
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数回線に接続が可能なファクシミリ装置において、回線を特定する回線情報を格納し
ておく手段と、画情報を送信する場合、格納されている回線情報の中から所定の回線情報
を抽出する手段と、送信すべき画情報とともに、抽出された回線情報を相手先へ送信する
手段とを備え、

ことを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　

ことを特徴とする
ファクシミリ装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数回線に接続が可能であって、送信すべき画情報に、送信元の名称、電話番
号、送信日時等の発信元情報（ＴＴＩ： Transmit Terminal Identifier）を付して相手先
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　ファクシミリ装置本体と１又は複数の回線増設ユニットとからなり、それぞれが、回線
制御手段、モデム、及び通信制御手段を有し、
　複数回線の全回線を選択して複数の相手先への一斉同報通信を行う手段を備え、一斉同
報通信を行う複数の相手先それぞれへ、送信すべき画情報とともに同一の回線情報を送信
すべくなしてある

前記回線情報は、優先順位が上位の電話番号、オペレータにより選択された電話番号、
受信用回線の電話番号のうち、少なくともいずれか１つを含む 請求項１
記載の



に送信するファクシミリ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、本体に通信ポート，回線ユニット等を増設し、複数回線への接続を可能として機能
を向上させたファクシミリ装置が提供されている。このようなファクシミリ装置では、送
信する際に空き回線を確保して通信が行われる。また複数回線をそれぞれ異なる相手との
通信に振り分けて使用したり、また送信用の回線と受信用の回線とを分けてファクシミリ
通信の処理効率を上げるといった使い方ができる。
【０００３】
また、このようなファクシミリ装置には、複数の相手先へ同一内容を送信する同報通信と
して、複数の回線を使用して一斉に送信する一斉同報通信の機能を設けた装置がある。一
斉同報通信では、複数回線を同時に使用して同報処理が効率的に行われる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ファクシミリ通信では、使用した回線の電話番号、発信元の名称、発信日時、
ページ数等の発信元情報が原稿データのヘッダに付されて送信され、相手先で原稿の各ペ
ージの上端に印字されるようになっている。相手先では、発信元にファクシミリ通信を行
う場合、受信したファクシミリデータの発信元情報の電話番号を参照することができる。
【０００５】
例えば複数回線を異なる相手先に振り分けて使用している場合、複数回線を使用して前述
のような一斉同報通信を行うと、発信元情報として、その相手先用でない回線の電話番号
が印字されてしまう可能性がある。従って、相手先が発信元情報の電話番号を参照してフ
ァクシミリデータを送信した場合、発信元での相手先別に回線を分けた情報管理が混乱す
る。
同様に、送信用と受信用との回線を分けて使用している場合、送信用の回線にファクシミ
リデータが着信すると、ファクシミリ通信の処理効率が低下する。
【０００６】
本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであって、複数回線を使用する
一斉同報通信のようなファクシミリ通信において、相手先に発信元情報として送信する電
話番号を、使用する回線がいずれであるかにかかわらず、ファクシミリ装置本体が接続さ
れている回線の電話番号、オペレータが選択した電話番号、受信用の回線の電話番号等の
所定の電話番号に設定することにより、複数回線を使用した一斉同報通信の発信元情報に
統一がとれ、複数回線を相手先別に分けて使用する場合の情報管理が混乱せず、また複数
回線を送信・受信別に分けて使用する場合のファクシミリ通信の処理効率が高いファクシ
ミリ装置の提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　第１発明のファクシミリ装置は、複数回線に接続が可能なファクシミリ装置において、
回線を特定する回線情報を格納しておく手段と、画情報を送信する場合、格納されている
回線情報の中から所定の回線情報を抽出する手段と、送信すべき画情報とともに、抽出さ
れた回線情報を相手先へ送信する手段とを備え、

ことを特徴とする。
【０００９】
　第１発明のファクシミリ装置は、ファクシミリ装置本体が接続することが可能な複数回
線、又はファクシミリ装置本体と回線増設ユニットとにより接続が可能な複数回線を使用
して
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ファクシミリ装置本体と１又は複数の回
線増設ユニットとからなり、それぞれが、回線制御手段、モデム、及び通信制御手段を有
し、複数回線の全回線を選択して複数の相手先への一斉同報通信を行う手段を備え、一斉
同報通信を行う複数の相手先それぞれへ、送信すべき画情報とともに同一の回線情報を送
信すべくなしてある

一斉同報通信を行う場合、使用した回線がいずれであるかにかかわらず、複数の相手
先へ同一の電話番号を、送信すべき画情報とともに相手先へ送信する。従って、一斉同報



【００１１】
　第２発明のファクシミリ装置は、第１発明に

ことを特徴とする。
【００１２】
　 発明のファクシミリ装置は、ファクシミリ装置本体が接続することが可能な複数回
線、又はファクシミリ装置本体と回線増設ユニットとにより接続が可能な複数回線を使用
して

【００１３】
【発明の実施の形態】
図１は本発明のファクシミリ装置の構成を示す模式図、図２はその内部構成を示すブロッ
ク図である。
ファクシミリ装置本体Ｆは回線ユニットの増設が可能であって、本例では、２台の回線ユ
ニットＧ１（オプション１）及びＧ２（オプション２）が増設されており、ファクシミリ
装置本体Ｆと回線ユニットＧ１及びＧ２とは、それぞれ別の回線（ＬＩＮＥ１、ＬＩＮＥ
２及びＬＩＮＥ３）に接続可能である。
【００１４】
ファクシミリ装置本体Ｆの各部について説明する。
第１ＣＰＵ１１は、バスＢ１を通じてファクシミリ装置本体Ｆのハードウェア各部を制御
するだけではなく、符号化、復号化、通信手順などのソフトウェアを実行する。
キャラクタジェネレータ１０は、例えばＡＳＣＩＩコードでコード化表現されている文字
データを表示用のイメージデータに変換するためのフォントデータを発生する。
【００１５】
第１ＲＯＭ１２は、ファクシミリ装置本体Ｆの動作に必要なソフトウェアを記憶する。第
１ＲＡＭ１３は、ＳＲＡＭまたはフラッシュメモリ等で構成され、ソフトウェアの実行時
に発生する一時的なデータを記憶するほか、発信元情報（ＴＴＩ）に含まれる回線情報、
即ち、ファクシミリ装置本体Ｆ及び回線ユニットＧ１及びＧ２それぞれの接続が可能な回
線を特定する回線 No. 毎の発信元の名称及び回線の電話番号を、ＡＳＣＩＩコードのよう
なコード化データとして格納した、図３に示すようなテーブルを記憶している。
【００１６】
第１ＮＣＵ１４はアナログ回線Ｌ１（ＬＩＮＥ１）の閉結、開放を行う。第１モデム１５
はディジタル信号を電話回線用のアナログ信号に変換する一方、回線Ｌ１から受信したア
ナログ信号をディジタル信号に復元する。
読取部１６は、ＣＣＤ等で原稿を読み取り、白黒２値のイメージデータを出力する。記録
部１７は電子写真方式などのプリンタを備え、他のＧ３，Ｇ４ファクシミリ装置から受信
したイメージデータを記録する。
【００１７】
操作部１８は、ファクシミリ装置を操作するのに必要なテンキーに加えて、短縮ダイヤル
キー、ワンタッチダイヤルキー、同報通信キー等の各種ファンクションキーなどを備えて
いる。
表示部１９は、液晶表示装置などを備え、ファクシミリ装置の動作状態やイメージデータ
の表示を行う。
【００１８】
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通信の受信側において、同一内容の画情報を同一の電話番号で統一することができる。

おいて、前記回線情報は、優先順位が上位
の電話番号、オペレータにより選択された電話番号、受信用回線の電話番号のうち、少な
くともいずれか１つを含む

第２

ファクシミリ通信を行う場合、回線を特定する情報として格納してある、例えば電話
番号のような回線情報の中から、装置の標準として設定された優先順位が上位の電話番号
、オペレータが選択した電話番号、又は受信用の回線の電話番号を抽出し、この電話番号
を、送信すべき画情報とともに相手先へ送信する。従って、相手先へファクシミリデータ
を送信した回線が複数回線のうちのいずれであるかにかかわらず、受信側が回線情報を参
照してファクシミリ通信する場合に、相手先用の回線、受信用の回線等、発信元が望む回
線に相手先からのファクシミリデータが着信するように管理できる。



第１コーデック２０は、白黒２値のイメージデータをＭＨ、ＭＲ方式等によって冗長度圧
縮処理を行うエンコーダ（符号化器）と、冗長度圧縮されたデータを元のイメージデータ
に復元するデコーダ（復号化器）との機能を併せ持つ。
コネクタ２７は増設の回線ユニットＧ１を接続するためのものである。
【００１９】
回線ユニットＧ１及びＧ２は同様の構成を有し、ファクシミリ装置本体Ｆの下流に回線ユ
ニットＧ１が接続され、回線ユニットＧ１の下流に回線ユニットＧ２が接続されている。
回線ユニットＧ１及びＧ２は、コネクタ２８によってファクシミリ装置本体Ｆ又は他の回
線ユニットと接続が可能であって、コネクタ２８はバスＢ２１を介して、ＤＰＲＡＭ（Ｄ
ｕａｌ　Ｐｏｒｔ　ＲＡＭ）２６に接続されている。
【００２０】
ＤＰＲＡＭ２６は、下流から上流へのデータを入出力するポートであるアップロードエリ
ア２６ａと、上流から下流へのデータを入出力するポートであるダウンロードエリア２６
ｂとを有し、下流の回線ユニットからのデータはアップロードエリア２６ａに一旦蓄積さ
れ、このデータとともに書き込まれたオプションボード番号（回線ユニットを特定する情
報）をチェックし、このデータが自身宛のデータでない場合はさらに上流のファクシミリ
装置本体Ｆ（回線ユニット）へ転送される。また、上流のファクシミリ装置本体Ｆ（回線
ユニット）からのデータはダウンロードエリア２６ｂに一旦蓄積され、このデータととも
に書き込まれたオプションボード番号をチェックし、このデータが自身宛のデータでない
場合はさらに下流の回線ユニットへ転送される。
【００２１】
以下、説明の簡単のため、回線ユニットＧ１の各部について説明する。
第２ＣＰＵ２１は、バスＢ２２を通じて回線ユニットＧ１のハードウェア各部を制御する
だけではなく、符号化、復号化、通信手順などのソフトウェアを実行する。
第２ＲＯＭ２２は、回線ユニットＧ１の動作に必要なソフトウェアを記憶する。第２ＲＡ
Ｍ２３は、ＳＲＡＭまたはフラッシュメモリ等で構成され、ソフトウェアの実行時に発生
する一時的なデータを記憶している。
【００２２】
第２ＮＣＵ２４はアナログ回線Ｌ２（ＬＩＮＥ２）の閉結、開放を行う。第２モデム２５
はディジタル信号を電話回線用のアナログ信号に変換する一方、回線Ｌ２から受信したア
ナログ信号をディジタル信号に復元する。
第２コーデック３０は、白黒２値のイメージデータをＭＨ、ＭＲ方式等によって冗長度圧
縮処理を行うエンコーダ（符号化器）と、冗長度圧縮されたデータを元のイメージデータ
に復元するデコーダ（復号化器）との機能を併せ持つ。
また、回線ユニットＧ１は、他の回線ユニットＧ２を接続するためのコネクタ２９を備え
、コネクタ２９はバスＢ２２を介してＤＰＲＡＭ２６に接続されている。
【００２３】
次に、本発明のファクシミリ装置の通信手順（勧告Ｔ．３０）を図４のフローチャートに
基づいて説明する。
まず、図中の略号について説明する。
ＣＦＲは受信準備確認信号であり、受信機が位相合わせを終え、少なくとも１ページ受信
できる状態にあることを示す。
【００２４】
ＣＥＤは被呼局識別信号であり、被呼局が非音声端末であることを示す。ＤＩＳはディジ
タル識別信号であり、被呼装置の標準ＣＣＩＴＴ能力を示す。ＤＣＳはディジタル命令信
号であり、ＤＩＳ信号で識別される標準機能に対するディジタル設定命令である。
【００２５】
ＥＯＰは手順終了の信号であり、ファクシミリ情報の完全なページの終わりを表し、更に
このほかのドキュメントを送らないことを表し、確認を受信した後フェーズＥ（呼切断）
に進む。
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ＤＣＮは切断命令の信号であり、この命令は、フェーズＥ（呼切断）の開始を表す。この
命令は応答を必要としない。
【００２６】
まず、ファクシミリ装置本体Ｆにおいて、オペレータは送信する原稿を送信台  (不図示 ) 
にセットし、操作部１８からの指示により、送信する相手先を、例えば短縮番号に続いて
スタートキー  (不図示 ) を押す、ワンタッチキーを押す等して入力する。
ファクシミリ装置本体Ｆは、回線Ｌ１～Ｌ３の中の空いている回線を捜す。その結果、第
２回線Ｌ２が空いている場合、回線ユニットＧ１を特定する情報であるボード番号ととも
に、回線Ｌ２を確保させる信号を回線ユニットＧ１（オプション１）へ出力し、回線ユニ
ットＧ１から回線Ｌ２を確保したという信号を受け取ると、第１ＲＡＭ１３のテーブルを
参照し、指定された相手先のダイヤルデータを回線ユニットＧ１に転送する。
【００２７】
回線ユニットＧ１はファクシミリ装置本体Ｆからのダイヤルデータに基づいて外部のファ
クシミリ装置を発呼する。発呼先のファクシミリ装置が、回線ユニットＧ１からの着信に
応じて回線が使用中であることを示すオフフックの状態になり、非音声端末であることを
示すＣＥＤ信号と、装置の標準ＣＣＩＴＴ能力を示すＤＩＳ信号とが回線ユニットＧ１へ
送信される。
【００２８】
回線ユニットＧ１は、外部のファクシミリ装置から送信されたＤＩＳ信号のデータをファ
クシミリ装置本体Ｆへ転送する。
ファクシミリ装置本体Ｆは、ＤＩＳ信号で識別される標準機能に対するディジタル設定命
令、ＤＣＳのデータを作成してトレーニング信号とともに回線ユニットＧ１へ出力する。
回線ユニットＧ１はＤＣＳのデータをトレーニング信号とともに外部のファクシミリ装置
に送信する。
【００２９】
外部のファクシミリ装置はＣＦＲ信号を回線ユニットＧ１へ送信し、回線ユニットＧ１は
外部のファクシミリ装置から受信したＣＦＲ信号をファクシミリ装置本体Ｆに転送する。
ファクシミリ装置本体Ｆは、第１ＲＡＭ１３のテーブルに、回線Ｌ２の回線 No. に対応付
けて格納されている名称及び電話番号とともに、カレンダー情報、ページ番号等の発信元
情報（ＴＴＩ）を、キャラクタジェネレータ１０のフォント情報を使用してイメージ展開
するとともに、原稿台の原稿を１ページずつ読み取り、発信元情報と原稿データとのイメ
ージデータを回線ユニットＧ１へ出力する。回線ユニットＧ１は、発信元情報のイメージ
データと原稿１ページ分のイメージデータとを合成してＭＭＲ方式で符号化し、外部のフ
ァクシミリ装置へ送信する。
【００３０】
ファクシミリ装置本体Ｆは全ページの原稿を読み終えるまで、１ページずつの原稿データ
と、イメージ展開した発信元情報とを回線ユニットＧ１へ出力し、回線ユニットＧ１はこ
れらを合成してＭＭＲ方式で符号化し、外部のファクシミリ装置へ送信する。
【００３１】
ファクシミリ装置本体Ｆは、全ページの原稿の読取を終了すると、ＥＯＰ信号とＤＣＮ信
号とを回線ユニットＧ１へ出力する。回線ユニットＧ１はＥＯＰ信号とＤＣＮ信号を外部
のファクシミリ装置へ送信して回線を切断し、これらの信号を受信した外部のファクシミ
リ装置も回線を切断する。
【００３２】
一斉同報通信の場合は、確保した空き回線のそれぞれに対して、上述と同様の処理を行う
。ただし、複数の相手先へは、同一の電話番号を発信元情報として送信する。その電話番
号は、例えば、装置の標準として設定されている電話番号、オペレータが選択した電話番
号、受信用の回線の電話番号等、いずれの電話番号に統一することも可能である。
【００３３】
なお、本形態では、ファクシミリ装置本体Ｆに回線ユニットＧ１及びＧ２を増設して複数
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の回線への接続を可能とし、ファクシミリ装置本体Ｆが通信手順（Ｔ．３０）を制御し、
発信元情報をファクシミリ装置本体ＦのＲＡＭに格納し、また使用する回線は、ファクシ
ミリ装置本体Ｆが空き回線から選択し、さらに一斉同報通信以外の場合は使用した回線の
電話番号を発信元情報として相手先へ送信する例について説明したが、以下のような実施
の形態も可能である。
【００３４】
 (１ ) 増設した回線ユニットで通信手順を処理する。
 (２ ) 回線の増設方法として、ファクシミリ装置本体が複数回線に対応する。
 (３ ) 発信元情報を、回線ユニットでそれぞれ記憶する。ただし、この場合は回線ユニッ
トにキャラクタジェネレータを設ける必要がある。
 (４ ) 使用する回線の選択方法として、空き回線が複数回線ある場合は、所定の優先順位
に従って選択する。
（５）一斉同報時には、空いている回線全てを選択する。
（６）ＴＳＩ（送信端末識別）信号として送信するデータにも、上記実施形態で説明した
発信元情報（ＴＴＩ）で使用した電話番号と同じデータを格納して送信すること。
【００３５】
【発明の効果】
　第１発明のファクシミリ装置は、

　 相手先へファクシミリデータを送信した回線が複数回
線のうちのいずれであるかにかかわらず、受信側が回線情報を参照してファクシミリ通信
する場合に、相手先用の回線、受信用の回線等、発信元が望む回線に相手先からのファク
シミリデータが着信するように管理できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のファクシミリ装置の構成を示す模式図である。
【図２】本発明のファクシミリ装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】テーブルの記憶状態の概念図である。
【図４】本発明のファクシミリ装置の通信手順のフローチャートである。
【符号の説明】
Ｆ　ファクシミリ装置本体
Ｇ１、Ｇ２　回線ユニット
１０　キャラクタジェネレータ
１１　第１ＣＰＵ
１２　第１ＲＯＭ
１３　第１ＲＡＭ
１８　操作部

10

20

30

(6) JP 3682591 B2 2005.8.10

一斉同報通信の受信側において、同一内容の情報を同
一の電話番号で統一することができる。

第２発明のファクシミリ装置は、



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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