を求め、登録する。ＣＰＵ３０は、
このようにして第二通信費テーブルを作成する。
【００４９】
　続けて、ＣＰＵ３０は、解像度設定として設定された解像度を対象として、Ｓ２１６で
作成された第二通信費テーブルにおいて通信費が最も低額である通信帯域を、通信帯域Ｂ
として決定する（Ｓ２１８）。通信費が最も低額である通信帯域が複数選択されるような
場合、複数選択される通信帯域のうち、最も高速な通信帯域を、通信帯域Ｂとして決定す
る。Ｓ２１８を、図６（Ｃ）～（Ｄ）に基づき具体的に説明する。先ず、第二通信費テー
ブルが図６（Ｃ），（Ｄ）である場合について説明する。この説明では、解像度設定とし
て、ＳｔａｎｄａｒｄがフラッシュＲＯＭ３６に記憶されているとする。第二通信費テー
ブルが図６（Ｃ）である場合、ＣＰＵ３０は、Ｓｔａｎｄａｒｄ（解像度）に関連付けら
れた各通信費（１円（６４ｋｂｐｓ）、１．５円（５１２ｋｂｐｓ）及び２円（１Ｍｂｐ
ｓ））を抽出し、通信費が最も低額な１円である６４ｋｂｐｓを、通信帯域Ｂとして決定
する。第二通信費テーブルが図６（Ｄ）である場合、ＣＰＵ３０は、Ｓｔａｎｄａｒｄ（
解像度）に関連付けられた各通信費（３円（６４ｋｂｐｓ）、１．５円（５１２ｋｂｐｓ
）及び２円（１Ｍｂｐｓ））を抽出し、通信費が最も低額な１．５円である５１２ｋｂｐ
ｓを、通信帯域Ｂとして決定する。
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【００５０】
　次に、第二通信費テーブルが図６（Ｅ）であり、解像度設定として、Ｓｔａｎｄａｒｄ
がフラッシュＲＯＭ３６に記憶されている場合と、ＦｉｎｅがフラッシュＲＯＭ３６に記
憶されている場合を説明する。解像度設定がＳｔａｎｄａｒｄである場合、ＣＰＵ３０は
、Ｓｔａｎｄａｒｄ（解像度）に関連付けられた各通信費（３２円（６４ｋｂｐｓ）、６
円（５１２ｋｂｐｓ）及び６円（１Ｍｂｐｓ））を抽出する。図６（Ｅ）に示す例では、
５１２ｋｂｐｓ及び１Ｍｂｐｓが共に、通信費が最も低額な６円である。このような場合
、ＣＰＵ３０は、５１２ｋｂｐｓより高速である１Ｍｂｐｓを、通信帯域Ｂとして決定す
る。解像度設定がＦｉｎｅである場合、ＣＰＵ３０は、Ｆｉｎｅ（解像度）に関連付けら
れた各通信費（６４円（６４ｋｂｐｓ）、１２円（５１２ｋｂｐｓ）及び１０円（１Ｍｂ
ｐｓ））を抽出し、通信費が最も低額な１０円である１Ｍｂｐｓを、通信帯域Ｂとして決
定する。
【００５１】
　続けて、ＣＰＵ３０は、解像度ｓＲを決定する（Ｓ２２０）。Ｓ２２０では、Ｓ２１６
で作成された第二通信費テーブルが対象とされ、Ｓ２１８で通信帯域Ｂを決定する際に抽
出された最も低額の通信費が基準とされる。ＣＰＵ３０は、第二通信費テーブルにおいて
通信帯域Ｂと対をなす各解像度のうち、基準となる通信費と同額の通信費が、解像度設定
以外の解像度に関連付けて登録されているか否かを判断する。同額の通信費が登録されて
いる場合、ＣＰＵ３０は、通信費が同額である各解像度のうち、最も高い解像度を、解像
度ｓＲとして決定する。同額の通信費が登録されていない場合、ＣＰＵ３０は、解像度設
定で指定された解像度を、解像度ｓＲとして決定する。
【００５２】
　例えば、Ｓ２１６で作成された第二通信費テーブルが図６（Ｃ）であり、Ｓ２１８で、
解像度設定「Ｓｔａｎｄａｒｄ」に基づき、通信帯域Ｂが６４ｋｂｐｓ（通信費：１円）
に決定されていたとする。ＣＰＵ３０は、図６（Ｃ）に示す第二通信費テーブルを対象と
して、６４ｋｂｐｓを利用した場合に、通信費が共に１円であるＳｔａｎｄａｒｄ及びＦ
ｉｎｅのうち、解像度が高いＦｉｎｅを、解像度ｓＲとして決定する。Ｓ２１６で作成さ
れた第二通信費テーブルが図６（Ｄ）であり、Ｓ２１８で、解像度設定「Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ」に基づき、通信帯域Ｂが５１２ｋｂｐｓ（通信費：１．５円）に決定されていたとす
る。ＣＰＵ３０は、図６（Ｄ）に示す第二通信費テーブルを対象として、５１２ｋｂｐｓ
を利用した場合に、通信費が共に１．５円であるＳｔａｎｄａｒｄ及びＦｉｎｅのうち、
解像度が高いＦｉｎｅを、解像度ｓＲとして決定する。前述した２つの例では、解像度設
定より高い解像度が解像度ｓＲとして決定される。
【００５３】
　Ｓ２１６で作成された第二通信費テーブルが図６（Ｅ）であり、Ｓ２１８で、解像度設
定「Ｓｔａｎｄａｒｄ」に基づき、通信帯域Ｂが１Ｍｂｐｓ（通信費：６円）に決定され
ていたとする。図６（Ｅ）に示す第二通信費テーブルでは、１Ｍｂｐｓに関し、通信費が
６円となるのはＳｔａｎｄａｒｄのみである。従って、ＣＰＵ３０は、通信費が６円であ
るＳｔａｎｄａｒｄを、解像度ｓＲとして決定する。Ｓ２１６で作成された第二通信費テ
ーブルが図６（Ｅ）であり、Ｓ２１８で、解像度設定「Ｆｉｎｅ」に基づき、通信帯域Ｂ
が１Ｍｂｐｓ（通信費：１０円）に決定されていたとする。図６（Ｅ）に示す第二通信費
テーブルでは、１Ｍｂｐｓに関し、通信費が１０円となるのはＦｉｎｅのみである。従っ
て、ＣＰＵ３０は、通信費が１０円であるＦｉｎｅを、解像度ｓＲとして決定する。Ｓ２
２０を実行した後、ＣＰＵ３０は、決定処理を終了し、処理を図３のＳ１２０に戻す。
【００５４】
　＜送信処理＞
　ファクシミリ処理（図３参照）のＳ１２６で実行される送信処理について、図７を参照
して説明する。送信処理を開始したＣＰＵ３０は、ネットワークＩ／Ｆ２０からＩＮＶＩ
ＴＥを送信するように制御する（Ｓ３００）。Ｓ３００は、図２の手順Ａ１に対応する。
ＩＮＶＩＴＥは、決定処理（図５参照）のＳ２１０又はＳ２１８で決定され、ファクシミ
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リ処理（図３参照）のＳ１２４で設定された通信帯域Ｂを含む。ＩＮＶＩＴＥを送信する
場合、ＣＰＵ３０は、図３のＳ１００で取得され、ＲＡＭ３４に記憶された相手先装置５
０のダイヤル番号に従いＳＩＰＵＲＩを生成する。ＩＮＶＩＴＥは、生成されたＳＩＰＵ
ＲＩを送信先として、ネットワークＩ／Ｆ２０から送信される。
【００５５】
　ＣＰＵ３０は、送信されたＩＮＶＩＴＥの応答として、ＳＩＰサーバ８０を介して相手
先装置５０から送信される２００ＯＫを受信したか否かを判断する（Ｓ３０２）。２００
ＯＫは、ネットワークＩ／Ｆ２０で受信される。２００ＯＫの送受信は、図２の手順Ａ２
に対応する。一定期間（タイムアウト時間）内に、２００ＯＫが受信されない場合（Ｓ３
０２：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、送信処理を終了する。２００ＯＫが受信された場合（Ｓ３
０２：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、２００ＯＫに含まれる通信帯域ｒＢと、通信帯域Ｂが一
致しているか否かを判断する（Ｓ３０４）。両通信帯域が一致していない場合（Ｓ３０４
：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０は、解像度検討処理を実行する（Ｓ３０６）。解像度検討処理は、
通信帯域の変更に伴い、ＦＡＸデータの解像度の変換を検討するための処理である。解像
度検討処理については、後述する。通信帯域ｒＢと、通信帯域Ｂが一致していない場合、
ＦＡＸデータの送信では、通信帯域ｒＢが利用される。
【００５６】
　両通信帯域が一致している場合（Ｓ３０４：Ｙｅｓ）、又は、Ｓ３０６を実行した後、
ＣＰＵ３０は、ネットワークＩ／Ｆ２０からＡＣＫを送信するように制御する（Ｓ３０８
）。Ｓ３０８は、図２の手順Ａ３に対応する。ＦＡＸ装置１０と相手先装置５０との間の
ＡＣＫの送受信に伴い、メディアセッションが確立される。Ｓ３００でのＩＮＶＩＴＥの
送信と、２００ＯＫの受信と、Ｓ３０８でのＡＣＫの送信は、ＳＩＰによって行われる。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ３０は、ネットワークＩ／Ｆ２０でのＤＩＳの受信を制御する（Ｓ３１０
）。Ｓ３１０は、図２の手順Ａ４に対応し、Ｔ．３８によって行われる。ＤＩＳは、相手
先装置５０が対応可能な符号化方式及び解像度の各能力を示す情報を含む。続けて、ＣＰ
Ｕ３０は、解像度ｓＲのＦＡＸデータを送信することができるか否かを判断する（Ｓ３１
２）。この判断は、受信済みのＤＩＳに含まれる解像度の能力を示す情報に従い行われる
。受信済みのＤＩＳに含まれる情報が、解像度ｓＲ以上の解像度の能力を示す場合、相手
先装置５０は、解像度ｓＲのＦＡＸデータを受信することができる。従って、このような
場合、Ｓ３１２は肯定（Ｓ３１２：Ｙｅｓ）される。一方、受信済みのＤＩＳに含まれる
情報が、解像度ｓＲより低い解像度の能力を示す場合、相手先装置５０は、解像度ｓＲの
ＦＡＸデータを受信することができない。従って、このような場合、Ｓ３１２は否定（Ｓ
３１２：Ｎｏ）される。
【００５８】
　Ｓ３１２が肯定される場合（Ｓ３１２：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、解像度フラグとして
「変更あり」が設定されているか否かを判断する（Ｓ３１４）。解像度フラグとしては、
「変更あり」及び「変更なし」が定義される。解像度フラグ「変更あり」は、解像度の変
更（変換）を指定した情報である。解像度フラグ「変更なし」は、解像度の未変更（未変
換）を指定した情報である。解像度フラグ「変更あり」は、後述する解像度処理（図８）
のＳ４１０で設定され、解像度フラグ「変更なし」は、Ｓ４１２で設定される。解像度フ
ラグが「変更あり」ではなく、「変更なし」である場合（Ｓ３１４：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０
は、処理をＳ３１８に移行する。
【００５９】
　Ｓ３１２が否定される場合（Ｓ３１２：Ｎｏ）、又は、解像度フラグが「変更あり」で
ある場合（Ｓ３１４：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、解像度変換処理を実行する（Ｓ３１６）
。解像度変換処理は、ＦＡＸデータの解像度ｓＲを、Ｓ３０６の解像度検討処理で決定さ
れた解像度ｘＲとする処理である。解像度変換処理については、後述する。ＣＰＵ３０は
、Ｓ３１６を実行した後、処理をＳ３１８に移行する。
【００６０】
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　Ｓ３１８でＣＰＵ３０は、ネットワークＩ／Ｆ２０から、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡ
Ｘデータをパケット化して送信するように制御する。ＣＰＵ３０は、相手先装置５０が対
応する符号化方式を、受信済みのＤＩＳに含まれる情報から特定する。相手先装置５０が
ＭＭＲに対応していない場合、ＣＰＵ３０は、ＦＡＸデータの符号化方式を、相手先装置
５０が対応する符号化方式に変換しつつ、ネットワークＩ／Ｆ２０から、ＦＡＸデータを
パケット化して送信するように制御する。Ｓ３１８は、図２の手順Ａ７に含まれ、Ｔ．３
８によって行われる。図８では省略しているが、Ｓ３１８の前後において、ＣＰＵ３０は
、図２の手順Ａ５及び手順Ａ６と、手順Ａ８～Ａ１０の各手順に対応した各処理を制御す
る。続けて、ＣＰＵ３０は、ネットワークＩ／Ｆ２０からＢＹＥを送信するように制御し
（Ｓ３２０）、ネットワークＩ／Ｆ２０での２００ＯＫの受信を制御する（Ｓ３２２）。
Ｓ３２０は、図２の手順Ａ１１に対応し、Ｓ３２２は、図２の手順Ａ１２に対応する。Ｓ
３２０でのＢＹＥの送信と、Ｓ３２２での２００ＯＫの受信は、ＳＩＰによって行われる
。Ｓ３２２を実行した後、ＣＰＵ３０は、送信処理を終了する。
【００６１】
　＜解像度検討処理＞
　送信処理（図７参照）のＳ３０６で実行される解像度検討処理について、図８等を参照
して説明する。解像度検討処理を開始したＣＰＵ３０は、送信時間テーブルを作成する（
Ｓ４００）。Ｓ４００で作成される送信時間テーブルは、図９（Ａ）に示すように、Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ、Ｆｉｎｅ及びＳ．Ｆｉｎｅの各解像度と、送信時間を関連付けて登録した
テーブルである。送信時間は、図５のＳ２０６又はＳ２１２で取得されたパケットサイズ
Ｄ’のＦＡＸデータを、２００ＯＫに含まれる通信帯域ｒＢを利用して送信した場合、こ
の送信に要する時間である。送信時間テーブルは、図９（Ａ）に示すように、解像度毎に
、パケットサイズＤ’を登録するようにしてもよい。
【００６２】
　続けて、ＣＰＵ３０は、解像度毎の変換時間αを取得し、取得された各変換時間αを、
対応する解像度の送信時間に加算する（Ｓ４０２）。変換時間αが加算された送信時間は
、図９（Ｂ）に示すように、送信時間テーブルに、変換後送信時間として登録される。変
換時間αについて、決定処理で決定された解像度ｓＲ（図５のＳ２０２、Ｓ２０４又はＳ
２２０参照）以外の解像度については、予め定めた規定に従い算出される。解像度ｓＲの
ＦＡＸデータについては、変換が不要であるため、変換時間αは、０秒とされる。換言す
れば、送信時間がそのまま変換後送信時間として登録される（図９（Ｂ）において、解像
度「Ｆｉｎｅ」の「送信時間：１５６（ｓｅｃ）」及び「変換後時間：１５６（ｓｅｃ）
」参照）。
【００６３】
　次に、ＣＰＵ３０は、解像度毎の通信費を取得する（Ｓ４０４）。取得された通信費は
、図９（Ｃ）に示すように、送信時間テーブルに登録される。Ｓ４０４でＣＰＵ３０は、
フラッシュＲＯＭ３６から料金テーブルを読み出す。そして、ＣＰＵ３０は、変換後送信
時間と、基準時間と、料金テーブルに登録された通信帯域ｒＢの基準時間当たりの通信費
に基づき、解像度毎の通信費を求める。
【００６４】
　Ｓ４０４を実行した後、ＣＰＵ３０は、図９（Ｃ）に示す登録状態の送信時間テーブル
において、通信費が解像度ｓＲの場合より低額となる解像度が存在しているか否かを判断
する（Ｓ４０６）。通信費が解像度ｓＲの場合より低額となる解像度がある場合（Ｓ４０
６：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、低額の解像度を、解像度ｘＲとして設定する（Ｓ４０８）
。例えば、送信時間テーブルが図９（Ｃ）であり、解像度ｓＲとして、Ｆｉｎｅ（通信費
：６円）が決定されているとする。このような場合、ＣＰＵ３０は、通信費「６円」より
低額である「３円」が存在するとして、Ｓ４０６を肯定（Ｓ４０６：Ｙｅｓ）し、Ｓ４０
８で、通信費が３円であるＳｔａｎｄａｒｄを、解像度ｘＲとして設定する。続けて、Ｃ
ＰＵ３０は、解像度フラグを「変更あり」に設定する（Ｓ４１０）。
【００６５】
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　通信費が解像度ｓＲの場合より低額となる解像度がない場合（Ｓ４０６：Ｎｏ）、ＣＰ
Ｕ３０は、解像度フラグを「変更なし」に設定する（Ｓ４１２）。Ｓ４１０又はＳ４１２
を実行した後、ＣＰＵ３０は、解像度検討処理を終了し、処理を図７のＳ３０８に戻す。
【００６６】
　＜解像度変換処理＞
　送信処理（図７参照）のＳ３１６で実行される解像度変換処理について、図１０等を参
照して説明する。解像度変換処理を開始したＣＰＵ３０は、解像度フラグとして「変更あ
り」が設定されているか否かを判断する（Ｓ５００）。解像度フラグは、上述した図８の
Ｓ４１０又はＳ４１２で設定される。解像度フラグが「変更あり」である場合（Ｓ５００
：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、受信済みのＤＩＳ（図７のＳ３１０参照）に含まれる情報に
よって示される解像度（以下、「解像度ＤＩＳ」という）が、解像度ｘＲより低解像度で
あるか否かを判断する（Ｓ５０２）。解像度ｘＲは、上述した図８のＳ４０８で設定され
る。
【００６７】
　解像度ＤＩＳが解像度ｘＲより低解像度ではない場合（Ｓ５０２：Ｎｏ）、ＣＰＵ３０
は、処理をＳ５０６に移行する。解像度フラグが「変更あり」ではなく、「変更なし」で
ある場合（Ｓ５００：Ｎｏ）、又は、解像度ＤＩＳが解像度ｘＲより低解像度である場合
（Ｓ５０２：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、解像度ＤＩＳを、解像度ｘＲとして設定する（Ｓ
５０４）。その後、ＣＰＵ３０は、処理をＳ５０６に移行する。
【００６８】
　Ｓ５０６でＣＰＵ３０は、図３のＳ１０６、Ｓ１１２又はＳ１２２で、ＲＡＭ３４に記
憶されたＦＡＸデータを、解像度ｘＲに変換する。ＣＰＵ３０は、符号化されたＦＡＸデ
ータを復号し、復号後の画像データの解像度ｓＲを解像度ｘＲに変換する。その後、ＣＰ
Ｕ３０は、解像度ｘＲとされた画像データを、Ｓ１１２と同様の符号化方式で符号化する
。Ｓ５０６を実行した後、ＣＰＵ３０は、解像度変換処理を終了し、処理を図７のＳ３１
８に戻す。
【００６９】
　＜本実施形態の効果＞
　本実施形態によれば、次のような効果を得ることができる。
【００７０】
　（１）決定処理（図５参照）では、解像度変更が通信費優先である場合（Ｓ２００：通
信費優先参照）、ファクシミリ処理（図３参照）のＳ１１６で記憶されたデータサイズＤ
から、図３のＳ１１２で生成され、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡＸデータをパケット化し
た場合のパケットサイズＤ’を取得し（Ｓ２１２参照）、データ量テーブル（図６（Ｂ）
参照）を作成する（Ｓ２１４参照）こととした。その後、データ量テーブル及び料金テー
ブル等に基づき、Ｓ２１６で第二通信費テーブル（図６（Ｃ）～（Ｅ）参照）を作成する
こととした。そして、第二通信費テーブル及び解像度設定に基づき、Ｓ２１８で通信帯域
Ｂを決定し、決定された通信帯域Ｂ及び通信帯域Ｂと対をなす各解像度に関連付けられた
通信費に基づき、Ｓ２２０で解像度ｓＲを決定することとした。
【００７１】
　そのため、第二通信費テーブルを好適に作成することができる。通信費を抑えつつ高解
像度のＦＡＸデータを送信するための設定を、スムーズに決定することが可能となる。相
手先装置５０に、通信費を抑えつつ高解像度のＦＡＸデータを送信することができる。
【００７２】
　（２）ファクシミリ処理（図３参照）では、解像度変更の設定がオフでない場合（Ｓ１
０２：Ｎｏ参照）、最高解像度で原稿の読み取りを行う（Ｓ１１０参照）こととし、最高
解像度のＦＡＸデータを生成し（Ｓ１１２参照）、ＲＡＭ３４に記憶することとした。そ
のため、仮に、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡＸデータの解像度ｙＲが、図５のＳ２２０で
決定された解像度ｓＲに一致していない場合（Ｓ１２０：Ｎｏ参照）であっても、最高解
像度のＦＡＸデータを、解像度ｓＲに変換する（Ｓ１２２参照）ことができる。
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【００７３】
　また、送信処理（図７参照）では、Ｓ３１０（図２の手順Ａ４参照）で受信されたＤＩ
Ｓに含まれる解像度の能力に関する情報に基づき、相手先装置５０に解像度ｓＲのＦＡＸ
データが送信可能であると判断される場合（Ｓ３１２：Ｙｅｓ参照）、解像度ｓＲのＦＡ
Ｘデータをパケット化して送信する（Ｓ３１８　図２の手順Ａ７参照）こととした。その
ため、相手先装置５０が有する解像度の能力に応じた好適な解像度のＦＡＸデータを送信
することができる。
【００７４】
　＜変形例＞
　本実施形態は、次のようにすることもできる。
【００７５】
　（１）上記では、ＦＡＸ装置１０で生成されたＦＡＸデータの符号化方式（上記では、
ＭＭＲを例に説明）に、相手先装置５０が対応していない場合、図７のＳ３１８で、ＣＰ
Ｕ３０は、ＦＡＸデータの符号化方式を、相手先装置５０が対応する符号化方式に変換し
つつ、ＦＡＸデータをパケット化して送信するように制御する、こととした。図７のＳ３
１２で、解像度に加え、符号化方式についても判断条件とするようにしてもよい。即ち、
Ｓ３１２で、ＣＰＵ３０は、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡＸデータを相手先装置５０に送
信可能であるか否か、換言すれば、相手先装置５０がこのＦＡＸデータを受信することが
できるか否かを判断する。
【００７６】
　この場合、解像度について対応可能であっても、符号化方式が適切ではない場合、Ｓ３
１２は否定（Ｓ３１２：Ｎｏ）され、Ｓ３１６で、解像度変換処理（図１０参照）が実行
される。ＣＰＵ３０は、図１０のＳ５０６で、ＲＡＭ３４に記憶されたＦＡＸデータを、
相手先装置５０が対応可能な解像度及び／又は符号化方式に変換する。これによって、上
述したＳ３１８での符号化方式の変換を省略することができる。
【００７７】
　（２）上記では、図５のＳ２１４で、解像度設定として設定された解像度に関わらず、
ＦＡＸ装置１０が対応している全ての解像度を対象として、データ量テーブル（図６（Ｂ
）参照）を作成することとした。図５のＳ２１６で、解像度設定として設定された解像度
に関わらず、ＦＡＸ装置１０が対応している全ての解像度を対象として、第二通信費テー
ブル（図６（Ｃ）～（Ｅ）参照）を作成することとした。
【００７８】
　データ量テーブルは、解像度設定より低い解像度については除外し、解像度設定より低
い解像度のパケットサイズＤ’を含まないようにしてもよい。第二通信費テーブルは、解
像度設定より低い解像度については除外し、解像度設定より低い解像度における各通信帯
域の通信費を含まないようにしてもよい。例えば、解像度設定がＦｉｎｅである場合、Ｓ
２１６及びＳ２１８の各処理では、Ｓｔａｎｄａｒｄに関する手順は、省略するようにし
てもよい。Ｓ２１８では、解像度設定として設定された解像度を対象として処理が実行さ
れ、Ｓ２２０では、通信費が同額である各解像度のうち、最も高い解像度が、解像度ｓＲ
として決定される。従って、解像度設定より低い解像度を除外したとしても特に影響はな
く、除外することで、データ量テーブル及び第二通信費テーブルを、スムーズに作成する
ことができる。
【符号の説明】
【００７９】
　１　通信システム
　３　次世代ネットワーク（ＮＧＮ）
　７　ＬＡＮケーブル
　１０　ファクシミリ装置（ＦＡＸ装置）
　１２　表示部
　１４　操作部
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　１６　読取部
　１８　印刷部
　２０　ネットワークインターフェース（ネットワークＩ／Ｆ）
　２２　バスライン
　３０　ＣＰＵ
　３２　プログラムＲＯＭ
　３４　ＲＡＭ
　３６　フラッシュＲＯＭ
　５０　相手先装置
　８０　ＳＩＰサーバ
　８２　ホームゲートウェイ（ＨＧＷ）

【図１】 【図２】
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【図９】
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