
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介して行うファ
クシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるとともに、中継依
頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メールで受信した
内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情報として中
継送信するネットワークファクシミリ装置の制御方法において、
中継送信情報を送信するための電子メールのヘッダ情報に、上記中継依頼局への返信宛先
情報を配置するステップと、
中継送信先への送信結果通知を、上記返信宛先情報に対応した宛先へ送信するステップと
を備えることを特徴とするネットワークファクシミリ装置の制御方法。
【請求項２】
前記返信宛先情報を、電子メールのヘッダー情報のＦｒｏｍフィールドに配置することを
特徴とする請求項１記載のネットワークファクシミリ装置の制御方法。
【請求項３】
前記返信宛先情報を、電子メールのヘッダー情報のＲｅｐｌｙ－ｔｏフィールドに配置す
ることを特徴とする請求項１記載のネットワークファクシミリ装置の制御方法。
【請求項４】
ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介して行うファ
クシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるとともに、中継依
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頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メールで受信した
内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情報として中
継送信するネットワークファクシミリ装置の制御方法において、
中継送信情報を送信するための電子メールの本文情報に、上記中継依頼局への返信宛先情
報を配置するステップと、
中継送信先への送信結果通知を、上記返信宛先情報に対応した宛先へ送信するステップと
を備えることを特徴とするネットワークファクシミリ装置の制御方法。
【請求項５】
前記返信宛先情報を、識別子とともに本文情報に配置することを特徴とする請求項４記載
のネットワークファクシミリ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介し
て行うファクシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるととも
に、中継依頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メール
で受信した内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情
報として中継送信するネットワークファクシミリ装置の制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介して行
うファクシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるとともに、
中継依頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メールで受
信した内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情報と
して中継送信するネットワークファクシミリ装置が実用されている。
【０００３】
このようなネットワークファクシミリ装置を使用すると、ローカルエリアネットワークに
接続されている端末装置、または、公衆網に接続されているファクシミリ装置の相互間で
情報通信を行うことができ、非常に便利である。
【０００４】
とくに、複数のネットワークファクシミリ装置により多段中継動作を行わせた場合には、
柔軟な中継動作が可能となり、また、利用範囲も拡大される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、多段中継動作を行わせた場合には、最終的な送信宛先への送信結果を中継
依頼局へ通知するための適切な手段が無く、中継依頼局では、送信結果の確認を行えない
という事態を生じるおそれがあった。
【０００６】
本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、多段中継動作を行わせた場合でも、
中継依頼局へ送信結果を適切に通知できるようにしたネットワークファクシミリ装置の制
御方法を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介し
て行うファクシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるととも
に、中継依頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メール
で受信した内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情
報として中継送信するネットワークファクシミリ装置の制御方法において、中継送信情報
を送信するための電子メールのヘッダ情報に、上記中継依頼局への返信宛先情報を配置す
るステップと、中継送信先への送信結果通知を、上記返信宛先情報に対応した宛先へ送信
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するステップとを備えるようにしたものである。また、前記返信宛先情報を、電子メール
のヘッダー情報のＦｒｏｍフィールドに配置するようにしたものである。また、前記返信
宛先情報を、電子メールのヘッダー情報のＲｅｐｌｙ－ｔｏフィールドに配置するように
したものである。
【０００８】
また、ローカルエリアネットワーク上でのデータのやりとりの機能と、公衆網を介して行
うファクシミリ伝送手順によるファクシミリデータのやりとりの機能を備えるとともに、
中継依頼局より公衆網を介して受信した画情報、または、中継依頼局より電子メールで受
信した内容を、その中継依頼局により指定された中継宛先へ、電子メールまたは画情報と
して中継送信するネットワークファクシミリ装置の制御方法において、中継送信情報を送
信するための電子メールの本文情報に、上記中継依頼局への返信宛先情報を配置するステ
ップと、中継送信先への送信結果通知を、上記返信宛先情報に対応した宛先へ送信するス
テップとを備えるようにしたものである。また、前記返信宛先情報を、識別子とともに本
文情報に配置するようにしたものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
図１は、本発明の一実施例にかかるファクシミリ通信システムの一例を示している。
【００１１】
同図において、このファクシミリ通信システムは、公衆網ＰＳＴＮに接続される複数のグ
ループ３ファクシミリ装置ＧＸ１～ＧＸｎ、インターネットＩＮＥＴに接続される複数の
ローカルエリアネットワークＬＮ１～ＬＮｎ、および、公衆網ＰＳＴＮおよびインターネ
ットＩＮＥＴに接続される複数のネットワークファクシミリ付ローカルエリアネットワー
クＬＦ１～ＬＦｎから構成されている。
【００１２】
ネットワークファクシミリ付ローカルエリアネットワークＬＦ（ＬＦ１～ＬＦｎ）の構成
の一例を図２に示し、また、ローカルエリアネットワークＬＮ（ＬＮ１～ＬＮｎ）の一例
を図３に示す。
【００１３】
ネットワークファクシミリ付ローカルエリアネットワークＬＦは、ローカルエリアネット
ワークＬＡＮと、ローカルエリアネットワークＬＡＮに接続される複数のワークステーシ
ョン装置ＷＳ１～ＷＳｎ、メールサーバ装置ＳＭ、および、ネットワークファクシミリ装
置ＦＸからなる。また、ローカルエリアネットワークＬＡＮは、ルータ装置ＲＴを介して
、インターネットＩＮＥＴへと接続され、他のローカルエリアネットワーク等に接続され
ているホスト装置等との間で種々のデータのやりとりが可能である。
【００１４】
また、ローカルエリアネットワークＬＮは、ローカルエリアネットワークＬＡＮと、ロー
カルエリアネットワークＬＡＮに接続される複数のワークステーション装置ＷＳ１～ＷＳ
ｎ、および、メールサーバ装置ＳＭからなり、また、ローカルエリアネットワークＬＡＮ
は、ルータ装置ＲＴを介して、インターネットＩＮＥＴへと接続され、他のローカルエリ
アネットワーク等に接続されているホスト装置等との間で種々のデータのやりとりが可能
である。
【００１５】
ここで、メールサーバ装置ＳＭは、ローカルエリアネットワークＬＡＮに接続されている
ワークステーション装置ＷＳ１～ＷＳｎを利用するユーザ、および、ネットワークファク
シミリ装置ＦＸに対して、電子メール（後述）の収集および配布のサービスを提供するも
のである。
【００１６】
また、ワークステーション装置ＷＳ１～ＷＳｎには、ローカルエリアネットワークＬＡＮ
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を介して種々のデータのやりとりを行うアプリケーションソフトウェア（電子メールの送
受信処理等）や、ネットワークファクシミリ装置ＦＸより受信した電子メールに含まれる
画情報を処理するアプリケーションソフトウェアなどの種々のプログラムが導入されてお
り、特定のユーザにより使用されるものである。ここで、特定のユーザは、一人または複
数人のユーザであってよい。
【００１７】
また、ネットワークファクシミリ装置ＦＸは、ローカルエリアネットワークＬＡＮにおけ
る電子メールの送受信機能、公衆網（ＰＳＴＮ）に接続し、この公衆網を伝送路として用
いてグループ３ファクシミリ伝送手順による画情報伝送を行う伝送機能、および、ファク
シミリ画情報の中継送信機能などの種々の伝送（通信）機能を備えている。
【００１８】
さて、本実施例において、基本的には、ローカルエリアネットワークＬＡＮに接続されて
いる端末相互間でのデータのやりとりは、いわゆるＴＣＰ／ＩＰと呼ばれるトランスポー
トレイヤまでの伝送プロトコルと、それ以上の上位レイヤの通信プロトコルとの組み合わ
せ（いわゆるプロトコルスイート）が適用して行われる。例えば、電子メールのデータの
やりとりでは上位レイヤの通信プロトコルとしてＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）という通信プロトコルが適用される。
【００１９】
また、各端末がメールサーバ装置ＳＭに対して、ユーザ宛の電子メールの受信確認や送信
要求などのために適用するプロトコルとしては、いわゆるＰＯＰ（Ｐｏｓｔ　Ｏｆｆｉｃ
ｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などを適用することができる。
【００２０】
また、ＴＣＰ／ＩＰ，ＳＭＴＰ，ＰＯＰなどの通信プロトコル、および、電子メールのデ
ータ形式やデータ構造などについては、それぞれＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）というインターネットに関する技術内容をまと
めている組織から発行されているＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ）
文書により規定されている。例えば、ＴＣＰはＲＦＣ７９３、ＩＰはＲＦＣ７９３、ＳＭ
ＴＰはＲＦＣ８２１、電子メールの形式は、ＲＦＣ８２２，ＲＦＣ１５２１，ＲＦＣ１５
２２（ＭＩＭＥ（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｍａｉｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）形式）
などでそれぞれ規定されている。
【００２１】
そして、ネットワークファクシミリ装置ＦＸは、読み取った原稿画像を公衆網ＰＳＴＮを
介して他のグループ３ファクシミリ装置ＧＸ１～ＧＸｎへ送信するのみならず、公衆網Ｐ
ＳＴＮを介して、他のグループ３ファクシミリ装置ＧＸ１～ＧＸｎより受信した画情報を
、そのときに指定されたサブアドレスに対応したユーザに対して、電子メールを用いて転
送したり、あるいは、ローカルエリアネットワークＬＡＮのワークステーション装置ＷＳ
より受信した画情報を、指定された短縮ダイアルに対応した公衆網ＰＳＴＮのグループ３
ファクシミリ装置へ転送する転送サービス機能、および、グループ３ファクシミリ装置Ｇ
Ｘ１～ＧＸｎまたは他のネットワークファクシミリ装置ＦＸより依頼された中継転送動作
を行う中継機能等を備えている。
【００２２】
また、自端末宛に受信した電子メールについては、本文情報に配置される画情報を取り出
して、記録出力するようにしている。なお、画情報はバイナリデータであり、電子メール
には、直接バイナリデータを含ませることができないので、所定の変換方法（例えば、Ｂ
ａｓｅ６４符号化方法）を適用して可読情報（７ビットのキャラクタコード）に変換した
状態で、電子メールに含められる。このような電子メールの本文情報の形式をＭＩＭＥ形
式という。
【００２３】
図４は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸの構成例を示している。
【００２４】
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同図において、システム制御部１は、このネットワークファクシミリ装置の各部の制御処
理、および、ファクシミリ伝送制御手順処理などの各種制御処理を行うものであり、シス
テムメモリ２は、システム制御部１が実行する制御処理プログラム、および、制御処理プ
ログラムを実行するときに必要な各種データなどを記憶するとともに、システム制御部１
のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ３は、このネットワークファク
シミリ装置に固有な各種の情報を記憶するためのものであり、時計回路４は、現在時刻情
報を出力するものである。
【００２５】
スキャナ５は、所定の解像度で原稿画像を読み取るためのものであり、プロッタ６は、所
定の解像度で画像を記録出力するためのものであり、操作表示部７は、このファクシミリ
装置を操作するためのもので、各種の操作キー、および、各種の表示器からなる。
【００２６】
符号化復号化部８は、画信号を符号化圧縮するとともに、符号化圧縮されている画情報を
元の画信号に復号化するためのものであり、画像蓄積装置９は、符号化圧縮された状態の
画情報を多数記憶するためのものである。
【００２７】
グループ３ファクシミリモデム１０は、グループ３ファクシミリのモデム機能を実現する
ためのものであり、伝送手順信号をやりとりするための低速モデム機能（Ｖ．２１モデム
）、および、おもに画情報をやりとりするための高速モデム機能（Ｖ．１７モデム、Ｖ．
３４モデム、Ｖ．２９モデム、Ｖ．２７ｔｅｒモデムなど）を備えている。
【００２８】
網制御装置１１は、このファクシミリ装置を公衆網（ＰＳＴＮ）に接続するためのもので
あり、自動発着信機能を備えている。
【００２９】
ローカルエリアネットワークインターフェース回路１２は、このインターネットファクシ
ミリ装置をローカルエリアネットワークＬＡＮに接続するためのものであり、ローカルエ
リアネットワーク伝送制御部１３は、ローカルエリアネットワークＬＡＮを介して、他の
データ端末装置との間で種々のデータをやりとりするための各種所定のプロトコルスイー
トの通信制御処理（電子メール送受信処理やポイント・ツー・ポイント通信処理等）を実
行するためのものである。
【００３０】
これらの、システム制御部１、システムメモリ２、パラメータメモリ３、時計回路４、ス
キャナ５、プロッタ６、操作表示部７、符号化復号化部８、画像蓄積装置９、グループ３
ファクシミリモデム１０、網制御装置１１、および、ローカルエリアネットワーク伝送制
御部１３は、内部バス１４に接続されており、これらの各要素間でのデータのやりとりは
、主としてこの内部バス１４を介して行われている。
【００３１】
また、網制御装置１１とグループ３ファクシミリモデム１０との間のデータのやりとりは
、直接行なわれている。
【００３２】
さて、このようなファクシミリ通信システムにおいて、図５に示したような多段中継動作
を行うことを考える。ここで、多段中継動作とは、通信経路に複数の中継局が含まれる中
継動作をいう。
【００３３】
この場合、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継依頼局ＦＲ１が、ネットワーク
ファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ１に電子メールを用いて中継依頼送信を行い、中
継局ＦＣ１は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ２に対して電子メー
ルを用いて中継依頼送信を行い、中継局ＦＣ２は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸま
たはグループ３ファクシミリ装置ＧＸである受信局ＦＶ１に対して、電子メールまたはフ
ァクシミリ通信により画情報を送信する。
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【００３４】
このような多段中継動作は、まず、中継局ＦＣ１に図６に示すようなワンタッチダイアル
０１についての情報が登録され、中継局ＦＣ２に図７に示すようなワンタッチダイアル０
２についての情報が登録されている場合に、中継依頼局ＦＲ１が宛先情報としてワンタッ
チダイアル０１を指定した状態で中継局ＦＣ１に中継送信依頼のための電子メールを送信
することで開始される。
【００３５】
これにより、中継局ＦＣ１では、中継依頼局ＦＲ１より宛先として指定されたワンタッチ
ダイアル０１に受信局として登録されているワンタッチダイアル０２を宛先情報として指
定した状態で、中継依頼局ＦＲ１より宛先として指定されたワンタッチダイアル０１に中
継局として登録されている宛先へ、中継送信依頼のための電子メールを送信する。
【００３６】
その結果、中継局ＦＣ２では、中継局ＦＣ１より宛先として指定されたワンタッチダイア
ル０２に登録されている受信局の宛先に対して、画情報を送信する。このとき、その受信
局の宛先としてメールアドレスが登録されている場合には電子メールを用いて画情報を送
信し、また、受信局の宛先としてファクシミリ番号（電話番号）が登録されている場合に
は、電子メールに含まれる画情報を取り出した後、その登録されたファクシミリ番号へ発
呼し、その取り出した画情報を送信する。
【００３７】
このようにして、多段中継動作が行われる。
【００３８】
なお、このときの中継局ＦＣ２のワンタッチダイアル０２に登録されている内容が、図８
のような場合には、さらに次の中継局に対して、中継依頼送信が行われる。
【００３９】
この場合において、中継依頼局ＦＲ１から中継局ＦＣ１に、中継依頼送信のために送信さ
れる電子メールの一例を図９に示す。
【００４０】
この場合、中継依頼局ＦＲ１は、ヘッダー情報の「Ｆｒｏｍ：」フィールドに自端末のメ
ールアドレスをセットし、「Ｔｏ：」フィールドに中継局ＦＣ１のメールアドレスをセッ
トし、「Ｓｕｂｊｅｃｔ：」フィールドには、中継依頼送信であることをあらわす「中継
依頼メール」なる文字列を配置する。
【００４１】
また、この場合の電子メールはマルチパートＭＩＭＥ形式であり、その第１パートには、
宛先としてワンタッチダイアル０１を指定することをあらわす「［ＲＥＬＡＹ］　　＃１
」なる文字列を配置し、その第２パートには、中継送信依頼する画情報のＭＩＭＥ情報を
配置する。
【００４２】
また、中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２に、中継依頼送信のために送信される電子メールの
一例を図１０に示す。
【００４３】
この場合、中継局ＦＣ１は、ヘッダー情報の「Ｆｒｏｍ：」フィールドに中継依頼局ＦＲ
１のメールアドレスをセットし、「Ｔｏ：」フィールドに中継局ＦＣ２のメールアドレス
をセットし、「Ｓｕｂｊｅｃｔ：」フィールドには、中継依頼送信であることをあらわす
「中継依頼メール」なる文字列を配置する。
【００４４】
また、この場合の電子メールはマルチパートＭＩＭＥ形式であり、その第１パートには、
宛先としてワンタッチダイアル０２を指定することをあらわす「［ＲＥＬＡＹ］　　＃２
」なる文字列を配置し、その第２パートには、中継依頼局ＦＲ１より受信した画情報のＭ
ＩＭＥ情報を配置する。
【００４５】
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一方、中継局ＦＣ２は、受信局への送信動作を終了すると、図１１に示すような送信結果
通知メールを作成して、この場合には、中継局ＦＣ１より受信した中継依頼送信の電子メ
ールのヘッダー情報の「Ｆｒｏｍ：」フィールドに配置されているメールアドレス、すな
わち、中継依頼局ＦＲ１へ送信する。
【００４６】
この場合、ヘッダー情報の「Ｆｒｏｍ：」フィールドには自端末のメールアドレスをセッ
トし、「Ｔｏ：」フィールドには中継依頼局ＦＲ１のメールアドレスをセットし、「Ｓｕ
ｂｊｅｃｔ：」フィールドには、送信結果レポートであることをあらわす「ＴＲＡＮＳＦ
ＥＲ　ＲＥＳＵＬＴ　ＲＥＰＯＲＴ」なる文字列を配置する。
【００４７】
また、この場合の電子メールはマルチパートＭＩＭＥ形式であり、その第１パートには、
送信結果レポートの内容を配置し、その第２パートには、送信した画情報の１ページ目の
ＭＩＭＥ情報を配置する。
【００４８】
この場合に、中継局ＦＣ１の処理の一例を図１２に示す。この場合、宛先として指定され
たワンタッチダイアルの内容が多段中継動作である場合に実行される。
【００４９】
電子メールを受信すると（判断１０１の結果がＹＥＳ）、その電子メールを受信した保存
し（処理１０２）、その「Ｆｒｏｍ：」フィールドのメールアドレス、すなわち、中継依
頼局ＦＲ１のメールアドレスを記憶する（処理１０３）。
【００５０】
次いで、中継送信の電子メールを作成し（処理１０４）、その電子メールの「Ｆｒｏｍ：
」フィールドの内容を、処理１０３で記憶したメールアドレスに置き換える（処理１０６
）。これにより、中継送信の電子メールの「Ｆｒｏｍ：」フィールドには、中継依頼局Ｆ
Ｒ１のメールアドレスが配置される。
【００５１】
そして、作成した中継依頼の電子メールを送信し（処理１０６）、そのときの中継送信の
結果をあらわす中継結果通知メールを作成し（処理１０７）、その中継結果通知メールを
、記憶している中継依頼局ＦＲ１へ送信する（処理１０８）。
【００５２】
また、中継局ＦＣ２の処理の一例を図１３に示す。この場合、宛先として指定されたワン
タッチダイアルの内容が通常の送信動作である場合に実行される。
【００５３】
電子メールを受信すると（判断２０１の結果がＹＥＳ）、その電子メールを受信した保存
し（処理２０２）、その「Ｆｒｏｍ：」フィールドのメールアドレス、すなわち、中継依
頼局ＦＲ１のメールアドレスを記憶する（処理２０３）。
【００５４】
次いで、そのときの受信局へ、受信した電子メールに含まれた画情報を送信する（処理２
０４）。このときの受信局の宛先がメールアドレスの場合には、電子メールで画情報を送
信し、受信局の宛先がファクシミリ番号の場合には、受信した電子メールから画情報を作
成し、指定された宛先へ発呼し、グループ３ファクシミリ伝送手順により、作成した画情
報を送信する。
【００５５】
そして、そのときの送信の結果をあらわす中継結果通知メールを作成し（処理２０５）、
その中継結果通知メールを、記憶している中継依頼局ＦＲ１へ送信する（処理２０６）。
【００５６】
このようにして、本実施例では、中継局ＦＣ１および中継局ＦＣ２は、それぞれの中継送
信結果をあらわすレポートの電子メールを中継依頼局ＦＲ１へ送信するので、中継依頼局
ＦＲ１では、自分で指定した中継送信の結果を適切に知ることができ、画情報が送信され
たか否かの確認を適切に行うことができる。
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【００５７】
図１４は、多段中継動作の他の例を示している。
【００５８】
この場合、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継依頼局ＦＲ１が、ネットワーク
ファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ１に電子メールを用いて中継依頼送信を行い、中
継局ＦＣ１は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ２に対してファクシ
ミリ通信により中継依頼送信を行い、中継局ＦＣ２は、ネットワークファクシミリ装置Ｆ
Ｘまたはグループ３ファクシミリ装置ＧＸである受信局ＦＶ１に対して、電子メールまた
はファクシミリ通信により画情報を送信する。
【００５９】
また、中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２へのファクシミリ通信は、図１５に示すような手順
で行われる。このとき、送信側である中継局ＦＣ１は、受信側である中継局ＦＣ２とメー
カーコードが一致し、かつ、中継局ＦＣ２が中継機能有りを非標準機能信号ＮＳＦで提示
していることから、非標準命令信号ＮＳＳにより、中継送信を指示するとともに中継依頼
局ＦＲ１のメールアドレスを通知する。
【００６０】
これにより、中継局ＦＣ２は、受信局ＦＶ１への送信結果をあらわす送信結果レポートを
作成し、中継依頼局ＦＲ１に対し、電子メールを用いて送信することができる。また、中
継局ＦＣ１は、中継局ＦＣ２への中継送信結果をあらわすレポートを作成し、電子メール
によりそのレポートを送信する。
【００６１】
その結果、中継依頼局ＦＲ１は、自分が指定した中継送信の結果を適切に知ることができ
る。
【００６２】
図１６は、多段中継のさらに他の例を示している。
【００６３】
この場合、グループ３ファクシミリ装置ＧＸである中継依頼局ＦＲ１が、ネットワークフ
ァクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ１にファクシミリ通信で中継依頼送信を行い、中継
局ＦＣ１は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ２に対して電子メール
を用いて中継依頼送信を行い、中継局ＦＣ２は、グループ３ファクシミリ装置ＧＸである
受信局ＦＶ１に対して、ファクシミリ通信により画情報を送信する。
【００６４】
また、この場合には、中継局ＦＣ１は、中継局ＦＣ２に対して、中継依頼局ＦＲ１のファ
クシミリ番号を通知する。
【００６５】
これにより、中継局ＦＣ１と中継局ＦＣ２は、それぞれの送信結果をあらわす送信結果レ
ポートを作成し、その画情報を、それぞれ中継依頼局ＦＲ１へ、ファクシミリ通信により
送信する。
【００６６】
その結果、中継依頼局ＦＲ１は、自分が指定した中継送信の結果を適切に知ることができ
る。
【００６７】
また、この場合における、中継局ＦＣ１の処理の一例を図１７に示す。
【００６８】
中継依頼局ＦＲ１より画情報を受信するファクシミリ受信動作を終了すると（処理３０１
）、そのときの送信元ファクシミリ電話番号を記憶する（処理３０２）。
【００６９】
次いで、中継メールを作成し（処理３０３）、その中継メールの「Ｆｒｏｍ：」フィール
ドの内容を、処理３０２で記憶した送信元ファクシミリ電話番号の値に置き換え（処理３
０４）。
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【００７０】
そして、その中継メールを中継局ＦＣ２へ送信し（処理３０５）、そのときの中継送信の
結果をあらわす中継結果通知レポートを作成し（処理３０６）、その中継結果通知レポー
トの画情報を、記憶している中継依頼局ＦＲ１へ、ファクシミリ通信により送信する（処
理３０７）。
【００７１】
このようにして、中継依頼局ＦＲ１のファクシミリ番号は、中継メールの「Ｆｒｏｍ：」
フィールドにセットされて、中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２へと通知される。
【００７２】
図１８は、多段中継のまたさらに他の例を示している。
【００７３】
この場合、グループ３ファクシミリ装置ＧＸである中継依頼局ＦＲ１が、ネットワークフ
ァクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ１にファクシミリ通信で中継依頼送信を行い、中継
局ＦＣ１は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸである中継局ＦＣ２にファクシミリ通信
で中継依頼送信を行い、中継局ＦＣ２は、ネットワークファクシミリ装置ＦＸまたはグル
ープ３ファクシミリ装置ＧＸである受信局ＦＶ１に対して、ファクシミリ通信により画情
報を送信する。
【００７４】
また、この場合には、中継局ＦＣ１は、中継局ＦＣ２に対して、独自手順により、中継依
頼局ＦＲ１のファクシミリ番号を通知する。
【００７５】
これにより、中継局ＦＣ１と中継局ＦＣ２は、それぞれの送信結果をあらわす送信結果レ
ポートを作成し、その画情報を、それぞれ中継依頼局ＦＲ１へ、ファクシミリ通信により
送信する。
【００７６】
その結果、中継依頼局ＦＲ１は、自分が指定した中継送信の結果を適切に知ることができ
る。
【００７７】
ところで、上述した実施例では、中継依頼メールの「Ｆｒｏｍ：」フィールドの内容とし
て、中継依頼局ＦＲ１のメールアドレスまたはファクシミリ番号をセットしているが、こ
の中継依頼メールの送信が適切に行われなかった場合には、その中継依頼メールの経路の
メールサーバは、「Ｆｒｏｍ：」フィールドのメールアドレスに対して、エラー通知のメ
ールを送信しようとするので、このような方法は好ましくない場合が生じる。
【００７８】
そこで、送信結果レポートの送信先をヘッダー情報の「Ｒｅｐｌｙ－ｔｏ：」フィールド
に配置することで、このような事態を回避できる。その場合の中継依頼局ＦＲ１から中継
局ＦＣ１への中継依頼メールの一例を図１９に示し、また、中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ
２への中継依頼メールの一例を図２０に示す。
【００７９】
そして、中継局ＦＣ１および中継局ＦＣ２は、それぞれの中継送信の結果をあらわす送信
結果レポートのメールを、それぞれ「Ｒｅｐｌｙ－ｔｏ：」フィールドのメールアドレス
へと送信する。
【００８０】
なお、送信依頼局ＦＲ１がグループ３ファクシミリ装置ＧＸの場合には、「Ｒｅｐｌｙ－
ｔｏ：」フィールドに、そのファクシミリ電話番号をセットする。
【００８１】
このように、本実施例では、送信依頼局ＦＲ１のアドレスを、中継依頼メールの「Ｒｅｐ
ｌｙ－ｔｏ：」フィールドを用いて通知しているので、中継依頼メールの転送エラー発生
時などで不具合が生じることを解消することができる。
【００８２】

10

20

30

40

50

(9) JP 3608024 B2 2005.1.5



ところで、上述した実施例では、ヘッダー情報に送信依頼局ＦＲ１のアドレス情報を配置
しているが、この送信依頼局ＦＲ１のアドレス情報を本文情報として配置することもでき
る。
【００８３】
その場合の中継依頼局１から中継局ＦＣ１への中継依頼メールの一例を図２１に示し、ま
た、中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２への中継依頼メールの一例を図２２に示す。
【００８４】
この場合の中継依頼メールはマルチパートＭＩＭＥ形式のものであり、その本文情報の第
１パートには、次の中継宛先を指示するための項目［ＲＥＬＡＹ］と、送信結果レポート
の返信先を指示するための項目［ＲＥＰＬＹ］がそれぞれ配置され、その項目［ＲＥＰＬ
Ｙ］には、中継依頼局ＦＲ１のアドレス（メールアドレスまたはファクシミリ電話番号）
が配置される。
【００８５】
このように、本実施例では、送信依頼局ＦＲ１のアドレスを本文情報を用いて送信するの
で、送信依頼局ＦＲ１のアドレスをヘッダー情報を用いて送信する場合に生じるおそれの
あるプロトコル上の問題を回避することができる。
【００８６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、中継依頼メールのヘッダー情報（「Ｆｒｏｍ：」
フィールド、または、「Ｒｅｐｌｙ－ｔｏ：」フィールド）に中継依頼局のアドレス情報
を配置しているので、各中継局は、それぞれの中継送信結果をあらわすレポートを適切に
中継依頼局へ送信でき、その結果、中継依頼局では、自分で指定した中継送信の結果を適
切に知ることができ、画情報が送信されたか否かの確認を適切に行うことができるという
効果を得る。
【００８７】
また、中継依頼メールの本文情報に中継依頼局のアドレス情報を配置しているので、各中
継局は、それぞれの中継送信結果をあらわすレポートを適切に中継依頼局へ送信でき、そ
の結果、中継依頼局では、自分で指定した中継送信の結果を適切に知ることができ、画情
報が送信されたか否かの確認を適切に行うことができるという効果も得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例にかかるファクシミリ通信システムの一例を示したブロック図
。
【図２】ネットワークファクシミリ付ローカルエリアネットワークＬＦ（ＬＦ１～ＬＦｎ
）の構成の一例を示したブロック図。
【図３】ローカルエリアネットワークＬＮ（ＬＮ１～ＬＮｎ）の構成の一例を示したブロ
ック図。
【図４】ネットワークファクシミリ装置ＦＸの構成例を示したブロック図。
【図５】多段中継動作の一例を示したタイムチャート。
【図６】中継局ＦＣ１のワンタッチダイアル０１の登録例を示した概略図。
【図７】中継局ＦＣ２のワンタッチダイアル０２の登録例を示した概略図。
【図８】中継局ＦＣ２のワンタッチダイアル０２の他の登録例を示した概略図。
【図９】中継依頼局ＦＲ１から中継局ＦＣ１に、中継依頼送信のために送信される電子メ
ールの一例を示した概略図。
【図１０】中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２に、中継依頼送信のために送信される電子メー
ルの一例を示した概略図。
【図１１】送信結果通知メールの一例を示した概略図。
【図１２】中継局ＦＣ１の処理の一例を示したフローチャート。
【図１３】中継局ＦＣ２の処理の一例を示したフローチャート。
【図１４】多段中継動作の他の例を示したタイムチャート。
【図１５】中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２へのファクシミリ通信手順の一例を示したタイ
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ムチャート。
【図１６】多段中継のさらに他の例を示したタイムチャート。
【図１７】中継局ＦＣ１の処理の他の例を示したフローチャート。
【図１８】多段中継のまたさらに他の例を示したタイムチャート。
【図１９】中継依頼局ＦＲ１から中継局ＦＣ１への中継依頼メールの他の例を示した概略
図。
【図２０】中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２への中継依頼メールの他の例を示した概略図。
【図２１】中継依頼局ＦＲ１から中継局ＦＣ１への中継依頼メールのさらに他の例を示し
た概略図。
【図２２】中継局ＦＣ１から中継局ＦＣ２への中継依頼メールのさらに他の例を示した概
略図。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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