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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信接続された相手機とファクシミリ通信を行うための機能を有する通信装置において
、
　第１の通信シーケンス、又は第１の通信シーケンスよりもＩＰ網で通信を行うのに適し
た第２の通信シーケンスに基づいて相手機と通信を行う通信制御手段と、
　前記通信制御手段により前記第１の通信シーケンスに基づいて前記相手機と通信が開始
され、該通信中に通信エラーが発生すると、各通信エラーを検出する通信プロトコル監視
部と、
　前記通信プロトコル監視部により検出された各通信エラーの中でＩＰ網経由の通信によ
り発生したと思われるＩＰ網通信エラーの発生頻度が規定値を越えた場合には、前記通信
がＩＰ網経由の通信であると判定するＩＰ網判定部とを備え、
　前記通信装置が送信機として用いられる場合、前記通信制御手段は、前記ＩＰ網判定部
によりＩＰ網を経由する通信であると判定されると、前記第２の通信シーケンスに基づい
て通信を行うことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第２の通信シーケンスは、前記第１の通信シーケンスに比べて多様な装置に対応可
能な通信接続規格であることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第２の通信シーケンスは、前記第１の通信シーケンスに比べて通信能力が低いこと
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を特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２の通信シーケンスは、前記第１の通信シーケンスに比べて通信速度が低いこと
を特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の通信シーケンスは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．３４で規定される通信シーケンスで
あり、
　前記第２の通信シーケンスは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．１７で規定される通信シーケンスで
あることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記ＩＰ網通信エラーとは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．８シーケンスのＣＭ信号を送信してＶ
．３４機能無しのＪＭ信号を受信した場合を示す通信エラー、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．３４シ
ーケンスの受信フェーズＣにて１３秒間ＥＯＬ信号を検知できないかもしくは所定時間フ
レームを受信できない場合を示す通信エラー、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．３４シーケンスの受信
フェーズＤの命令受信にて無効コマンドを受信した場合を示す通信エラー、ＩＴＵ－Ｔ勧
告Ｖ．３４シーケンスの送信フェーズＤにて応答受信がエラーであった場合を示す通信エ
ラーのいずれかであることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記ＩＰ網判定部は、通信開始時に外部装置からＩＰ網識別信号が送信されたか否かを
判断し、送信されたと判断すると、前記通信がＩＰ網経由の通信であると判定することを
特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記外部装置は、異なる通信網間の情報の送受信及びプロトコルの変換を行う変換装置
であることを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記外部装置は、ＶｏＩＰアダプタであることを特徴とする請求項７又は８に記載の通
信装置。
【請求項１０】
　前記外部装置に応じて異なる複数のＩＰ網識別信号を予め記憶する識別信号記憶部を備
え、
　前記ＩＰ網判定部は、通信開始時に前記外部装置から送信された信号と、前記識別信号
記憶部に記憶されたＩＰ網識別信号とを照合し、照合が一致すると、前記通信がＩＰ網経
由の通信であると判定することを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の通信
装置。
【請求項１１】
　通信開始時に、前記通信がＩＰ網経由の通信であることを入力するＩＰ網接続入力手段
を備え、
　前記ＩＰ網判定部は、前記ＩＰ網接続入力手段による入力があると、前記通信がＩＰ網
経由の通信であると判定することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の通
信装置。
【請求項１２】
　前記相手機とＩＰ網経由で通信接続されているか否かを示す接続設定情報を宛先と対応
付けて予め記憶する接続設定記憶部を備え、
　前記ＩＰ網判定部は、ＩＰ網経由で通信接続されていることを示す接続設定情報と対応
付けられた宛先が入力されると、前記通信がＩＰ網経由の通信であると判定することを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ機能を有する通信装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の通信装置として、例えば特許文献１に開示されているように、ＩＴＵ－
Ｔ勧告Ｔ．３０に基づいて、アナログ公衆回線を介して接続された相手先ファクシミリ装
置とファクシミリ通信を行うファクシミリ装置が提案されている。上記通信装置は、下記
のような通信手順にて通信を開始する。即ち、上記通信装置は、相手先ファクシミリ装置
に画像データを送信するために、先ず、呼出信号（ＣＮＧ信号）を相手先ファクシミリ装
置に送信する。そして、上記通信装置は、ＣＮＧ信号送信後、相手先ファクシミリ装置か
ら該装置の受信能力を示すデジタル識別信号（ＤＩＳ信号）を受信すると、相手先ファク
シミリ装置の受信能力及び自機の送信能力を考慮して画像データを伝送するための伝送モ
ード（伝送速度、画像データのサイズなど）を決定し、その決定内容を通知するためのデ
ジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を相手先ファクシミリ装置に送信する。
【０００３】
　その後、上記通信装置は、ＤＣＳ信号で通知した伝送速度で相手先ファクシミリ装置が
画像データを受信可能か否かを調査するモデムトレーニングを開始するため、通知した伝
送速度でトレーニングチェック信号（ＴＣＦ信号）を相手先ファクシミリ装置に送信する
。そして、上記通信装置は、相手先ファクシミリ装置からＴＣＦ信号が受信できたことを
示す受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受信すると、画像データを相手先ファクシミリ装
置に送信する。
【０００４】
　一方、上記通信装置は、相手先ファクシミリ装置からＴＣＦ信号が受信できなかったこ
とを示すトレーニング失敗信号（ＦＴＴ信号）を受信すると、モデムトレーニングが失敗
したので、上記設定した伝送速度を予め設定した速度分遅らせた伝送速度に変更し、その
変更内容を通知するためのＤＣＳ信号を相手先ファクシミリ装置に送信し、その後、変更
した伝送速度でＴＣＦ信号を相手先ファクシミリ装置に送信する。上記通信装置は、相手
先ファクシミリ装置からＣＦＲ信号を受信するまで段階的に伝送速度の値を下げ、相手先
ファクシミリ装置に対しＤＣＳ信号及びＴＣＦ信号の送出を繰り返し行う。
【０００５】
　また、上記通信装置は、ＩＰ電話アダプタを用いることで、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｐｔｏｃｏｌ）網に接続され、該ＩＰ網を介して接続されている相手先ファクシミリ
装置と各種信号及び画像データの送受信を行うことが可能となる。上記ＩＰ電話アダプタ
は、上記通信装置から情報サイズの大きい画像データを受けると、該画像データを複数の
パケットに分割して相手先ファクシミリ装置に向けてＩＰ網に転送する。ＩＰ網では、ア
ナログ公衆回線網における１つのルートを用いるデータ伝送と異なり、複数のルートを用
いて各種信号及び複数のパケットを伝送する。このＩＰ網は、該ＩＰ網に接続された多数
の装置が上記複数のルートを共有して各自が各種信号及び画像データの送受信を行うため
に混雑することがあり、ルータ及び蓄積交換部分等のキューに各種信号及びパケットを一
時的に貯め、各ルートの混雑を緩和する構成を有する。
【特許文献１】特開２００３－２５９０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＩＰ網では、キューの中からＩＰ網に送出される各種信号及びパケット数よ
りも、新たにキューに到着する各種信号及びパケット数が多くなり、キュー待ちによるパ
ケット送出処理の遅延及びパケット量の増加により輻輳などが発生し、パケットの伝送速
度が大きく変動する場合がある。このように、ＩＰ網では、不規則にパケットの伝送速度
が大きく変動することがあるため、上記通信装置が該ＩＰ網を介して接続された相手先フ
ァクシミリ装置とファクシミリ通信を行う場合、上記記載のアナログ公衆回線を介して接
続された相手先ファクシミリ装置とファクシミリ通信を行う場合のように段階的に伝送速
度の値を下げて相手先ファクシミリ装置への伝送速度を調整すると、モデムトレーニング
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時と、画像データ送信時とではＩＰ網内のパケット量が変動しており、調整した伝送速度
で送出した画像データのパケットがキュー待ちになってキューから規定時間内に送出され
ずにタイムアウトになるパケットが生じることがある。これにより、上記通信装置では、
相手先装置に画像データを送り届けることが出来ないエラーを生じるという問題があった
。
【０００７】
　以上の問題点に鑑み、本発明の目的は、通信能力の異なる２種類の通信シーケンスを切
り替えて用いることにより、相手先ファクシミリ装置とＩＰ網を介して接続された場合で
も自機及び相手機間で互いに円滑に各種信号及び画像データの送受信を行うことが可能な
通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以上の点を解決するために、次の構成を採用する。
　＜構成１＞
　本発明の通信装置は、通信接続された相手機とファクシミリ通信を行うための機能を有
する通信装置において、第１の通信シーケンス、又は第１の通信シーケンスよりもＩＰ網
で通信を行うのに適した第２の通信シーケンスに基づいて相手機と通信を行う通信制御手
段と、通信制御手段により第１の通信シーケンスに基づいて相手機と通信が開始され、該
通信中に通信エラーが発生すると、各通信エラーを検出する通信プロトコル監視部と、通
信プロトコル監視部により検出された各通信エラーの中でＩＰ網経由の通信により発生し
たと思われるＩＰ網通信エラーの発生頻度が規定値を越えた場合には、通信がＩＰ網経由
の通信であると判定するＩＰ網判定部とを備え、通信装置が送信機として用いられる場合
、通信制御手段は、ＩＰ網判定部によりＩＰ網を経由する通信であると判定されると、第
２の通信シーケンスに基づいて通信を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、データ送受信先の相手機とＩＰ網を介して接続されているか否かを判
定するＩＰ網判定部を設け、ＩＰ網を介して接続されていると判定すると、通信制御手段
が第１の通信シーケンスよりもＩＰ網で通信を行うのに適した第２の通信シーケンスに基
づいて通信を行うので、自機及び相手機間で互いに円滑にデータの送受信を行うことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　先ず、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０のＶ．８手順及びＶ．３４規格に対応したモデムを用い
てファクシミリ通信を行う場合の伝送手順について、図３に示すファクシミリ通信のシー
ケンス図を用いて説明する。
【００１１】
　図３に示すように、送信側ＦＡＸは、受信側ＦＡＸとファクシミリ通信を行う前の前準
備として両装置間の回線を接続するために、先ず呼出信号（ＣＮＧ信号）を受信側ＦＡＸ
に送信する。
【００１２】
　受信側ＦＡＸは、上記呼出信号（ＣＮＧ信号）を受信すると、送信側ＦＡＸに着信応答
する。これにより、送信側ＦＡＸ及び受信側ＦＡＸ間の回線が接続される。
【００１３】
　両装置間の回線が接続されると、受信側ＦＡＸは、先ず変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信
号）を送信側ＦＡＸに送信する。
【００１４】
　送信側ＦＡＸは、上記変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）を受信すると、自機がファク
シミリ装置であることを示す起呼メニュー（ＣＭ信号）を受信側ＦＡＸに送信する。
【００１５】
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　受信側ＦＡＸは、上記起呼メニュー（ＣＭ信号）を受信すると、自機がファクシミリ装
置であることを示す共通メニュー（ＪＭ信号）を送信側ＦＡＸに送信する。両装置がファ
クシミリ装置であることを認識すると、Ｖ．８手順に従ってファクシミリ通信が開始され
る。
【００１６】
　その後、受信側ＦＡＸは、自機の受信速度などの受信能力を示すデジタル識別信号（Ｄ
ＩＳ信号）及び識別情報を示す被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）を送信側ＦＡＸに送信す
る。
【００１７】
　送信側ＦＡＸは、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号を受信す
ると、受信した受信側ＦＡＸの受信能力及び識別情報と、自機の送信能力及び識別情報と
から送信する画像データのサイズ、該画像データの線密度、該画像データの符号化圧縮方
式、符号化圧縮した画像データの送信時のモデム速度等を判定し、その判定結果を通知す
るためのデジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を生成し、該信号及び自機の識別情報を示す送
信端末識別信号（ＴＳＩ信号）を受信側ＦＡＸに送信する。
【００１８】
　その後、送信側ＦＡＸは、上記デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）で通知したモデム速度
で受信側ＦＡＸが画像データを受信可能か否かを調査するモデムトレーニングを開始する
ため、該モデム速度でトレーニングチェック信号（ＴＣＦ信号）を受信側ＦＡＸに送信す
る。
【００１９】
　受信側ＦＡＸは、上記デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）及び送信端末識別信号（ＴＳＩ
信号）を受信後、トレーニングチェック信号（ＴＣＦ信号）を受けると、これに応答して
受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を送信側ＦＡＸに送信する。
【００２０】
　一方、受信側ＦＡＸは、トレーニングチェック信号（ＴＣＦ信号）を受信できなかった
場合には、トレーニング失敗信号（ＦＴＴ信号）を送信側ＦＡＸに送信する。ここで、送
信側ＦＡＸは、受信側ＦＡＸから受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受信するまで段階的
に通知するモデム速度の値を下げ、受信側ＦＡＸに対し、デジタル命令信号（ＤＣＳ信号
）、送信端末識別信号（ＴＳＩ信号）、トレーニングチェック信号（ＴＣＦ信号）の送出
を繰り返し行う。
【００２１】
　送信側ＦＡＸは、受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受けると、上記デジタル命令信号
（ＤＣＳ信号）で通知したサイズ及び線密度の画像データを該信号で指定した符号化圧縮
方式で符号化圧縮して符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を生成し、生成した該データ（ＰＩＸ
）を受信側ＦＡＸに送信する。そして、送信側ＦＡＸは、全ての符号化圧縮データ（ＰＩ
Ｘ）の送信を終了すると、手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受信側ＦＡＸに送信する。この
時、送信側ＦＡＸ及び受信側ＦＡＸがＩＰ網を介して接続されている場合には、符号化圧
縮データ（ＰＩＸ）は、送信側ＦＡＸに接続されているＶｏＩＰアダプタでパケットに分
割されＩＰ網に送出され、相手側ＦＡＸに接続されているＶｏＩＰアダプタで符号化圧縮
データ（ＰＩＸ）に組み立てられる。
【００２２】
　受信側ＦＡＸは、上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を受信すると、上記デジタル命令信
号（ＤＣＳ信号）で通知された符号化圧縮方式に対応する伸長復号化方式で伸長複合化し
て画像データを復元し、該画像データに基づく印刷処理を行う。そして、受信側ＦＡＸは
、上記手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受信すると、メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を送信
側ＦＡＸに送信する。この後、受信側ＦＡＸは、受信した全ての画像データに基づく印刷
処理を行う。
【００２３】
　送信側ＦＡＸは、上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を受信すると、両装置間の回線の
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接続を切断するために切断命令（ＤＣＮ信号）を受信側ＦＡＸに送信する。
【００２４】
　受信側ＦＡＸは、上記切断命令（ＤＣＮ信号）を受信すると、送信側ＦＡＸと接続する
回線を切断する。これにより、送信側ＦＡＸ及び受信側ＦＡＸとの間の通信処理が全て終
了する。
【００２５】
　上記ファクシミリ通信において、例えば送信側ＦＡＸが送信した信号、又は符号化圧縮
データ（ＰＩＸ）が相手側ＦＡＸで受信されない等のエラーが発生すると、送信側ＦＡＸ
が有する再送機能により、所定回数分信号、又は符号化圧縮データ（ＰＩＸ）の再送が行
われる。上記状況において、送信側ＦＡＸでは、上記エラーを送信エラーとして該装置が
有するメモリに通信履歴として格納し、受信側ＦＡＸでは、上記エラーを受信エラーとし
て該装置が有するメモリに通信履歴として格納する。また、受信側ＦＡＸも送信側ＦＡＸ
と同様に、上記各種信号の再送機能を有する。
【００２６】
　以下、本発明の実施形態を図を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００２７】
＜実施例１の構成＞
　本発明の実施例１のファクシミリ装置１００は、図２に示すように、ＶｏＩＰアダプタ
１０を介してアナログ公衆回線網１及びＩＰ網２と接続されている。アナログ公衆回線網
１及びＩＰ網２は、ゲートウェイ３０を介して相互に接続されている。ＩＰ網２には、Ｖ
ｏＩＰアダプタ２０を介して相手側ＦＡＸ２００が接続されている。アナログ公衆回線網
１には、相手側ＦＡＸ３００が接続されている。ＶｏＩＰアダプタ１０は、ファクシミリ
装置１００が相手側ＦＡＸ２００とファクシミリ通信を行う場合には、該装置をＩＰ網２
に接続し、ファクシミリ装置１００が相手側ＦＡＸ３００とファクシミリ通信を行う場合
には、該装置をアナログ公衆回線網１に接続する。相手側ＦＡＸ２００及び相手側ＦＡＸ
３００は、Ｇ３（グループ３）ファクシミリ装置である。
【００２８】
　ファクシミリ装置１００は、図１に示すように、ファクシミリ装置１００全体を制御す
る制御部１０１と、通信部１０２と、一時記憶部１０３と、例えば複数のボタン及びタッ
チパネルから成る入力表示部１０４と、画像読取部１０５と、符号化復号化部１０６と、
システムメモリ１０７と、装置が動作するための各設定値を記憶するパラメータメモリ１
０８と、画像メモリ１０９と、通信プロトコル判定部１１０と、印刷部１１１とを備える
。本実施例１のファクシミリ装置１００は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に従って、Ｖ．８手
順及びＶ．３４規格に基づいてファクシミリ通信を行うＧ３ファクシミリ装置であり、オ
フィス等に導入される。
【００２９】
　先ず、ファクシミリ装置１００が送信側ＦＡＸとして動作するための構成について、以
下に説明する。
【００３０】
　「ファクシミリ送信」を指示するためには、ファクシミリ装置１００の図示しない原稿
載置台、又は図示しない手差しトレイに原稿を載置し、入力表示部１０４が備える「スタ
ート」ボタンを押下する。制御部１０１は、上記「スタート」ボタンが押下されると、画
像読取部１０５に画像読み取りを指示する。上記「スタート」ボタンを押下する前には、
入力表示部１０４が有する各ボタン又はタッチパネルボタンの操作によりファクシミリ送
信先の相手機（相手側ＦＡＸ２００、又は相手側ＦＡＸ３００）のＦＡＸ番号と、画像解
像度などの各種設定等とが設定されており、各設定値は制御部１０１の制御によって一時
記憶部１０３に記憶されている。
【００３１】
　画像読取部１０５は、画像読み取りの指示を受けると、設定された画像解像度に基づい
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て、図示しない原稿載置台、又は図示しない手差しトレイから原稿載置台に搬送された原
稿を光学的に読み取って原稿毎に１つの画像データを生成する。本実施例１の画像読取部
１０５が生成する画像データは、カラーの画素（ピクセル）から成るビットマップ画像で
あるが、これに限らず、例えば白黒２値の画素から成るビットマップ画像であってもよい
。
【００３２】
　生成された画像データには、ジョブ毎の原稿枚数をカウントするカウント機能を有する
制御部１０１の制御により、各画像データを識別するためのジョブＩＤ及びページ番号か
ら成る画像識別情報が自動的に付与される。また、各ジョブの最後のページに相当する原
稿の画像データには、最後のページ番号であることを示すラストページ符号が画像識別情
報として付与される。このような画像識別情報により、画像データの送信先となる相手機
において、ページ番号順に該画像データに基づく印刷処理が可能となる。
【００３３】
　画像読取部１０５が画像データを生成する毎に、制御部１０１は、該画像データを画像
メモリ１０９に記憶する。制御部１０１は、上記ラストページ符号が付与されている画像
データを記憶すると、相手機を呼び出すための呼出信号（ＣＮＧ信号）を生成し、該信号
を通信部１０２に転送する。上記呼出信号（ＣＮＧ信号）には、一時記憶部１０３で保持
する相手機のＦＡＸ番号と、パラメータメモリ１０８で保持するファクシミリ装置１００
のＦＡＸ番号とが自動的に付与される。
【００３４】
　通信部１０２は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に従って相手機（通信装置２００、又は通信
装置３００）とファクシミリ通信を行うための部であり、図１に示すように、低速モデム
１０２１と、高速モデム１０２２と、通信プロトコル監視部１０２３と、通信回数カウン
ト部１０２４とを備える。
【００３５】
　低速モデム１０２１は、相手機と各種手続信号のやり取りに用いる例えばＶ．２１モデ
ム（通信速度：３００ｂｐｓ、全二重）を有する。
【００３６】
　高速モデム１０２２は、相手機と符号化圧縮データの送受信を行うために用いるＶ．３
４モデム（通信速度：３３．５ｋｂｐｓ、全二重）と、Ｖ．１７モデム（通信速度：上１
４．４ｋｂｐｓ／下１２．０ｋｂｐｓ）と、Ｖ．２９モデム（通信速度：上９．６ｋｂｐ
ｓ／下７．２ｋｂｐｓ）と、Ｖ．２７ｔｅｒモデム（通信速度：上４．８ｋｂｐｓ／下２
．４ｋｂｐｓ）とを有する。
【００３７】
　通信プロトコル監視部１０２３は、ファクシミリ装置１００と、相手機とがＩＴＵ－Ｔ
勧告Ｔ．３０の伝送手順に従ってファクシミリ通信が行われているかを監視する監視部で
あり、図１に示すように通信エラーテーブル１０２３１を有する。
【００３８】
　通信エラーテーブル１０２３１は、ファクシミリ通信で生じる各種通信エラーと、各種
通信エラーに付与した各エラー番号とから成る通信エラー情報が保持されている。
【００３９】
　即ち、通信プロトコル監視部１０２３は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０の伝送手順でのファ
クシミリ通信中に各種手順信号、又は符号化圧縮データの送受信の失敗を検出すると、通
信エラーテーブル１０２３１から該通信エラーに該当するエラー番号を検索し、該当する
エラー番号を付与したエラー検出信号を生成して制御部１０１に送信する。
【００４０】
　制御部１０１は、上記エラー検出信号を受けると、システムメモリ１０７の後述する通
信記録保存エリア１０７２に該信号の示すエラー番号を記録する。この通信記録保存エリ
ア１０７２には、相手機と回線が接続されてから回線が切断されるまでの１回のファクシ
ミリ通信中に生じた通信エラーのエラー番号及び各エラー番号が生じた回数が記憶される
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。
【００４１】
　通信回数カウント部１０２４は、相手機と回線が接続されてから後述する回線が切断さ
れるまでの１回のファクシミリ通信中に相手機とやり取りされる各種手順信号、符号化圧
縮データの送受信回数を示す通信回数をカウントするカウント部である。ここで、通信回
数カウント部１０２４が通信回数をカウントする毎に、カウントした通信回数は、制御部
１０１を介してシステムメモリ１０７の後述するトータル通信回数エリア１０７３に記憶
される。
【００４２】
　通信部１０２は、制御部１０１から上記呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると、該信号を
ＶｏＩＰアダプタ１０を介して該信号に付与された相手機のＦＡＸ番号宛に送信する。以
下、ファクシミリ装置１００及び相手機間でやり取りする各種手順信号には、ファクシミ
リ装置１００のＦＡＸ番号及び相手機のＦＡＸ番号が付与されている。
【００４３】
　その後、通信部１０２が相手機から上記共通メニュー（ＪＭ信号）を受けた後、該相手
機から上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）を受け
ると、制御部１０１は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）に付与されている相手機の
受信能力と、上記被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）に付与されている相手機の識別情報と
を一時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１は、相手機の受信能力及び識別情
報を記憶すると、通信プロトコル変更部１１０に通信プロトコルの変更の要否判定を指示
する。
【００４４】
　システムメモリ１０７は、図４に示すように、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１と、
通信記録保存エリア１０７２と、トータル通信回数エリア１０７３と、ＩＰ網エラー回数
エリア１０７４とを有する。
【００４５】
　通信プロトコル変更部１１０は、ファクシミリ装置１００の通信プロトコル（Ｖ．３４
規格）の変更の要否判定を行う部分であり、図１に示すように、ＩＰ網エラー検出部１１
０１と、エラー頻度算出部１１０２と、ＩＰ網判定部１１０３と、通信速度制限値変更部
１１０４とを備える。即ち、通信プロトコル変更部１１０は、上記通信プロトコルの判定
の指示を受けると、ＩＰ網エラー検出部１１０１にＩＰ網エラー検出を指示する。
【００４６】
　ＩＰ網エラー検出部１１０１は、システムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２
に記憶された各種エラー番号及び各発生回数から、ＩＰ網を経由する通信により発生した
と思われる通信エラーのエラー発生回数を検出する部分であり、図１に示すようにＩＰ網
エラーテーブル１１０１１を有する。
【００４７】
　ＩＰ網エラーテーブル１１０１１には、ファクシミリ装置１００に生じる通信エラーの
中で、相手機とＩＰ網を経由した通信により発生したと思われる通信エラーであるＩＰ網
エラーのエラー番号が格納されている。以下に、上記ＩＰ網エラーとして、エラーＮｏ．
１からエラーＮｏ．４を説明する。
【００４８】
　ＩＰ網エラーであるエラーＮｏ．１は、例えばファクシミリ装置１００が受信側ＦＡＸ
としてファクシミリ通信を行っている場合、受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を送出して
からＩＰ網２で各種信号及びパケットの破棄、又は遅延が発生し、符号化圧縮データの先
頭のフラグが１３秒間見つからないために生じる「受信フェーズＣにて１３秒間ライン終
端信号（ＥＯＬ信号）を検知できず、もしくはＴ１タイマ間フレームを受信できず」とい
うエラーに対応する。図３にエラーＮｏ．１のＩＰ網エラーが発生するタイミングを示す
。
【００４９】
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　エラーＮｏ．２は、例えばファクシミリ装置１００が受信側ＦＡＸとしてファクシミリ
通信を行っている場合、全ての符号化圧縮データの受信が終了してから手順終了信号（Ｅ
ＯＰ信号）を待っている時にＩＰ網２で各種信号及びパケットの破棄、又は遅延が発生し
、手順終了信号（ＥＯＰ信号）が壊れてしまったために生じる「受信フェーズＤ、命令受
信において無効コマンド受信」というエラーに対応する。図３にエラーＮｏ．２のＩＰ網
エラーが発生するタイミングを示す。
【００５０】
　エラーＮｏ．３は、例えばファクシミリ装置１００が送信側ＦＡＸとしてファクシミリ
通信を行っている場合、起呼メニュー（ＣＭ信号）を送信した後の共通メニュー（ＪＭ信
号）を待っている時にＩＰ網２で各種信号及びパケットの破棄、又は遅延が発生し、共通
メニュー（ＪＭ信号）が壊れてしまったために生じる「送信時、Ｖ．３４機能無しの共通
メニュー（ＪＭ信号）を受信」というエラーに対応する。図３にエラーＮｏ．３のＩＰ網
エラーが発生するタイミングを示す。
【００５１】
　エラーＮｏ．４は、例えばファクシミリ装置１００が送信側ＦＡＸとしてファクシミリ
通信を行っている場合、手順終了信号（ＥＯＰ信号）を送出した後のメッセージ確認（Ｍ
ＣＦ信号）を待っている時にＩＰ網２で各種信号及びパケットの破棄、又は遅延が発生し
、メッセージ確認（ＭＣＦ信号）が壊れてしまったために生じる「送信フェーズＤにて応
答受信エラー」というエラーに対応する。図３にエラーＮｏ．４のＩＰ網エラーが発生す
るタイミングを示す。
【００５２】
　即ち、ＩＰ網エラー検出部１１０１は、ＩＰ網エラーの検出の指示を受けると、システ
ムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２で保持する各種通信エラー番号及び各発生
回数を検索し、ＩＰ網エラーテーブル１１０１１で保持するＩＰ網エラーのエラー番号に
該当する通信エラーの発生回数を示すＩＰ網エラー回数を検出する。そして、ＩＰ網エラ
ー検出部１１０１が検出したＩＰ網エラー回数は、制御部１０１を介してシステムメモリ
１０７のＩＰ網エラー回数エリア１０７４に格納される。
【００５３】
　通信プロトコル判定部１１０は、システムメモリ１０７のＩＰ網エラー回数エリア１０
７４にＩＰ網エラー回数が格納されると、ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２にＩＰ網エラ
ー頻度の算出を指示する。
【００５４】
　ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２は、ファクシミリ装置１００及び相手機の回線が接続
されてから回線が切断されるまでの１回のファクシミリ通信の間に発生するＩＰ網エラー
の頻度を算出する部分である。即ち、ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２は、ＩＰ網エラー
頻度の算出の指示を受けると、システムメモリ１０７のＩＰ網エラー回数エリア１０７４
に記憶されたＩＰ網エラー回数をシステムメモリ１０７のトータル通信回数エリア１０７
３に記憶されたトータル通信回数で割ってＩＰ網エラーの頻度を算出する。ＩＰ網エラー
頻度算出部１１０２が算出したＩＰ網エラー頻度は、制御部１０１を介して一時記憶部１
０３に記憶される。
【００５５】
　ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２におけるＩＰ網エラー頻度算出の一例を下記に示す。
例えば、ファクシミリ装置１００が相手機とトータルで１００回通信を行った際に、ＪＭ
信号の内容不良によるエラーが２回、受信フェーズＣにおいて１３秒間ＥＯＬが検知でき
ないエラーが３回発生したとすると、ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２で算出するＩＰ網
エラー頻度は、ＪＭ信号の内容不良によるエラー２回及び受信フェーズＣにおいて１３秒
間ＥＯＬが検知できないエラー３回を示すＩＰ網エラー回数５回をトータル通信回数１０
０回で割った値である５％となる。
【００５６】
　ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２がＩＰ網エラー頻度を算出すると、通信プロトコル変
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更部１１０は、ＩＰ網判定部１１０３にＩＰ網判定を指示する。
【００５７】
　ＩＰ網判定部１１０３は、ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２で算出したＩＰ網エラー頻
度が予め設定した規定エラー頻度値以上であるか否かに基づいて、相手機とＩＰ網を介し
て接続されているか否かを判定する部分である。ここで、上記規定エラー頻度値は、従来
のファクシミリ装置が相手機とアナログ回線を介して接続された場合において発生する通
信エラー率が１％未満であり、該ファクシミリ装置が相手機とＩＰ網を介し、かつＶ．３
４で運用した実績による通信エラー率が２．９％であることを考慮して、２％と設定され
ており、パラメータメモリ１０８に格納されている。
【００５８】
　即ち、ＩＰ網判定部１１０３は、ＩＰ網判定の指示を受けると、一時記憶部１０３で保
持するＩＰ網エラー頻度がパラメータメモリ１０８で保持する規定エラー頻度値以上であ
ると、ファクシミリ装置１００が相手機とＩＰ網を介して接続されていると判定し、ＩＰ
網接続ＯＮ信号を生成し、該信号を制御部１０１に送信する。
【００５９】
　一方、ＩＰ網判定部１１０３は、ＩＰ網エラー頻度が規定エラー頻度値より小さいと、
ファクシミリ装置１００が相手機とＩＰ網を介して接続されていないと判定し、ＩＰ網接
続ＯＦＦ信号を生成し、該信号を制御部１０１に送信する。
【００６０】
　制御部１０１は、上記ＩＰ網接続ＯＮ信号を受けると、システムメモリ１０７のＩＰ網
ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値をＯＮにする。尚、本実施例１のファクシミリ装置１０
０では、上記ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値をＩＰ網判定部１１０３における判
定結果に基づいて決定しているが、これに限らず、該ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１
の値を入力表示部１０４が有するタッチパネルを介して操作者の判断に基づいて変更する
ようにしてもよい。このように、操作者の判断に基づいてＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０
７１の値を変更可能な構成にすることにより、例えば操作者が予め自機であるファクシミ
リ装置１００及び相手機がＩＰ網を介して接続されていることを知っていた場合には、Ｉ
Ｐ網判定部１１０３における判定処理を行うことなく、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７
１の値をＯＮに設定することが可能である。上記構成により、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア
１０７１の値をＩＰ網に対応した設定（ＯＮ）に出来るので、エラー頻度を算出するため
に掛かる時間を省略することができ、かつ自機及び相手機間のファクシミリ通信の途中で
エラーが生じることがないために通信費用を低減することが可能となる。
【００６１】
　一方、制御部１０１は、上記ＩＰ網接続ＯＦＦ信号を受けると、システムメモリ１０７
のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値をＯＦＦにする。
【００６２】
　制御部１０１がＩＰ網判定部１１０３の判定結果に基づいて、システムメモリ１０７の
ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＮ、又はＯＦＦの値を設定すると、通信プロトコ
ル判定部１１０は、通信速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を
指示する。
【００６３】
　通信速度制限値変更部１１０４は、ファクシミリ装置１００及び相手機がＩＰ網を介し
て接続されているか否かに基づいて、該ファクシミリ装置１００の通信速度制限値をＶ．
３４モデムの通信速度からＶ．１７モデムの通信速度に変更するかを判定する部分である
。即ち、通信速度制限値変更部１１０４は、通信速度制限値の変更の要否判定の指示を受
けると、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１を検索し、該ＩＰ網
ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＮの値が設定されている場合には、ファクシミリ装置１
００の通信速度の制限値をＶ．１７モデムの通信速度（１４．８ｋｂｐｓ）に変更する。
【００６４】
　一方、通信速度制限値変更部１１０４は、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＦＦ
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の値が設定されている場合には、ファクシミリ装置１００の通信速度の制限値をＶ．３４
モデムの通信速度（３６．６ｋｂｐｓ）のまま変更しない。
【００６５】
　通信速度制限値変更部１１０４が通信速度の制限値をＶ．１７モデムの通信速度に変更
した場合には、通信部１０２は、ファクシミリ装置１００のモデム速度をＶ．１７モデム
速度に設定する。
【００６６】
　一方、通信速度制限値変更部１１０４が通信速度の制限値を変更しない場合には、通信
部１０２は、パラメータメモリ１０８で保持する自機のＶ．３４モデムの通信速度と、一
時記憶部１０３で保持する相手機の受信能力とに基づいて両装置間で通信可能なモデム速
度を設定する。本実施例では、通信速度の変更によりエラー回避を行ったが、通信能力に
よる変更、より多様なファクシミリ装置に対応可能な通信接続規格への変更であってもよ
い。
【００６７】
　通信部１０２がモデム速度を設定すると、制御部１０１は、設定したモデム速度と、フ
ァクシミリ装置１００及び相手機の装置能力、識別情報から決定した送信する画像データ
のサイズ、線密度、符号化圧縮方式などとを含む通信条件を相手機に通知するためのデジ
タル命令信号（ＤＣＳ信号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する。ここで、上記
した送信する画像データのサイズ、線密度、符号化圧縮方式の決定方法については、周知
であるため説明を割愛する。
【００６８】
　そして、制御部１０１は、デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を通信部１０２に転送する
と、ファクシミリ装置１００の識別情報を示す送信端末識別信号（ＴＳＩ信号）を生成し
、該信号を通信部１０２に転送する。
【００６９】
　また、制御部１０１は、上記送信端末識別信号（ＴＳＩ信号）を通信部１０２に転送す
ると、ファクシミリ装置１００及び相手機間のファクシミリ通信の通信速度のモデムトレ
ーニングを行うために、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）を生成し、該信号を通信部
１０２に転送する。通信部１０２は、上記デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）と、送信端末
識別信号（ＴＳＩ信号）と、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）とを受けると、各信号
を順次ＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機に送信する。
【００７０】
　通信部１０２が上記各種信号の返答として相手機から画像データの受信準備が整ったこ
とを示す受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受けると、制御部１０１は、符号化復号化部
１０６に画像データの符号化を指示する。
【００７１】
　符号化復号化部１０６は、ファクシミリ送信すべき画像データを所定の符号化圧縮方式
に基づいて符号化圧縮して符号化圧縮データを生成する、又は受信した符号化圧縮データ
を該データに付与された符号化圧縮方式に対応する伸長復号化方式に基づいて伸長復号化
して画像データを復元する部である。即ち、符号化復号化部１０６は、画像データの符号
化の指示を受けると、一時記憶部１０３で保持する全ての画像データをパラメータメモリ
１０８に格納された符号化圧縮方式に基づいて符号化圧縮して符号化圧縮データを生成す
る。符号化圧縮データには、画像データの画像識別情報であるジョブ識別情報及びページ
番号がそのまま付与される。
【００７２】
　符号化復号化部１０６が符号化圧縮データを生成すると、制御部１０１は、該データを
画像メモリ１０９に記憶する。そして、制御部１０１は、上記符号化圧縮データを記憶す
ると、通信部１０２に該データを転送する。通信部１０２は、上記符号化圧縮データ（Ｐ
ＩＸ）を受けると、該データ（ＰＩＸ）をＶｏＩＰアダプタ１０に送信する。
【００７３】
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　ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を受けると、相手機がアナ
ログ公衆回線網１を介して接続する相手側ＦＡＸ３００の場合には、上記符号化圧縮デー
タ（ＰＩＸ）を相手側ＦＡＸ３００宛に送信する。
【００７４】
　一方、ＶｏＩＰアダプタ１０は、相手機がＩＰ網２を介して接続する相手側ＦＡＸ２０
０の場合には、上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）をパラメータメモリ１０８に予め設定さ
れた規定サイズのパケットに分割し、分割した複数のパケットを相手側ＦＡＸ３００宛に
送信する。各パケットには、パケット順序を示すパケット順序情報及び画像データの画像
識別情報が付与されている。そして、分割された複数のパケットは、相手側ＦＡＸ２００
に接続されたＶｏＩＰアダプタ２０において、上記パケット順序情報及び画像データの画
像識別情報に基づいて符号化圧縮データ（ＰＩＸ）に組み立てられる。ファクシミリ装置
１００が相手側ＦＡＸ２００とＩＰ網２を介して接続していることを検知している場合に
は、該装置の通信速度を低速度のＶ．１７モデムの通信速度に設定するので、上記パケッ
トは、破棄、又は遅延が生じることなく、円滑に相手側ＦＡＸ２００に到達することがで
きる。
【００７５】
　制御部１０１は、通信部１０２に全ての符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を転送し終えると
、該データの送信が終了したことを示す手順終了信号（ＥＯＰ信号）を生成し、該信号を
通信部１０２に転送する。通信部１０２は、上記手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受けると
、該信号をＶｏＩＰアダプタ１０に送信する。ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記信号を受け
ると、該信号をＩＰ網２を介して相手機に送信する。
【００７６】
　通信部１０２が上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）送信
に対する応答結果として、メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を受けると、制御部１０１は、
ファクシミリ装置１００及び相手機間の通信接続を切断するために、切断命令（ＤＣＮ信
号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する。通信部１０２は、上記切断命令（ＤＣ
Ｎ信号）を受けると、該信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機に送信する。これに
より、ファクシミリ装置１００及び相手機間の回線の接続は切断される。
【００７７】
　一方、通信部１０２が所定時間内に相手機から上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を取
得できないと、制御部１０１は、符号化圧縮データ（ＰＩＸ）、又は手順終了信号（ＥＯ
Ｐ信号）の送信に失敗したとして、再びデジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を相手機に送信
する処理から始めるために、通信プロトコル判定部１１０に通信プロトコルの判定を指示
する。上記通信エラーは、通信部１０２の通信プロトコル監視部１０２３の監視により検
出され、システムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２に記録される。
【００７８】
　次に、ファクシミリ装置１００が受信側ＦＡＸとして動作するための構成について、以
下に説明する。
【００７９】
　通信部１０２が相手機から呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると、制御部１０１は、変形
応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）を通信部１０２に転送する。通信部１０２は、上記変形応
答トーン（ＡＮＳａｍ信号）を受けると、該信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機
に送信する。
【００８０】
　そして、通信部１０２が上記変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）送信の返答として相手
機から起呼メニュー（ＣＭ信号）を受けると、制御部１０１は、ファクシミリ装置１００
がファクシミリ装置であることを示す共通メニュー（ＪＭ信号）を通信部１０２に転送す
る。
【００８１】
　制御部１０１は、上記共通メニュー（ＪＭ信号）を通信部１０２に転送すると、通信プ
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ロトコル変更部１１０に通信プロトコルの変更の要否判定を指示する。
【００８２】
　その後、通信プロトコル変更部１１０がファクシミリ装置１００の通信速度制限値をＶ
．１７モデムの通信速度に変更した場合には、通信部１０２は、モデム速度をＶ．１７モ
デム速度に設定する。
【００８３】
　一方、通信プロトコル変更部１１０がファクシミリ装置１００の通信速度制限値を変更
しない場合には、通信部１０２は、モデム速度をＶ．３４モデム速度に設定する。
【００８４】
　通信部１０２がモデム速度を設定すると、制御部１０１は、Ｖ．１７モデム、又はＶ．
３４モデムの通信速度と、パラメータメモリ１０８に設定されているファクシミリ装置１
００の受信可能な画像データのサイズ、線密度、符号化圧縮方式などとを含む受信能力を
相手機に通知するためのデジタル識別信号（ＤＩＳ信号）を生成し、該信号を通信部１０
２に転送する。
【００８５】
　そして、制御部１０１は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）を転送すると、パラメ
ータメモリ１０８に設定されているファクシミリ装置１００の識別情報を含む被呼端末識
別信号（ＣＳＩ信号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する。
【００８６】
　通信部１０２は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ
信号）を受けると、これら信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して順次相手機に送信する。
【００８７】
　その後、通信部１０２が相手機から上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末
識別信号（ＣＳＩ信号）送信の返答結果としてデジタル命令信号（ＤＣＳ信号）、送信端
末識別信号（ＴＳＩ信号）、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）を受けると、制御部１
０１は、受信準備が整ったことを示す受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を生成し、該信号
を通信部１０２に転送する。
【００８８】
　通信部１０２は、上記受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受けると、該信号をＶｏＩＰ
アダプタ１０を介して相手機に送信する。
【００８９】
　ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を送信後、相手機とし
てアナログ公衆回線網１を介して接続する相手側ＦＡＸ３００から符号化圧縮データ（Ｐ
ＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受けると、これら信号をファクシミリ装置１０
０の通信部１０２に送信する。
【００９０】
　一方、ＶｏＩＰアダプタ１０は、相手機としてＩＰ網２を介して接続する相手側ＦＡＸ
２００から符号化圧縮データ（ＰＩＸ）の複数のパケット及び手順終了信号（ＥＯＰ信号
）を受けると、複数のパケットから符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を組み立て、該符号化圧
縮データ（ＰＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）をファクシミリ装置１００の通信部
１０２に送信する。ファクシミリ装置１００が相手側ＦＡＸ２００とＩＰ網２を介して接
続していることを検知している場合には、該装置の通信速度を低速度のＶ．１７モデムの
通信速度に設定するので、上記パケットは、破棄、又は遅延が生じることなく、円滑にフ
ァクシミリ装置１００に到達することができる。
【００９１】
　通信部１０２が相手機から符号化圧縮データ（ＰＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号
）を受けると、制御部１０１は、該符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を一時記憶部１０３に記
憶する。そして、制御部１０１は、全ての符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を記憶すると、符
号化復号化部１０６に符号化圧縮データの復号化を指示する。この符号化圧縮データには
、該データの符号化圧縮方式が付与されている。
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【００９２】
　一方、通信部１０２が所定時間内に相手機から上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）及び手
順終了信号（ＥＯＰ信号）を取得できないと、制御部１０１は、符号化圧縮データ（ＰＩ
Ｘ）、又は手順終了信号（ＥＯＰ信号）の受信に失敗したとして、再びデジタル識別信号
（ＤＩＳ信号）を相手機に送信する処理から始めるために、通信プロトコル判定部１１０
に通信プロトコルの判定を指示する。上記通信エラーは、通信部１０２の通信プロトコル
監視部１０２３の監視により検出され、システムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０
７２に記録される。
【００９３】
　符号化復号化部１０６は、符号化圧縮データの復号化の指示を受けると、一時記憶部１
０３で保持する全ての符号化圧縮データを該データに付与されている符号化圧縮方式に対
応する伸長復号化方式に基づいて伸長復号化して画像データを復元する。
【００９４】
　符号化復号化部１０６が画像データを復元すると、制御部１０１は、該画像データを一
時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１が復元した画像データを記憶すると、
メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を通信部１０２に転送すると共に、印刷部１１２に画像デ
ータの印刷処理を指示する。
【００９５】
　通信部１０２は、上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を受けると、該信号をＶｏＩＰア
ダプタ１０を介して相手機に送信する。
【００９６】
　印刷部１１１は、相手機から受信した符号化圧縮データを復元して生成した画像データ
に基づく印刷処理を行う部分である。即ち、印刷部１１１は、印刷処理の指示を受けると
、一時記憶部１０３で保持する画像データに基づく印刷処理を図示しない媒体保持部で保
持する印刷媒体を用いて行う。
【００９７】
　そして、印刷部１１１は、印刷処理を終了すると、印刷処理終了信号を生成し、該信号
を制御部１０１に転送する。
【００９８】
　通信部１０２が相手機から上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）送信の返答として切断命
令（ＤＣＮ信号）を受けると、ファクシミリ装置１００及び相手機間の回線は切断される
。
【００９９】
　＜実施例１の動作＞
　以下に、本発明に係る実施例１のファクシミリ装置１００の動作について説明する。
【０１００】
　先ず、ファクシミリ装置１００における送信処理時の動作について、図５のフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１０１】
　「ファクシミリ送信」を指示するためには、ファクシミリ装置１００の図示しない手差
しトレイに原稿を載置し、入力表示部１０４が備える「スタート」ボタンを押下する。制
御部１０１は、上記「スタート」ボタンが押下されると、画像読取部１０５に画像読み取
りを指示する。上記「スタート」ボタンを押下する前には、入力表示部１０４が有する各
ボタン又はタッチパネルボタンを介してファクシミリ送信先の相手側ＦＡＸ２００のＦＡ
Ｘ番号と、画像解像度などの各種設定等とが設定されており、各設定値は制御部１０１の
制御によって一時記憶部１０３に記憶されている。
【０１０２】
　画像読取部１０５は、画像読み取りの指示を受けると、設定された画像解像度に基づい
て、図示しない手差しトレイから原稿載置台に搬送された原稿を光学的に読み取って原稿
毎に１つの画像データを生成する（ステップＳ１０１）。
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【０１０３】
　画像読取部１０５が画像データを生成する毎に、制御部１０１は、該画像データを一時
記憶部１０３に記憶する。制御部１０１は、画像データを記憶すると、相手機を呼び出す
ための呼出信号（ＣＮＧ信号）を生成して通信部１０２に転送する。上記呼出信号（ＣＮ
Ｇ信号）には、一時記憶部１０３で保持する相手機のＦＡＸ番号と、パラメータメモリ１
０８に保持されているファクシミリ装置１００のＦＡＸ番号とが自動的に付与される。
【０１０４】
　通信プロトコル監視部１０２３は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０の伝送手順でのファクシミ
リ通信中に各種手順信号、又は符号化圧縮データの送受信の失敗を検出すると、通信エラ
ーテーブル１０２３１から該通信エラーに該当するエラー番号を検索し、該当するエラー
番号を付与したエラー検出信号を生成して制御部１０１に送信する。
【０１０５】
　制御部１０１は、上記エラー検出信号を受けると、システムメモリ１０７の後述する通
信記録保存エリア１０７２に該信号の示すエラー番号を記録する。
【０１０６】
　通信部１０２は、制御部１０１から上記呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると、該信号を
ＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手側ＦＡＸ２００のＦＡＸ番号宛に送信する（ステップ
Ｓ１０２）。
【０１０７】
　その後、通信部１０２が相手機から上記共通メニュー（ＪＭ信号）を受けた後、該相手
機から上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）を受け
ると（ステップＳ１０３）、制御部１０１は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）に付
与されている相手機の受信能力と、上記被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）に付与されてい
る相手機の識別情報とを一時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１は、相手機
の受信能力及び識別情報を記憶すると、通信プロトコル変更部１１０に通信プロトコルの
変更の要否判定を指示する。
【０１０８】
　通信プロトコル変更部１１０は、上記通信プロトコルの判定の指示を受けると、ＩＰ網
エラー検出部１１０１にＩＰ網エラー検出を指示する。
【０１０９】
　ＩＰ網エラー検出部１１０１は、ＩＰ網エラーの検出の指示を受けると、システムメモ
リ１０７の通信記録保存エリア１０７２で保持する各種通信エラー番号及び各発生回数を
検索し、ＩＰ網エラーテーブル１１０１１で保持するＩＰ網エラーのエラー番号に該当す
る通信エラーの発生回数を示すＩＰ網エラー回数を検出する。ここで、ＩＰ網エラー検出
部１１０１が検出したＩＰ網エラー回数は、制御部１０１を介してシステムメモリ１０７
のＩＰ網エラー回数エリア１０７４に格納される。
【０１１０】
　通信プロトコル判定部１１０は、システムメモリ１０７のＩＰ網エラー回数エリア１０
７４にＩＰ網エラー回数が格納されると、ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２にＩＰ網エラ
ー頻度の算出を指示する。
【０１１１】
　ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２は、ＩＰ網エラー頻度の算出の指示を受けると、シス
テムメモリ１０７のＩＰ網エラー回数エリア１０７４に記憶されたＩＰ網エラー回数をシ
ステムメモリ１０７のトータル通信回数エリア１０７３に記憶されたトータル通信回数で
割ってＩＰ網エラーの頻度を算出する。ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２が算出したＩＰ
網エラー頻度は、制御部１０１を介して一時記憶部１０３に記憶される。
【０１１２】
　ＩＰ網エラー頻度算出部１１０２がＩＰ網エラー頻度を算出すると、通信プロトコル変
更部１１０は、ＩＰ網判定部１１０３にＩＰ網判定を指示する。
【０１１３】
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　ＩＰ網判定部１１０３は、ＩＰ網判定の指示を受けると、一時記憶部１０３で保持する
ＩＰ網エラー頻度がパラメータメモリ１０８で保持する規定エラー頻度値以上であると（
ステップＳ１０４）、ファクシミリ装置１００が相手機とＩＰ網を介して接続されている
と判定し、ＩＰ網接続ＯＮ信号を生成し、該信号を制御部１０１に送信する。
【０１１４】
　一方、ＩＰ網判定部１１０３は、ＩＰ網エラー頻度が規定エラー頻度値より小さいと、
ファクシミリ装置１００が相手機とＩＰ網を介して接続されていないと判定し、ＩＰ網接
続ＯＦＦ信号を生成し、該信号を制御部１０１に送信する。
【０１１５】
　制御部１０１は、上記ＩＰ網接続ＯＮ信号を受けると、システムメモリ１０７のＩＰ網
ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値をＯＮにする（ステップＳ１０５）。
【０１１６】
　一方、制御部１０１は、上記ＩＰ網接続ＯＦＦ信号を受けると、システムメモリ１０７
のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値をＯＦＦにする（ステップＳ１０６）。
【０１１７】
　制御部１０１がＩＰ網判定部１１０３の判定結果に基づいて、システムメモリ１０７の
ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＮ、又はＯＦＦの値を設定すると、通信プロトコ
ル判定部１１０は、通信速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を
指示する。
【０１１８】
　通信速度制限値変更部１１０４は、通信速度制限値の変更の要否判定の指示を受けると
、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１を検索し、該ＩＰ網ＯＮ／
ＯＦＦエリア１０７１にＯＮの値が設定されている場合には（ステップＳ１０７）、ファ
クシミリ装置１００の通信速度の制限値をＶ．１７モデムの通信速度（１４．８ｋｂｐｓ
）に変更する（ステップＳ１０８）。
【０１１９】
　一方、通信速度制限値変更部１１０４は、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＦＦ
の値が設定されている場合には、ファクシミリ装置１００の通信速度の制限値をＶ．３４
モデムの通信速度（３６．６ｋｂｐｓ）のまま変更しない。
【０１２０】
　通信速度制限値変更部１１０４が通信速度の制限値をＶ．１７モデムの通信速度に変更
した場合には、通信部１０２は、ファクシミリ装置１００のモデム速度をＶ．１７モデム
速度に設定する。
【０１２１】
　一方、通信速度制限値変更部１１０４が通信速度の制限値を変更しない場合には、通信
部１０２は、パラメータメモリ１０８で保持する自機のＶ．３４モデムの通信速度と、一
時記憶部１０３で保持する相手機の受信能力とに基づいて両装置間で通信可能なモデム速
度を設定する。
【０１２２】
　通信部１０２がモデム速度を設定すると、制御部１０１は、設定したモデム速度と、フ
ァクシミリ装置１００及び相手機の装置能力、識別情報から決定した送信する画像データ
のサイズ、線密度、符号化圧縮方式などとを含む通信条件を相手機に通知するためのデジ
タル命令信号（ＤＣＳ信号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する（ステップＳ１
０９）。
【０１２３】
　そして、制御部１０１は、デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を通信部１０２に転送する
と、ファクシミリ装置１００の識別情報を示す送信端末識別信号（ＴＳＩ信号）を生成し
、該信号を通信部１０２に転送する。
【０１２４】
　また、制御部１０１は、上記送信端末識別信号（ＴＳＩ信号）を通信部１０２に転送す
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ると、ファクシミリ装置１００及び相手機間のファクシミリ通信の通信速度のモデムトレ
ーニングを行うために、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）を生成し、該信号を通信部
１０２に転送する。通信部１０２は、上記デジタル命令信号（ＤＣＳ信号）と、送信端末
識別信号（ＴＳＩ信号）と、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）とを受けると、各信号
を順次ＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機に送信する（ステップＳ１１０）。
【０１２５】
　通信部１０２が上記各種信号の返答として相手機から画像データの受信準備が整ったこ
とを示す受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受けると、制御部１０１は、符号化復号化部
１０６に画像データの符号化を指示する。
【０１２６】
　符号化復号化部１０６は、画像データの符号化の指示を受けると、一時記憶部１０３で
保持する全ての画像データをパラメータメモリ１０８で保持する符号化圧縮方式に基づい
て符号化圧縮して符号化圧縮データを生成する。
【０１２７】
　符号化復号化部１０６が符号化圧縮データを生成すると、制御部１０１は、該データを
画像メモリ１０９に記憶する。そして、制御部１０１は、上記符号化圧縮データを記憶す
ると、通信部１０２に該データを転送する。通信部１０２は、上記符号化圧縮データ（Ｐ
ＩＸ）を受けると、該データ（ＰＩＸ）をＶｏＩＰアダプタ１０に送信する（ステップＳ
１１１）。
【０１２８】
　ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を受けると、相手機がアナ
ログ公衆回線網１を介して接続する相手側ＦＡＸ３００の場合には、上記符号化圧縮デー
タ（ＰＩＸ）を相手側ＦＡＸ３００宛に送信する。
【０１２９】
　一方、ＶｏＩＰアダプタ１０は、相手機がＩＰ網２を介して接続する相手側ＦＡＸ２０
０の場合には、上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）をパラメータメモリ１０８に予め設定さ
れた規定サイズのパケットに分割し、分割した複数のパケットを相手側ＦＡＸ３００宛に
送信する。各パケットには、パケット順序を示すパケット順序情報及び画像データの画像
識別情報が付与されている。そして、分割された複数のパケットは、相手側ＦＡＸ２００
に接続されたＶｏＩＰアダプタ２０において、上記パケット順序情報及び画像データの画
像識別情報に基づいて圧縮データ（ＰＩＸ）に組み立てられる。ファクシミリ装置１００
が相手側ＦＡＸ２００とＩＰ網２を介して接続していることを検知している場合には、該
装置の通信速度を低速度のＶ．１７モデムの通信速度に設定するので、上記パケットは、
破棄、又は遅延が生じることなく、円滑に相手側ＦＡＸ２００に到達することができる。
【０１３０】
　制御部１０１は、通信部１０２に全ての符号化圧縮データを転送し終えると、該データ
の送信が終了したことを示す手順終了信号（ＥＯＰ信号）を生成し、該信号を通信部１０
２に転送する。通信部１０２は、上記手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受けると、該信号を
ＶｏＩＰアダプタ１０に送信する。ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記信号を受けると、該信
号をＩＰ網２を介して相手機に送信する。
【０１３１】
　通信部１０２が上記符号化圧縮データ及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）送信に対する応
答結果として、メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を受けると、制御部１０１は、ファクシミ
リ装置１００及び相手機間の通信接続を切断するために、切断命令（ＤＣＮ信号）を生成
し、該信号を通信部１０２に転送する。通信部１０２は、上記切断命令（ＤＣＮ信号）を
受けると、該信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機に送信する。これにより、ファ
クシミリ装置１００及び相手機間の回線の接続は切断される（ステップＳ１１２）。
【０１３２】
　一方、通信部１０２が所定時間内に相手機から上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を取
得できないと、制御部１０１は、符号化圧縮データ（ＰＩＸ）、又は手順終了信号（ＥＯ
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Ｐ信号）の送信に失敗したとして、再びデジタル命令信号（ＤＣＳ信号）を相手機に送信
する処理から始めるために、通信プロトコル判定部１１０に通信プロトコルの判定を指示
する。上記通信エラーは、通信部１０２の通信プロトコル監視部１０２３の監視により検
出され、システムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２に記録される。
【０１３３】
　次に、ファクシミリ装置１００における受信処理時の動作について、図６のフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１３４】
　通信部１０２が相手側ＦＡＸ２００から呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると（ステップ
Ｓ２０１）、制御部１０１は、変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）を通信部１０２に転送
する。通信部１０２は、上記変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）を受けると、該信号をＶ
ｏＩＰアダプタ１０を介して相手側ＦＡＸ２００に送信する。
【０１３５】
　そして、通信部１０２が上記変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）送信の返答として相手
側ＦＡＸ２００から起呼メニュー（ＣＭ信号）を受けると、制御部１０１は、ファクシミ
リ装置１００がファクシミリ装置であることを示す共通メニュー（ＪＭ信号）を通信部１
０２に転送する（ステップＳ２０２）。
【０１３６】
　制御部１０１は、上記共通メニュー（ＪＭ信号）を通信部１０２に転送すると、通信プ
ロトコル変更部１１０に通信プロトコルの変更の要否判定を指示する。
【０１３７】
　実施例１のファクシミリ装置１００のステップＳ２０３～Ｓ２０７の動作は、実施例１
のファクシミリ装置１００のステップＳ１０４～Ｓ１０８の動作と同じである。
【０１３８】
　その後、通信プロトコル変更部１１０がファクシミリ装置１００の通信速度制限値をＶ
．１７モデムの通信速度に変更した場合には、通信部１０２は、モデム速度をＶ．１７モ
デム速度に設定する。
【０１３９】
　一方、通信プロトコル変更部１１０がファクシミリ装置１００の通信速度制限値を変更
しない場合には、通信部１０２は、モデム速度をＶ．３４モデム速度に設定する。
【０１４０】
　通信部１０２がモデム速度を設定すると、制御部１０１は、Ｖ．１７モデム、又はＶ．
３４モデムの通信速度と、パラメータメモリ１０８に設定されているファクシミリ装置１
００の受信可能な画像データのサイズ、線密度、符号化圧縮方式などとを含む受信能力を
相手機に通知するためのデジタル識別信号（ＤＩＳ信号）を生成し、該信号を通信部１０
２に転送する。
【０１４１】
　そして、制御部１０１は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）を転送すると、パラメ
ータメモリ１０８に設定されているファクシミリ装置１００の識別情報を含む被呼端末識
別信号（ＣＳＩ信号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する。
【０１４２】
　通信部１０２は、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ
信号）を受けると、これら信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して順次相手機に送信する（
ステップＳ２０８）。
【０１４３】
　その後、通信部１０２が相手機から上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末
識別信号（ＣＳＩ信号）送信の返答結果としてデジタル命令信号（ＤＣＳ信号）、送信端
末識別信号（ＴＳＩ信号）、トレーニングチェック（ＴＣＦ信号）を順次受けると（ステ
ップＳ２０９）、制御部１０１は、受信準備が整ったことを示す受信準備確認信号（ＣＦ
Ｒ信号）を生成し、該信号を通信部１０２に転送する。
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【０１４４】
　通信部１０２は、上記受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を受けると（ステップＳ２１０
）、該信号をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機に送信する。
【０１４５】
　ＶｏＩＰアダプタ１０は、上記受信準備確認信号（ＣＦＲ信号）を送信後、相手機とし
てアナログ公衆回線網１を介して接続する相手側ＦＡＸ３００から符号化圧縮データ（Ｐ
ＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）を受けると、これら信号をファクシミリ装置１０
０の通信部１０２に送信する。
【０１４６】
　一方、ＶｏＩＰアダプタ１０は、相手機としてＩＰ網２を介して接続する相手側ＦＡＸ
２００から符号化圧縮データ（ＰＩＸ）の複数のパケット及び手順終了信号（ＥＯＰ信号
）を受けると、複数のパケットから符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を組み立て、該符号化圧
縮データ（ＰＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号）をファクシミリ装置１００の通信部
１０２に送信する。ファクシミリ装置１００が相手側ＦＡＸ２００とＩＰ網２を介して接
続していることを検知している場合には、該装置の通信速度を低速度のＶ．１７モデムの
通信速度に設定するので、上記パケットは、破棄、又は遅延が生じることなく、円滑にフ
ァクシミリ装置１００に到達することができる。
【０１４７】
　通信部１０２が相手機から符号化圧縮データ（ＰＩＸ）及び手順終了信号（ＥＯＰ信号
）を受けると（ステップＳ２１１）、制御部１０１は、該符号化圧縮データ（ＰＩＸ）を
一時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１は、全ての符号化圧縮データ（ＰＩ
Ｘ）を記憶すると、符号化復号化部１０６に符号化圧縮データの復号化を指示する。この
符号化圧縮データには、該データの符号化圧縮方式が付与されている。
【０１４８】
　一方、通信部１０２が所定時間内に相手機から上記符号化圧縮データ（ＰＩＸ）及び手
順終了信号（ＥＯＰ信号）を取得できないと、制御部１０１は、符号化圧縮データ（ＰＩ
Ｘ）、又は手順終了信号（ＥＯＰ信号）の受信に失敗したとして、再びデジタル識別信号
（ＤＩＳ信号）を相手機に送信する処理から始めるために、ＩＰ網エラー検出部１１０に
ＩＰ網エラーの検出を指示する。上記通信エラーは、通信部１０２の通信プロトコル監視
部１０２３の監視により検出され、システムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２
に記録される。
【０１４９】
　符号化復号化部１０６は、符号化圧縮データの復号化の指示を受けると、一時記憶部１
０３で保持する全ての符号化圧縮データを該データに付与されている符号化圧縮方式に対
応する伸長復号化方式に基づいて伸長復号化して画像データを復元する。
【０１５０】
　符号化復号化部１０６が画像データを復元すると、制御部１０１は、該画像データを一
時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１が復元した画像データを記憶すると、
メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を通信部１０２に転送すると共に、印刷部１１２に画像デ
ータの印刷処理を指示する。
【０１５１】
　通信部１０２は、上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）を受けると、該信号をＶｏＩＰア
ダプタ１０を介して相手機に送信する。
【０１５２】
　印刷部１１２は、印刷処理の指示を受けると、一時記憶部１０３で保持する画像データ
に基づく印刷処理を図示しない媒体保持部で保持する印刷媒体を用いて行う。
【０１５３】
　そして、印刷部１１２は、印刷処理を終了すると、印刷処理終了信号を生成し、該信号
を制御部１０１に転送する。
【０１５４】
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　通信部１０２が相手機から上記メッセージ確認（ＭＣＦ信号）送信の返答として切断命
令（ＤＣＮ信号）を受けると、ファクシミリ装置１００及び相手機間の回線は切断される
（ステップＳ２１２）。
【０１５５】
　＜実施例１の効果＞
　本実施例１のファクシミリ装置１００では、相手機とＩＰ網２を介して接続されている
か否かをシステムメモリ１０７の通信記録保存エリア１０７２で保持する通信エラーの中
にＩＰ網を経由して発生したと思われるＩＰ網エラーがトータル通信回数に対して規定値
以上の頻度で発生しているか否かに基づいて検出し、ＩＰ網２を介して相手機と接続され
ていることを検出すると、該装置の装置能力を低速のＶ．１７モデムの通信速度に設定す
るので、ＩＰ網２に発生するパケットの遅延及び破棄を低減することができ、これにより
、自機及び相手機間で互いに円滑に各種信号及び画像データの送受信を行うことが可能と
なる。
【実施例２】
【０１５６】
　＜実施例２の構成＞
　実施例２のファクシミリ装置１００ａは、該装置を送信側ＦＡＸとして用いる場合にお
いて、該装置がＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機と回線接続すると、該ＶｏＩＰアダ
プタ１０が発する接続音がアナログ公衆回線網１を介した接続と、ＩＰ網２を介した接続
とでは異なることを利用して相手機とどちらの回線を介して接続されているかを検出する
ために、通信部１０２ａにＩＰ網接続音デジタル情報格納部１０２５と、接続音検出部１
０２６と、接続音デジタル変換部１０２７と、接続音デジタル情報照合判定部１０２８（
判定手段）とを付加した構成を有する。
【０１５７】
　ファクシミリ装置１００ａは、図７に示すように、制御部１０１ａと、通信部１０２ａ
と、一時記憶部１０３と、入力表示部１０４と、画像読取部１０５と、符号化復号化部１
０６と、システムメモリ１０７と、パラメータメモリ１０８と、画像メモリ１０９と、通
信プロトコル変更部１１０ａと、印刷部１１１とを備える。
【０１５８】
　通信部１０２ａは、図７に示すように、低速モデム１０２１と、高速モデム１０２２と
、通信プロトコル監視部１０２３と、通信回数カウント部１０２４と、ＩＰ網接続音デジ
タル情報格納部１０２５と、接続音検出部１０２６と、接続音デジタル変換部１０２７と
、接続音デジタル情報照合判定部１０２８とを備える。
【０１５９】
　ＩＰ網接続音デジタル情報格納部１０２５は、ＶｏＩＰアダプタ１０がＩＰ網２を介し
た接続時に発する例えば「プププ」という接続音をデジタル変換したＩＰ網接続音デジタ
ル情報を記憶する記憶部である。この接続音のパターンは、例えば、４００～４５０Ｈｚ
の範囲の単一の周波数の０．５秒ＯＮ、０．５秒ＯＦＦ時間という断続音であり、ＶｏＩ
Ｐアダプタメーカ毎に異なる接続音を設定している。即ち、ＩＰ網接続音デジタル情報格
納部１０２５には、予め複数のＶｏＩＰアダプタメーカのＩＰ網接続時にＶｏＩＰアダプ
タが発する接続音を所定の方式でデジタル変換したＩＰ網接続音デジタルデータが記憶さ
れている。本実施例２のファクシミリ装置１００ａでは、ＩＰ網接続音デジタル情報格納
部１０２５で保持するＩＰ網接続音デジタル情報は、予め該装置メーカにより格納された
ものであるが、これに限らず、入力表示部１０４を介して操作者により追加登録可能な構
成にしてもよい。
【０１６０】
　ファクシミリ装置１００ａが送信側ＦＡＸとして動作するための構成について、以下に
説明する。
【０１６１】
　ファクシミリ装置１００ａが相手機とファクシミリ通信を行うために、呼出信号（ＣＮ
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Ｇ信号）及び変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）をやり取りし、該ファクシミリ装置１０
０ａ及び相手機間の回線が接続すると、ＶｏＩＰアダプタ１０は、アナログ公衆回線網１
、又はＩＰ網２を介した接続であることを示す接続音をファクシミリ装置１００ａに送出
する。
【０１６２】
　通信部１０２ａは、接続音検出部１０２６が有する音検出機能を用いて上記接続音を検
出すると、接続音デジタル変換部１０２７に接続音のデジタル変換を指示する。
【０１６３】
　接続音デジタル変換部１０２７は、接続音のデジタル変換の指示を受けると、検出した
接続音を所定の方式でデジタル変換して接続音デジタル情報を生成する。
【０１６４】
　接続音デジタル変換部１０２７が接続音デジタル情報を生成すると、通信部１０２ａは
、接続音デジタル情報照合判定部１０２８に接続音デジタル情報の照合判定を指示する。
【０１６５】
　接続音デジタル情報照合判定部１０２８（判定手段）は、接続音デジタル情報の照合判
定の指示を受けると、上記生成した接続音デジタル情報に基づいてＩＰ網接続音デジタル
情報格納部１０２５を検索し、該当するＩＰ網接続音デジタル情報が存在すると、ＶｏＩ
Ｐアダプタ１０がＩＰ網２と接続したものとして、ＩＰ網接続信号を生成する。
【０１６６】
　一方、接続音デジタル情報照合判定部１０２８は、該当するＩＰ網接続音デジタル情報
が存在しないと、ＶｏＩＰアダプタ１０がアナログ公衆回線網１と接続したものとして、
アナログ公衆回線網接続信号を生成する。
【０１６７】
　接続音デジタル情報照合判定部１０２８が上記ＩＰ網接続信号、又は上記アナログ公衆
回線網接続信号を生成すると、通信部１０２ａは、いずれかの信号を制御部１０１ａに転
送する。
【０１６８】
　制御部１０１ａは、ＩＰ網接続信号を受けると、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／
ＯＦＦエリア１０７１にＯＮを設定する。
【０１６９】
　一方、制御部１０１ａは、アナログ公衆回線網接続信号を受けると、システムメモリ１
０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＦＦを設定する。
【０１７０】
　制御部１０１ａは、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＮ
、又はＯＦＦを設定すると、通信プロトコル変更部１１０ａに通信プロトコルの変更の要
否判定を指示する。
【０１７１】
　通信プロトコル変更部１１０ａは、通信プロトコルの変更の要否判定を受けると、通信
速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を指示する。
【０１７２】
　尚、ファクシミリ装置１００ａが送信側ＦＡＸとして動作するためのその他の構成につ
いては、実施例１のファクシミリ装置１００が送信側ＦＡＸとして動作するための構成と
同じである。
【０１７３】
　また、ファクシミリ装置１００ａが受信側ＦＡＸとして動作するための構成については
、実施例１のファクシミリ装置１００が受信側ＦＡＸとして動作するための構成と同じで
ある。
【０１７４】
　＜実施例２の動作＞
　以下に、本発明に係る実施例２のファクシミリ装置１００ａの動作について説明する。
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【０１７５】
　先ず、ファクシミリ装置１００ａにおける送信処理時の動作について、図８のフローチ
ャートを用いて説明する。
【０１７６】
　実施例２のファクシミリ装置１００ａのステップＳ３０１～Ｓ３０２の動作は、実施例
１のファクシミリ装置１００のステップＳ１０１～Ｓ１０２の動作と同じである。
【０１７７】
　ファクシミリ装置１００ａが相手機とファクシミリ通信を行うために、呼出信号（ＣＮ
Ｇ信号）及び変形応答トーン（ＡＮＳａｍ信号）をやり取りし、該ファクシミリ装置１０
０ａ及び相手機間の回線が接続すると、ＶｏＩＰアダプタ１０は、アナログ公衆回線網１
、又はＩＰ網２を介した接続であることを示す接続音をファクシミリ装置１００ａに送出
する。
【０１７８】
　通信部１０２ａは、接続音検出部１０２６が有する音検出機能を用いて上記接続音を検
出すると（ステップＳ３０３）、接続音デジタル変換部１０２７に接続音のデジタル変換
を指示する。
【０１７９】
　接続音デジタル変換部１０２７は、接続音のデジタル変換の指示を受けると、検出した
接続音を所定の方式でデジタル変換して接続音デジタル情報を生成する（ステップＳ３０
４）。
【０１８０】
　接続音デジタル変換部１０２７が接続音デジタル情報を生成すると、通信部１０２ａは
、接続音デジタル情報照合判定部１０２８に接続音デジタル情報の照合判定を指示する。
【０１８１】
　接続音デジタル情報照合判定部１０２８（判定手段）は、接続音デジタル情報の照合判
定の指示を受けると、上記生成した接続音デジタル情報に基づいてＩＰ網接続音デジタル
情報格納部１０２５を検索し、該当するＩＰ網接続音デジタル情報が存在すると（ステッ
プＳ３０５）、ＶｏＩＰアダプタ１０がＩＰ網２と接続したものとして、ＩＰ網接続信号
を生成する。
【０１８２】
　一方、接続音デジタル情報照合判定部１０２８は、該当するＩＰ網接続音デジタル情報
が存在しないと、ＶｏＩＰアダプタ１０がアナログ公衆回線網１と接続したものとして、
アナログ公衆回線網接続信号を生成する。
【０１８３】
　接続音デジタル情報照合判定部１０２８が上記ＩＰ網接続信号、又は上記アナログ公衆
回線網接続信号を生成すると、通信部１０２ａは、いずれかの信号を制御部１０１ａに転
送する。
【０１８４】
　制御部１０１ａは、ＩＰ網接続信号を受けると、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／
ＯＦＦエリア１０７１にＯＮを設定する（ステップＳ３０６）。
【０１８５】
　一方、制御部１０１ａは、アナログ公衆回線網接続信号を受けると、システムメモリ１
０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＦＦを設定する（ステップＳ３０７）。
【０１８６】
　制御部１０１ａは、システムメモリ１０７のＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１にＯＮ
、又はＯＦＦを設定すると、通信プロトコル変更部１１０ａに通信プロトコルの変更の要
否判定を指示する。
【０１８７】
　通信プロトコル変更部１１０ａは、通信プロトコルの変更の要否判定を受けると、通信
速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を指示する。
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【０１８８】
　実施例２のファクシミリ装置１００ａのステップＳ３０８～Ｓ３１３の動作は、実施例
１のファクシミリ装置１００のステップＳ１０７～Ｓ１１２の動作と同じである。
【０１８９】
　実施例２のファクシミリ装置１００ａの受信側ＦＡＸとして動作は、実施例１のファク
シミリ装置１００のステップＳ２０１～Ｓ２１２の動作と同じである。
【０１９０】
　＜実施例２の効果＞
　本実施例２のファクシミリ装置１００ａでは、該装置を送信側ＦＡＸとして用いる場合
において、相手機とＩＰ網２を介して接続されているか否かをＶｏＩＰアダプタ１０がＩ
Ｐ網２と接続したときに発する接続音に基づいて検出するので、実施例１のファクシミリ
装置１００よりも確実にＩＰ網２を介した接続を検出することができる。
【実施例３】
【０１９１】
　＜実施例３の構成＞
　実施例３のファクシミリ装置１００ｂは、該装置を送信側ＦＡＸとして用いる場合にお
いて、入力表示部１０４が有するボタンを介してシステムメモリ１０７ｂの宛先エリア１
０７５（判定手段）にファクシミリ通信を行う相手機のＦＡＸ番号及び該相手機とＩＰ網
２を介した接続であるか否かを示す宛先情報を登録する構成を付加し、これにより、制御
部１０１ｂがファクシミリ通信を行う相手機の宛先情報に基づいてシステムメモリ１０７
ｂのＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１の値を設定する構成にしたものである。
【０１９２】
　ファクシミリ装置１００ｂは、図９に示すように、制御部１０１ｂと、通信部１０２と
、一時記憶部１０３と、入力表示部１０４と、画像読取部１０５と、符号化復号化部１０
６と、システムメモリ１０７ｂと、パラメータメモリ１０８と、画像メモリ１０９と、通
信プロトコル変更部１１０ｂと、印刷部１１１とを備える。
【０１９３】
　システムメモリ１０７ｂは、図１０に示すように、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１
と、通信記録保存エリア１０７２と、トータル通信回数エリア１０７３と、ＩＰ網エラー
回数エリア１０７４と、上記宛先情報を格納するための宛先エリア１０７５とを有する。
【０１９４】
　宛先エリア１０７５は、図１１に示すように、ファクシミリ通信を行う相手機のＦＡＸ
番号と、該相手機とＩＰ網２を介した接続であるか否かを示すＩＰ網設定と、各ＦＡＸ番
号に付与した短縮番号とから成る宛先情報を記憶する。この宛先情報は、ファクシミリ装
置１００ｂの操作者により入力表示部１０４を介して設定され、登録済みの宛先情報の各
値を変更することは可能である。ここで、操作者は、自機であるファクシミリ装置１００
ｂ及び相手機がＩＰ網を介した接続であるか否かを相手先から予め教えてもらっている、
又は両装置間でのファクシミリ通信中に通信エラーが起こったため例えば電話を用いて相
手先に問い合わせる等により、宛先情報のＩＰ網設定の設定を行う。
【０１９５】
　先ず、ファクシミリ装置１００ｂに宛先情報を登録するための構成について、以下に説
明する。
【０１９６】
　「ファクシミリ送信」を指示するためには、ファクシミリ装置１００ｂの操作者は、先
ず、相手機のＦＡＸ番号を含む宛先情報をファクシミリ装置１００ｂに登録する必要があ
るため、入力表示部１０４が有する各種ボタンを操作して「宛先情報」登録画面を選択す
る。そして、上記操作者は、入力表示部１０４が有するタッチパネルディスプレイに上記
「宛先情報」登録画面が表示されると、入力表示部１０４が有する各種ボタンを操作して
、相手先の名前及びＦＡＸ番号を入力し、ＩＰ網設定をＯＮ又はＯＦＦに設定し、短縮番
号を選択し、最後に登録ボタンを押す。上記操作者が登録ボタンを押下すると、制御部１
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０１ｂは、上記操作者が入力してＦＡＸ番号、ＩＰ網設定の値、短縮番号からなる新規の
宛先情報をシステムメモリ１０７ｂの宛先エリア１０７５に新規登録する。
【０１９７】
　制御部１０１ｂは、システムメモリ１０７ｂの宛先エリア１０７５に宛先情報を新規登
録すると、図示しないＲＯＭで保持する該当プログラムを起動させ、「宛先情報」の新規
登録が完了したことを通知する宛先情報登録完了通知画面を入力表示部１０４に備えるタ
ッチパネルディスプレイに表示させる。
【０１９８】
　次に、ファクシミリ装置１００ｂが送信側ＦＡＸとして動作するための構成について、
以下に説明する。
【０１９９】
　ファクシミリ装置１００ｂの操作者は、「ファクシミリ送信」を指示するためには、入
力表示部１０４が有する各種ボタンを操作して、「短縮番号」選択画面を選択する。「短
縮番号」選択画面には、短縮番号と、該短縮番号に該当する名前及びＦＡＸ番号とが表示
されている。そして、上記操作者は、タッチパネルディスプレイに上記「短縮番号」選択
画面が表示されると、入力表示部１０４を操作して、相手機のＦＡＸ番号に該当する短縮
番号を選択し、「スタート」ボタンを押下する。
【０２００】
　制御部１０１ｂは、上記「スタート」ボタンが押下されると、上記選択された短縮番号
に基づいてシステムメモリ１０７ｂの宛先エリア１０７５で保持する宛先情報を検索し、
該短縮番号に該当する宛先情報のＦＡＸ番号を一時記憶部１０３に記憶すると共に、該当
するＩＰ網設定の値（ＯＮ、又はＯＦＦ）をシステムメモリ１０７ｂのＩＰ網ＯＮ／ＯＦ
Ｆエリア１０７１に格納する。
【０２０１】
　その後、制御部１０１ｂは、相手機を呼び出すための呼出信号（ＣＮＧ信号）を生成し
て通信部１０２に転送する。上記呼出信号（ＣＮＧ信号）には、一時記憶部１０３で保持
する選択された相手機のＦＡＸ番号と、パラメータメモリ１０８で保持されているファク
シミリ装置１００ｂのＦＡＸ番号とが自動的に付与される。
【０２０２】
　通信部１０２は、制御部１０１ｂから上記呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると、該信号
をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機２００、又は相手機３００のＦＡＸ番号宛に送信
する。
【０２０３】
　通信部１０２が相手機から上記共通メニュー（ＪＭ信号）を受けた後、該相手機から上
記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）を受けると、制
御部１０１ｂは、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）に付与されている相手機の受信能
力と、上記被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）に付与されている相手機の識別情報とを一時
記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１ｂは、相手機の受信能力及び識別情報を
記憶すると、通信プロトコル変更部１１０ｂに通信プロトコルの変更の要否判定を指示す
る。
【０２０４】
　通信プロトコル変更部１１０ｂは、通信プロトコルの変更の要否判定を受けると、通信
速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を指示する。
【０２０５】
　尚、ファクシミリ装置１００ｂが送信側ＦＡＸとして動作するためのその他の構成につ
いては、実施例１のファクシミリ装置１００が送信側ＦＡＸとして動作するための構成と
同じである。
【０２０６】
　また、ファクシミリ装置１００ｂが受信側ＦＡＸとして動作するための構成については
、実施例１のファクシミリ装置１００が受信側ＦＡＸとして動作するための構成と同じで
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ある。
【０２０７】
　＜実施例３の動作＞
　以下に、本発明に係る実施例３のファクシミリ装置１００ｂの動作について説明する。
【０２０８】
　先ず、ファクシミリ装置１００ｂにおける送信処理時の動作について、図１２のフロー
チャートを用いて説明する。
【０２０９】
　実施例３のファクシミリ装置１００ｂのステップＳ４０１の動作は、実施例１のファク
シミリ装置１００のステップＳ１０１の動作と同じである。
【０２１０】
　ファクシミリ装置１００ｂの操作者は、「ファクシミリ送信」を指示するためには、入
力表示部１０４が有する各種ボタンを操作して、「短縮番号」選択画面を選択する。「短
縮番号」選択画面には、短縮番号と、該短縮番号に該当する名前及びＦＡＸ番号とが表示
されている。そして、上記操作者は、タッチパネルディスプレイに上記「短縮番号」選択
画面が表示されると、入力表示部１０４を操作して、相手機のＦＡＸ番号に該当する短縮
番号を選択し、「スタート」ボタンを押下する。
【０２１１】
　制御部１０１ｂは、上記「スタート」ボタンが押下されると、上記選択された短縮番号
に基づいてシステムメモリ１０７ｂの宛先エリア１０７５で保持する宛先情報を検索し、
該短縮番号に該当する宛先情報のＦＡＸ番号を一時記憶部１０３に記憶すると共に、該当
するＩＰ網設定の値（ＯＮ、又はＯＦＦ）をシステムメモリ１０７ｂのＩＰ網ＯＮ／ＯＦ
Ｆエリア１０７１に格納する（ステップＳ４０２）。
【０２１２】
　その後、制御部１０１ｂは、相手機を呼び出すための呼出信号（ＣＮＧ信号）を生成し
て通信部１０２に転送する。上記呼出信号（ＣＮＧ信号）には、一時記憶部１０３で保持
する選択された相手機のＦＡＸ番号と、パラメータメモリ１０８で保持されているファク
シミリ装置１００ｂのＦＡＸ番号とが自動的に付与される。
【０２１３】
　通信部１０２は、制御部１０１ｂから上記呼出信号（ＣＮＧ信号）を受けると、該信号
をＶｏＩＰアダプタ１０を介して相手機２００、又は相手機３００のＦＡＸ番号宛に送信
する。
【０２１４】
　通信部１０２が相手機から上記共通メニュー（ＪＭ信号）を受けた後、該相手機から上
記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）及び被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）を受けると（ス
テップＳ４０４）、制御部１０１ｂは、上記デジタル識別信号（ＤＩＳ信号）に付与され
ている相手機の受信能力と、上記被呼端末識別信号（ＣＳＩ信号）に付与されている相手
機の識別情報とを一時記憶部１０３に記憶する。そして、制御部１０１ｂは、相手機の受
信能力及び識別情報を記憶すると、通信プロトコル変更部１１０ｂに通信プロトコルの変
更の要否判定を指示する。
【０２１５】
　通信プロトコル変更部１１０ｂは、通信プロトコルの変更の要否判定を受けると、通信
速度制限値変更部１１０４に通信速度制限値の変更の要否判定を指示する。
【０２１６】
　実施例３のファクシミリ装置１００ｂのステップＳ４０５～Ｓ４１０の動作は、実施例
１のファクシミリ装置１００のステップＳ１０７～Ｓ１１２の動作と同じである。
【０２１７】
　実施例３のファクシミリ装置１００ｂの受信側ＦＡＸとして動作は、実施例１のファク
シミリ装置１００のステップＳ２０１～Ｓ２１２の動作と同じである。
【０２１８】
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　＜実施例３の効果＞
　本実施例３のファクシミリ装置１００ｂでは、該装置を送信側ＦＡＸとして用いる場合
において、システムメモリ１０７ｂの宛先エリア１０７５に宛先情報として相手機のＦＡ
Ｘ番号及びＩＰ網設定とを格納したので、宛先情報として登録済の相手機とＩＰ網２を介
して接続されているか否かを検出することができるので、実施例１のファクシミリ装置１
００及び実施例２のファクシミリ装置１００ａよりも、簡易な方法でＩＰ網２を介した接
続を検出することが可能となる。
【０２１９】
　尚、実施例３の構成では、「ファクシミリ送信」を指示するためには、予めシステムメ
モリ１０７ｂの宛先エリア１０７５に相手機のＦＡＸ番号及びＩＰ網設定の値を登録する
必要があるが、これに限らず、上記登録処理を行わずともファクシミリ通信開始前にＦＡ
Ｘ番号及びＩＰ網設定の値を入力する構成にしてもよい。これにより、宛先情報として未
登録の相手機にファクシミリ送信を行うことが可能となる。
【０２２０】
　また、相手機とのファクシミリ通信が終了した後、該相手機のＦＡＸ番号がシステムメ
モリ１０７ｂの宛先エリア１０７５で保持する宛先情報に登録済みか否かを検索し、未登
録の場合には、該ＦＡＸ番号と、ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア１０７１で保持するＯＮ、又
はＯＦＦの値を通し番号の短縮番号に対応付けて、新規宛先情報とし該宛先情報に自動登
録する構成にしてもよい。これにより、操作者は、名前がブランクの新規宛先情報を入力
表示部１０４を介して検索し、相手先の名前を入力するだけで宛先情報の登録を行うこと
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０２２１】
　前記した実施例では、本発明の実施例の通信装置をファクシミリ装置を例に説明したが
、本発明は、ファクシミリ機能を有するＭＦＰ（ＭｕｌｔｉＦｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ）にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２２２】
【図１】本発明に係る実施例１のファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る通信システムの構成を示す図である。
【図３】ファクシミリ装置の通信シーケンスを示す図である。
【図４】本発明に係る実施例１のシステムメモリの構成を示す図である。
【図５】本発明に係る実施例１のファクシミリ装置の送信動作を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明に係る実施例１のファクシミリ装置の受信動作を示すフローチャートであ
る。
【図７】本発明に係る実施例２のファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明に係る実施例２のファクシミリ装置の送信動作を示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明に係る実施例３のファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明に係る実施例３のシステムメモリの構成を示す図である。
【図１１】本発明に係る実施例３のシステムメモリ内の宛先エリアの構成を示す図である
。
【図１２】本発明に係る実施例３のファクシミリ装置の送信動作を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０２２３】
　　　１００　　ファクシミリ装置
　　　１０１　　制御部
　　　１０２　　通信部
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　　１０２１　　低速モデム
　　１０２２　　高速モデム
　　１０２３　　通信プロトコル監視部
　１０２３１　　通信エラーテーブル
　　１０２４　　通信回数カウント部
　　１０２５　　ＩＰ網接続音デジタル情報格納部
　　１０２６　　接続音検出部
　　１０２７　　接続音デジタル変換部
　　１０２８　　接続音デジタル情報照合判定部（判定手段）
　　　１０３　　一時記憶部
　　　１０４　　入力表示部
　　　１０５　　画像読取部
　　　１０６　　符号化復号化部
　　　１０７　　システムメモリ
　　１０７１　　ＩＰ網ＯＮ／ＯＦＦエリア
　　１０７２　　通信記録保存エリア
　　１０７３　　トータル通信回数エリア
　　１０７４　　ＩＰ網エラー回数エリア
　　１０７３　　宛先エリア（判定手段）
　　　１０８　　パラメータメモリ
　　　１０９　　画像メモリ
　　　１１０　　通信プロトコル変更部
　　１１０１　　ＩＰ網エラー検出部
　　１１０２　　エラー頻度算出部
　　１１０３　　ＩＰ網判定部
　　１１０４　　通信速度制限値変更部
　　　１１１　　印刷部
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