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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線が接続される少なくとも２つの接点を有する回線接続端子と、
　電話機が接続される少なくとも２つの接点を有する電話接続端子と、
　上記回線接続端子を上記電話接続端子に接続するか否かを切り換える回線切換手段と、
　上記電話接続端子と上記回線切換手段との間の通電経路に設けられ、その通電経路に電
流が流れたことを検出するオフフック検出手段と、
　上記電話接続端子のいずれか１つの接点から上記オフフック検出手段を通って上記１つ
の接点とは異なる上記電話接続端子の接点に至る閉回路を生成可能な閉回路生成手段と、
　上記回線切換手段に上記回線接続端子と上記電話接続端子とを接続させず、かつ、上記
閉回路生成手段に上記閉回路を生成させる制御を実行する制御手段と、
　上記制御手段が上記制御を実行したときに、上記オフフック検出手段が上記電流が流れ
たことを検出した場合、上記電話接続端子に上記電話回線が誤接続されたと判断する判断
手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　上記電話接続端子に、上記オフフック検出手段を介して擬似呼出信号を出力する擬似呼
出信号出力手段と、
　上記オフフック検出手段及び上記電話接続端子を上記擬似呼出信号出力手段または上記
閉回路生成手段のいずれに接続するかを切り換える上記制御手段により制御可能な接続切
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換手段と、
　を備え、
　上記制御手段は、上記制御を実行する際、上記接続切換手段を制御して上記オフフック
検出手段及び上記電話接続端子を上記閉回路生成手段に接続し、上記擬似呼出信号出力手
段には接続しないことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　上記閉回路生成手段は、上記回線切換手段が上記回線接続端子と上記電話接続端子とを
接続しているときに、上記回線接続端子に上記電話回線を介して接続されている被呼側に
ダイヤルパルス発呼信号を出力するダイヤルパルス発呼信号出力回路であることを特徴と
する請求項１または２記載の通信装置。
【請求項４】
　当該通信装置の電源投入時若しくは予め設定された所定時間が経過する度に、上記制御
手段が上記制御を実行することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　上記回線切換手段は、上記制御手段が上記制御を実行しないデフォルト時には上記回線
接続端子を上記電話接続端子に接続し、
　上記オフフック検出手段が上記電流が流れたことを検出したときに、上記制御手段が上
記制御を実行することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線を介して通信を行う通信装置に関し、詳しくは、電話回線が接続さ
れる少なくとも２つの接点を有する回線接続端子と、電話機が接続される少なくとも２つ
の接点を有する電話接続端子とを備えた通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話回線を介して通信を行う例えばファクシミリ装置，モデム等の各種通信装置では、
その通信装置に更に外付けの電話機を接続する場合がある。この場合、その通信装置には
、電話回線が接続される少なくとも２つの接点を有する回線接続端子と、電話機が接続さ
れる少なくとも２つの接点を有する電話接続端子とが設けられる。ところが、この回線接
続端子と電話接続端子とは、同一形状のものが使用される場合が多く、電話機及び電話回
線を回線接続端子及び電話接続端子に逆に接続してしまう可能性がある。
【０００３】
　そこで、回線接続端子を電話接続端子またはモデム部のいずれかに接続するＣＭＬ（Ｃ
ｏｎｎｅｃｔ　Ｍｏｄｅｍ　ｔｏ　Ｌｉｎｅ）リレーが、回線接続端子をモデム部に接続
した際、上記ＣＭＬリレーからモデム部に向けて流れる電流を検出するループ電流検出回
路を設けることが提案されている。この場合、ループ電流検出回路が電流を検出しない場
合は、回線接続端子に電話機が誤接続されたと判断することができる（例えば、特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－４６７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１記載の装置では、ループ電流検出回路を新たに設ける必要が生じ
、構成が複雑化して装置の製造コストが上昇する。特許文献１記載の装置では、電話接続
端子に電話回線が誤接続されたことを検出するためには、ループ電流検出回路に加えて更
にリレーを設ける必要があり、装置の製造コストが更に上昇してしまう。そこで本発明は
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、それ程構成を複雑化することなく電話接続端子に電話回線が誤接続されたことを検出可
能な通信装置の提供を目的としてなされた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達するためになされた本発明の通信装置は、電話回線が接続される少なくと
も２つの接点を有する回線接続端子と、電話機が接続される少なくとも２つの接点を有す
る電話接続端子と、上記回線接続端子を上記電話接続端子に接続するか否かを切り換える
回線切換手段と、上記電話接続端子と上記回線切換手段との間の通電経路に設けられ、そ
の通電経路に電流が流れたことを検出するオフフック検出手段と、上記電話接続端子のい
ずれか１つの接点から上記オフフック検出手段を通って上記１つの接点とは異なる上記電
話接続端子の接点に至る閉回路を生成可能な閉回路生成手段と、上記回線切換手段に上記
回線接続端子と上記電話接続端子とを接続させず、かつ、上記閉回路生成手段に上記閉回
路を生成させる制御を実行する制御手段と、上記制御手段が上記制御を実行したときに、
上記オフフック検出手段が上記電流が流れたことを検出した場合、上記電話接続端子に上
記電話回線が誤接続されたと判断する判断手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００７】
　このように構成された本発明では、制御手段による上記制御が実行されると、回線接続
端子を電話接続端子に接続するか否かを切り換える回線切換手段は上記回線接続端子と上
記電話接続端子とを接続せず、閉回路生成手段は、上記電話接続端子のいずれか１つの接
点からその接点とは異なる上記電話接続端子の接点に至る閉回路を生成する。また、この
閉回路は、上記電話接続端子と上記回線切換手段との間の通電経路に設けられてその通電
経路に電流が流れたことを検出するオフフック検出手段を通っている。
【０００８】
　このとき、電話接続端子に電話回線が誤接続されていると、その電話回線から印加され
る電圧によって上記閉回路に電流が流れ、上記オフフック検出手段によってその電流が検
出される。そこで、判断手段は、上記制御手段が上記制御を実行したときに、上記オフフ
ック検出手段が上記電流が流れたことを検出した場合、上記電話接続端子に上記電話回線
が誤接続されたと判断する。このように、本発明では、通信装置が一般的に備えている既
存のオフフック検出手段を用いることにより、それ程構成を複雑化することなく電話接続
端子に電話回線が誤接続されたことを検出することが可能となる。
【０００９】
　なお、本発明は以下の構成に限定されるものではないが、上記電話接続端子に、上記オ
フフック検出手段を介して擬似呼出信号を出力する擬似呼出信号出力手段と、上記オフフ
ック検出手段及び上記電話接続端子を上記擬似呼出信号出力手段または上記閉回路生成手
段のいずれに接続するかを切り換える上記制御手段により制御可能な接続切換手段と、を
備え、上記制御手段は、上記制御を実行する際、上記接続切換手段を制御して上記オフフ
ック検出手段及び上記電話接続端子を上記閉回路生成手段に接続し、上記擬似呼出信号出
力手段には接続しなくてもよい。
【００１０】
　このような接続切換手段及び擬似呼出信号出力手段が設けられた場合、接続切換手段が
上記オフフック検出手段及び上記電話接続端子を擬似呼出信号出力手段に接続すると、そ
の擬似呼出信号出力手段により、上記電話接続端子に、上記オフフック検出手段を介して
擬似呼出信号を出力することができる。但し、上記接続切換手段が上記オフフック検出手
段及び上記電話接続端子を上記擬似呼出信号出力手段に接続した状態で、上記電話接続端
子に電話回線が誤接続されると、その電話回線から上記擬似呼出信号出力手段に電圧が印
加され、その擬似呼出信号出力手段が破壊される可能性がある。これに対して、上記のよ
うに、上記制御手段が上記制御を実行する際、上記接続切換手段を制御して上記オフフッ
ク検出手段及び上記電話接続端子を上記閉回路生成手段に接続すれば、上記擬似呼出信号
出力手段に電圧が印加されるのを抑制してその擬似呼出信号出力手段が破壊されるのを一
層良好に抑制することができる。
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【００１１】
　また、上記閉回路生成手段は、当該通信装置における通信に関わる他の機能も兼ねても
よい。その場合、閉回路生成手段としても他の機能を有する既存の回路等を使用すること
ができ、構成の複雑化を一層良好に抑制して装置の製造コストを一層良好に低減すること
ができる。
【００１２】
　そして、その場合、上記閉回路生成手段は、上記回線切換手段が上記回線接続端子と上
記電話接続端子とを接続しているときに、上記回線接続端子に上記電話回線を介して接続
されている被呼側にダイヤルパルス発呼信号を出力するダイヤルパルス発呼信号出力回路
であってもよい。
【００１３】
　また、上記いずれかの発明において、当該通信装置の電源投入時若しくは予め設定され
た所定時間が経過する度に、上記制御手段が上記制御を実行してもよい。この場合、決め
られた時間（電源投入時若しくは所定時間毎）に上記誤接続の検出を行うことができる。
【００１４】
　また、上記いずれかの発明において、上記回線切換手段は、上記制御手段が上記制御を
実行しないデフォルト時には上記回線接続端子を上記電話接続端子に接続し、上記オフフ
ック検出手段が上記電流が流れたことを検出したときに、上記制御手段が上記制御を実行
してもよい。この場合、誤接続がなされて上記オフフック検出手段に電流が流れたときに
、即座に上記制御手段の上記制御を開始して上記誤接続の検出を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明が適用された複合機の構成を表すブロック図である。
【図２】その複合機で実行される制御を表すフローチャートである。
【図３】その制御における誤接続検出プロセスを詳細に表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　　［複合機の回路構成］
　次に、本発明の実施の形態を図面と共に説明する。図１は、本発明が適用された通信装
置の一例としての複合機１の構成を表すブロック図である。図１に示すように、本実施の
形態の複合機１は、ＮＣＵ（ネットワーク・コントロール・ユニット）部１０と、そのＮ
ＣＵ部１０を制御する制御手段及び判断手段の一例としてのＣＰＵ３０とを備えている。
【００１７】
　ＣＰＵ３０にはＲＯＭ３１，ＲＡＭ３２が接続されており、このＣＰＵ３０は、ＲＯＭ
３１に記憶されたプログラムに基づき、オフフック信号受信回路３５，擬似呼出信号指令
回路３６，ＤＰ発呼信号指令回路３７，ＣＩ信号受信回路３８，モデム部３９を介してＮ
ＣＵ部１０を制御する。なお、上記各回路３５～３８は、ＣＰＵ３０とＮＣＵ部１０とを
絶縁するためのフォトカプラ等によって構成されている。また、モデム部３９は、変調さ
れた通信データ（画像データ）を解析してデジタル化する周知のものである。更に、ＣＰ
Ｕ３０には、複合機１の図示しない筐体表面に設けられたユーザインタフェース（Ｕｓｅ
ｒＩ／Ｆ）４１と、モデム部３９を介して受信した画像データに基づいて用紙に画像を形
成する画像形成部４２とが接続されている。
【００１８】
　次に、ＮＣＵ部１０の構成について詳細に説明する。ＮＣＵ部１０は、電話機の一例と
しての外付電話５０を接続可能な電話接続端子の一例としての電話機接続端子１１と、電
話回線７０を接続可能な回線接続端子１２とを備えている。電話機接続端子１１，回線接
続端子１２は、いずれも複合機１の外部に露出した同一形状のモジュラージャックとして
構成されており、２つの接点１１Ａ，１１Ｂまたは１２Ａ，１２Ｂをそれぞれ備えている
。接点１１Ａと接点１２Ａとを接続する通電経路１３Ａと、接点１１Ｂと接点１２Ｂとを
接続する通電経路１３Ｂとには、接続切換手段の一例としてのＤＰＳリレー１５と回線切
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換手段の一例としてのＣＭＬリレー１６とが途中に設けられている。
【００１９】
　ＤＰＳリレー１５，ＣＭＬリレー１６が図１に示す接点位置に切り換えられた場合、通
電経路１３Ａ，１３Ｂを介して電話機接続端子１１と回線接続端子１２とがつながって、
外付電話５０を電話回線７０に接続することができる。ＣＭＬリレー１６は回線接続端子
１２側に設けられ、通電経路１３Ａ，１３Ｂをそれぞれ切断して回線接続端子１２をトラ
ンス１７に接続することができる。トランス１７は、電話回線７０から入力された通信デ
ータを、絶縁状態を保持しつつモデム部３９に伝達するものである。
【００２０】
　ＤＰＳリレー１５は電話機接続端子１１側に設けられ、通電経路１３Ａ，１３Ｂをそれ
ぞれ切断して電話機接続端子１１を擬似呼出信号出力手段の一例としての擬似呼出回路１
８に接続することができる。擬似呼出回路１８は、電話回線７０を介して入力される呼出
信号の代わりとなる擬似呼出信号を、擬似呼出信号指令回路３６からの指令に基づいて出
力する周知のものである。すなわち、ＤＰＳリレー１５を擬似呼出回路１８の方向に切り
換えておけば、擬似呼出信号指令回路３６からの指令に基づいて擬似呼出回路１８から外
付電話５０に擬似呼出信号を出力することができ、着信があっても外付電話５０が鳴動し
ない設定とすることもできる。
【００２１】
　また、電話機接続端子１１の接点１１ＡとＤＰＳリレー１５と間の通電経路１３Ａには
、フォトカプラからなる電流検知部１９Ａを備えたオフフック検出手段の一例としてのオ
フフック検知回路１９が設けられている。このオフフック検知回路１９の検出信号は、オ
フフック信号受信回路３５を介してＣＰＵ３０に入力される。
【００２２】
　更に、ＤＰＳリレー１５とＣＭＬリレー１６との間の通電経路１３Ａ，１３Ｂの間には
、閉回路生成手段及びダイヤルパルス発呼信号出力回路の一例としてのＤＰ発呼回路２１
と、ＣＩ検出回路２３とが並列に接続されている。ＤＰ発呼回路２１は、ＤＰ発呼信号指
令回路３７からの指令に基づいてＤＰスイッチ２１Ａにより通電経路１３Ａ，１３Ｂを短
絡することによって、ＤＰ発呼信号（ダイヤルパルス発呼信号）を電話回線７０に出力す
る周知のものである。なお、ＤＰスイッチ２１Ａは、例えば、ＤＰ発呼信号指令回路３７
によって駆動される発光ダイオードと対をなしてフォトカプラを構成するフォトトランジ
スタ等によって構成される。また、ＣＩ検出回路２３は、電話回線７０から入力されたＣ
Ｉ信号（コール・インジケータ信号）を検出してＣＩ信号受信回路３８に入力する周知の
ものである。
【００２３】
　　［複合機における制御］
　次に、この複合機１においてＣＰＵ３０がＲＯＭ３１に記憶されたプログラムに基づい
て実行する制御を、図２のフローチャートを用いて説明する。なお、図２の処理は、複合
機１の電源投入時に開始される。
【００２４】
　図２に示すように、処理が開始されると、先ず、Ｓ１０（Ｓはステップを表す：以下同
様）にて、誤接続検出プロセスが実行される。図３は、この誤接続検出プロセスを詳細に
表すフローチャートである。
【００２５】
　図３に示すように、この誤接続検出プロセスでは、先ず、Ｓ１１にて、デフォルト時（
回線開放）のリレー設定がなされる。すなわち、ＣＭＬリレー１６がＤＰ発呼回路２１の
方向に切り換えられ、ＤＰＳリレー１５もＤＰ発呼回路２１の方向に切り換えられ、ＤＰ
スイッチ２１ＡはＯＰＥＮとされる。このとき、図示しない別ルーチンにより回線種別の
判定がなされる。
【００２６】
　続く制御手段の一例としてのＳ１２では、誤接続検出用のリレー設定がなされる。すな
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わち、ＣＭＬリレー１６がモデム部３９の方向に切り換えられ、ＤＰＳリレー１５はＤＰ
発呼回路２１の方向に維持され、ＤＰスイッチ２１ＡはＣＬＯＳＥとされる。この処理に
より、電話機接続端子１１の接点１１Ａから、通電経路１３Ａを介してオフフック検知回
路１９，ＤＰＳリレー１５，ＤＰ発呼回路２１を順次経由して、更に通電経路１３Ｂを介
して電話機接続端子１１の接点１１Ｂに至る閉回路が形成される。また、この閉回路は、
ＣＭＬリレー１６がモデム部３９の方向に切り換えられることによって回線接続端子１２
とは導通していない。
【００２７】
　このため、電話機接続端子１１に外付電話５０が正常に接続されている場合は、上記閉
回路には電流が流れないが、電話機接続端子１１に電話回線７０が誤接続されている場合
は、その電話回線７０から印加される４８Ｖの電圧によって上記閉回路に電流が流れる。
そこで、続く判断手段の一例としてのＳ１３では、オフフック検知回路１９の検出信号が
モニタされることにより、電流検知部１９Ａに、すなわち上記閉回路に電流が流れている
か否かが判断される。
【００２８】
　そして、電流が流れていない場合は（Ｓ１３：Ｎ）、Ｓ１４にて誤接続されていないと
の判断がなされ、更にＳ１５にてＳ１１と同様にデフォルト時のリレー設定がなされた後
で、処理は図２のＳ３０へ移行する。
【００２９】
　一方、上記閉回路に電流が流れていた場合は（Ｓ１３：Ｙ）、Ｓ２１にて誤接続がなさ
れたことが検知され、更にＳ２２にてＳ１１と同様にデフォルト時のリレー設定がなされ
た後で、Ｓ２３にてユーザインタフェース４１を介して警告がなされる。続くＳ２４では
、ユーザのキー操作があったか否かが判断され、キー操作がない場合は（Ｓ２４：Ｎ）、
Ｓ２５にて、上記Ｓ２３による警告から一定時間が経過したか否かが判断される。一定時
間が経過していない場合は（Ｓ２５：Ｎ）、処理は再びＳ２４へ移行し、このＳ２４，Ｓ
２５のループ処理により、ユーザのキー操作があるか一定時間が経過するまで処理は待機
する。そして、ユーザのキー操作があるか（Ｓ２４：Ｙ）、若しくは上記一定時間が経過
すると（Ｓ２５：Ｙ）、処理はＳ１１へ移行する。
【００３０】
　このため、上記誤接続が検知されて（Ｓ２１）、ユーザインタフェース４１を介して警
告がなされた場合でも（Ｓ２３）、その警告に応じてユーザが上記誤接続を修正してから
何らかのキー操作がなされるか（Ｓ２４：Ｙ）、一定時間が経過（Ｓ２５：Ｙ）するかす
ると、再び誤接続の判断（Ｓ１１～Ｓ１３）がなされる。そして、誤接続が修正されてい
れば（Ｓ１３：Ｙ）、処理は前述のＳ１４，Ｓ１５を介して図２のＳ３０へ移行する。
【００３１】
　図２へ戻って、Ｓ３０では、オフフック検知回路１９の検出信号がモニタされることに
より、電流検知部１９Ａに電流が流れているか否かが判断される。この時点では、デフォ
ルト時のリレー設定がなされているので（Ｓ１５）、電流検知部１９Ａに電流が流れるの
は、外付電話５０，電話回線７０が共に正常に接続されてかつ外付電話５０がオフフック
された場合である。電源投入直後には、通常、外付電話５０はオフフックされていないの
で、Ｓ３０では否定判断されて処理はＳ３１へ移行する。
【００３２】
　Ｓ３１では、ＣＩ検出回路２３がＣＩ信号を検出しているか否かがＣＩ信号受信回路３
８を介して判断され、ＣＩ信号が検出されていない場合は（Ｓ３１：Ｎ）、Ｓ３２にてＳ
３０と同様にオフフック検知回路１９の電流検知部１９Ａに電流が流れているか否かが判
断される。電流が流れていない場合は（Ｓ３２：Ｎ）、上記Ｓ３０の処理から一定時間が
経過したか否かがＳ３３にて判断され、一定時間が経過していない場合は（Ｓ３３：Ｎ）
、処理は前述のＳ３１へ移行する。このようにして、電源投入後は、通常、処理は前述の
Ｓ１０，Ｓ３０を介してＳ３１～Ｓ３３のループ処理へ移行し、待機状態となる。
【００３３】
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　そして、Ｓ３１～Ｓ３３の処理による待機中に着信があり、ＣＩ信号が検出されると（
Ｓ３１：Ｙ）、処理はＳ３４へ移行し、オフフック検知回路１９の電流検知部１９Ａに電
流が流れているか否かが判断される。電流が流れていない場合は（Ｓ３４：Ｎ）、Ｓ３５
にて複合機１の本体が着信したか否かが判断される。本体が着信していない場合は（Ｓ３
５：Ｎ）、上記Ｓ３１にて肯定判断がなされてから一定時間が経過したか否かがＳ３６に
て判断され、一定時間が経過していない場合は（Ｓ３６：Ｎ）、処理は前述のＳ３４へ移
行する。通常は、ＣＩ信号が検出されると（Ｓ３１：Ｙ）、Ｓ３４～Ｓ３６の処理による
呼出中に上記一定時間が経過するまでに（Ｓ３６：Ｎ）、外付電話５０がオフフックされ
てオフフック検知回路１９の電流検知部１９Ａに電流が流れるか（Ｓ３４：Ｙ）、若しく
は、本体が着信する（Ｓ３５：Ｙ）。
【００３４】
　本体が着信した場合は（Ｓ３５：Ｙ）、処理はＳ３７へ移行し、周知の本体着信処理、
すなわち、複合機１の本体に設けられたハンドセット（図示省略）による通話か、モデム
部３９を介したＦＡＸ通信が実行されて、処理は前述のＳ３１～Ｓ３３の処理による待機
状態へ移行する。なお、Ｓ３７の本体着信処理実行中は、ＣＭＬリレー１６はモデム部３
９の方向に切り換えられる。
【００３５】
　また、Ｓ３４～Ｓ３６の処理による呼出中にオフフック検知回路１９の電流検知部１９
Ａに電流が流れると（Ｓ３４：Ｙ）、処理はＳ３８へ移行し、その電流が流れなくなるま
で待機する（Ｓ３８：Ｙ）。すなわち、この場合、外付電話５０がオフフックされた外付
通話中であると判断され、外付電話５０がオンフックされて上記電流が流れなくなるまで
待機するのである。
【００３６】
　そして、通話が終了して外付電話５０がオフフックされ、オフフック検知回路１９の電
流検知部１９Ａに電流が流れなくなると（Ｓ３８：Ｎ）、処理は前述のＳ３１～Ｓ３３の
処理による待機状態へ移行する。また、前述のＳ３４～Ｓ３６の処理による呼出中に一定
時間が経過した場合も（Ｓ３６：Ｙ）、同様に処理は前述のＳ３１～Ｓ３３の処理による
待機状態へ移行する。
【００３７】
　Ｓ３１～Ｓ３３の処理による待機中に、オフフック検知回路１９の電流検知部１９Ａに
電流が流れた場合（Ｓ３２：Ｙ）、若しくは、一定時間が経過した場合は（Ｓ３３：Ｙ）
、処理は前述のＳ１０へ移行し、再び誤接続検出プロセスが実行される。ここで、前者の
場合は、電源投入後に電話機接続端子１１に電話回線７０が誤接続された場合か、外付電
話５０が発信のためにオフフックされた場合である。外付電話５０がオフフックされた場
合は、誤接続検出プロセス（Ｓ１０）が終了した後もオフフックが継続され、電流検知部
１９Ａに電流が流れているので、Ｓ３０にて肯定判断がなされ、処理はＳ３８へ移行する
。このため、外付電話５０からの発信時にも、通話が終了してその外付電話５０がオンフ
ックされるまで処理はＳ３８にて待機する。
【００３８】
　また、電源投入後、Ｓ３１～Ｓ３３の処理による待機中等に、着信があっても外付電話
５０が鳴動しない設定がなされた場合は、その時点でＤＰＳリレー１５は擬似呼出回路１
８の方向に切り換えられ、その後にＳ１０へ移行した場合にもＳ１５ではＤＰＳリレー１
５が擬似呼出回路１８の方向に切り換えられる。
【００３９】
　　［実施の形態の効果及びその変形例］
　このように、本実施の形態の複合機１では、電源投入時及び一定時間が経過する度に（
Ｓ３３：Ｙ）、誤接続検出プロセス（Ｓ１０）を実行することができる。また、Ｓ３１～
Ｓ３３の処理による待機中に電流検知部１９Ａに電流が流れた場合にも（Ｓ３２：Ｙ）、
誤接続検出プロセス（Ｓ１０）が実行されるので、電源投入後に電話機接続端子１１に電
話回線７０が誤接続された場合にも即座にその誤接続を検出することができる。すなわち
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、電源投入後に電話機接続端子１１に電話回線７０が誤接続された場合、回線接続端子１
２に誤接続された電話機５０がオフフックされるとか、ＤＰＳリレー１５が擬似呼出回路
１８側に切り換えられるとかしたときに上記閉回路が形成され、電流検知部１９Ａに電流
が流れて（Ｓ３２：Ｙ）、誤接続検出プロセス（Ｓ１０）が実行されるのである。
【００４０】
　そして、この誤接続検出プロセス（Ｓ１０）は、既存のオフフック検知回路１９とＤＰ
発呼回路２１とを使用して実行されるので、構成を複雑化することなく電話機接続端子１
１に電話回線７０が誤接続されたことを検出することが可能となる。また、誤接続検出プ
ロセス（Ｓ１０）では、ＤＰＳリレー１５がＤＰ発呼回路２１の方向に切り換えられ、擬
似呼出回路１８は電話機接続端子１１と導通しなくなるので、上記誤接続がなされた場合
であっても、擬似呼出回路１８に電話回線７０から電圧が印加されてその擬似呼出回路１
８が破壊されるのも抑制することができる。
【００４１】
　なお、本発明は上記実施の形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々の形態で実施することができる。例えば、ＤＰ発呼回路２１等の閉回路生
成手段は、オフフック検出手段と回線切換手段との間の通電経路を完全には短絡せず低イ
ンピーダンスでバイパスするだけでもよく、オフフック検出手段で検出可能な程度の電流
が流れればよい。また、閉回路生成手段としては、ＤＰ発呼回路以外の既存の構成を利用
してもよく、既存の構成を利用せずに特別に回路（スイッチ等）を設けてもよい。更に、
本発明は、複合機やファクシミリ装置以外にも種々の通信装置に適用することができ、例
えば、パーソナルコンピュータを電話回線に接続するモデム装置等にも適用することがで
きる。
【符号の説明】
【００４２】
１…複合機　　　　　　　　　１０…ＮＣＵ部　　　　　　　　１１…電話機接続端子
１１Ａ，１１Ｂ，１２Ａ，１２Ｂ…接点　　　　　　　　　　　１２…回線接続端子
１３Ａ，１３Ｂ…通電経路　　１５…ＤＰＳリレー　　　　　　１６…ＣＭＬリレー
１８…擬似呼出回路　　　　　１９…オフフック検知回路　　　１９Ａ…電流検知部
２１…ＤＰ発呼回路　　　　　２１Ａ…ＤＰスイッチ　　　　　２３…ＣＩ検出回路
３９…モデム部　　　　　　　４１…ユーザインタフェース　　４２…画像形成部
５０…外付電話　　　　　　　７０…電話回線
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