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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
宛先メールアドレスとして送信先の電話番号が指定された電子メールデータを受信する受
信手段と、前記宛先メールアドレスから送信先の電話番号を解析する解析手段と、電話番
号とＩＰアドレスとが対応づけて登録された管理テーブルと、前記送信先の電話番号に対
応するＩＰアドレス宛てに前記電子メールデータを送信する送信手段と、を具備すること
を特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
前記管理テーブルに前記送信先の電話番号が登録されていない場合には前記電子メールデ
ータの送信元にエラー通知を行うことを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
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【請求項３】
前記電子メールデータを送信する際、前記送信手段は、前記電子メールデータのヘッダ情
報のうち、送信元のメールアドレスのユーザ名に当該電子メールデータを識別可能なＩＤ
を割り当てる一方、ドメイン名に送達確認用のドメイン名を割り当てることを特徴とする
請求項１又は請求項２記載のサーバ装置。
【請求項４】
前記解析手段は、前記受信手段で受信した電子メールデータのヘッダ情報のうち、前記宛
先メールアドレスのドメイン名を判断し、送達確認用のドメイン名であった場合、当該電
子メールの本文の内容に応じて以前に送信した電子メールデータの処理完了を判断するこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のサーバ装置。
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【請求項５】
前記解析手段は、前記受信手段で受信した電子メールデータのヘッダ情報のうち、前記宛
先メールアドレスのドメイン名を判断し、送達確認用のドメイン名であった場合、以前に
送信した電子メールデータが正常に処理されていないと判断することを特徴とする請求項
１から請求項３のいずれかに記載のサーバ装置。
【請求項６】
前記宛先メールアドレスのドメイン名が送達確認用のドメイン名であった場合、当該宛先
メールアドレスのユーザ名に割り当てられた電子メールデータの識別ＩＤに基いて、以前
に送信した電子メールデータの送信元に処理結果を通知することを特徴とする請求項４又
は請求項５記載のサーバ装置。
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【請求項７】
前記電子メールデータの送信元に処理結果を通知する場合、電子メールデータのヘッダ情
報のうち、送信元のメールアドレスのドメイン名に廃棄用のドメイン名を割り当てること
を特徴とする請求項６記載のサーバ装置。
【請求項８】
前記管理テーブルは、前記電話番号に対応して端末種別が登録され、前記送信先の電話番
号に対応する端末種別がＩＴＵ−Ｔ勧告に定められたＨ．３２３に対応する端末である場
合にはＨ．３２３ゲートキーパから当該端末のＩＰアドレスを取得することを特徴とする
請求項１記載のサーバ装置。
【請求項９】
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送信先の電話番号が入力された後に電子メールデータの送信指示を受けると、前記送信先
の電話番号を宛先メールアドレスに指定した電子メールデータを請求項１から請求項８の
いずれかに記載のサーバ装置に送信することを特徴とする電子メール送信端末。
【請求項１０】
請求項１から請求項８のいずれかに記載のサーバ装置と、請求項９記載の電子メール送信
端末とから構成され、前記電子メール装置端末から宛先メールアドレスに送信先の電話番
号が指定された電子メールデータが送信されると、前記サーバ装置から前記送信先の電話
番号に対応するＩＰアドレスに前記電子メールデータを送信することを特徴とする通信シ
ステム。
【請求項１１】
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送信元の電子メール送信端末から宛先メールアドレスとして送信先の電話番号が指定され
た電子メールデータを受信する工程と、前記宛先メールアドレスから前記送信先の電話番
号を解析する工程と、電話番号とＩＰアドレスとが対応つけて登録された管理テーブルか
ら前記送信先の電話番号に対応するＩＰアドレスを取得する工程と、取得した前記送信先
の電話番号に対応するＩＰアドレス宛てに前記電子メールデータを送信する工程と、を具
備することを特徴とする電子メールの送信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サーバ装置及び電子メールの送信制御方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、電子メール通信を行う場合、ＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ
ｒ

Ｍａｉｌ

Ｔｒａｎｓｆｅ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルに従って端末同士の間で直接電子メール通信したり、

ＰＯＰ３（Ｐｏｓｔ

Ｏｆｆｉｃｅ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ

ｖｅｒｓｉｏｎ３）プロトコル

に従ってメールサーバに送信された電子メールを宛先である端末が受信するという方法が
一般的である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のようなプロトコルに従って電子メール通信を行う場合、電子メール
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の送信相手のメールアカウント等の情報を送信元で予め認識していなければならないとい
う問題がある。具体的には、ＳＭＴＰプロトコルに従う場合にはＩＰアドレス及びメール
アカウントを認識しておく必要があり、ＰＯＰ３に従う場合にはメールアカウントを認識
しておく必要がある。
【０００４】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、送信相手のメールアカウント等の情報
を予め認識していなくても、電子メール通信を行うことができるサーバ装置及びこれを用
いた電子メールの送信制御方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
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本発明のサーバ装置は、送信元の電子メール送信端末から送信先の電話番号を含む電子メ
ールデータを受信し、電話番号とＩＰアドレスとが対応つけて登録された管理テーブルか
らその送信先の電話番号に対応するＩＰアドレスを取得し、そのＩＰアドレス宛てに電子
メールデータを送信するようにしたものである。
【０００６】
これにより、送信元の電子メール送信端末から指定された電話番号に対応するＩＰアドレ
スをサーバ装置で取得するようにしたので、送信先のメールアカウント等の情報を予め認
識していなくても、電子メール通信を行うことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】

20

本発明の第１の態様に係るサーバ装置は、電子メールデータを受信する受信手段と、前記
電子メールデータから送信先の電話番号を解析する解析手段と、電話番号とＩＰアドレス
とが対応づけて登録された管理テーブルと、前記送信先の電話番号に対応するＩＰアドレ
ス宛てに前記電子メールデータを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【０００８】
この構成によれば、受信した電子メールデータに含まれる送信先の電話番号に対応するＩ
Ｐアドレスに電子メールデータが送信されるので、送信先のメールアカウント等の情報を
予め認識していなくても、送信先の電話番号を認識しておくだけで電子メール通信を行う
ことができる。
【０００９】
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本発明の第２の態様は、第１の態様に係るサーバ装置において、前記管理テーブルに前記
送信先の電話番号が登録されていない場合には前記電子メールデータの送信元にエラー通
知を行う構成を採る。
【００１０】
この構成によれば、受信した電子メールデータに含まれる送信先の電話番号が管理テーブ
ルに登録されていない場合に送信元に対してエラー通知が行われるため、即座にオペレー
タに送信エラーを認識させることができると共に、次の処理を促すことができる。
【００１１】
本発明の第３の態様は、第１又は第２の態様に係るサーバ装置において、前記電子メール
データを送信する際、前記送信手段は、前記電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信
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元のメールアドレスのユーザ名に当該電子メールデータを識別可能なＩＤを割り当てる一
方、ドメイン名に送達確認用のドメイン名を割り当てる構成を採る。
【００１２】
この構成によれば、電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信元のメールアドレスのユ
ーザ名に電子メールデータを識別可能なＩＤが割り当てられるため、このＩＤにより本サ
ーバ装置においてその電子メールデータを管理することができる。また、ドメイン名に送
達確認用のドメイン名が割り当てられるため、送信先において本サーバ装置からの電子メ
ールデータであること、あるいは、送信先から返信された電子メールを受信した本サーバ
装置において、即時にこの電子メールが送達確認メッセージであることを認識することが
できる。迅速に送信元のオペレータに送達確認を通知することができる。
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【００１３】
本発明の第４の態様は、第１から第３のいずれかの態様に係るサーバ装置において、前記
解析手段は、前記電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信先のメールアドレスのドメ
イン名を判断し、送達確認用のドメイン名であった場合、当該電子メールの本文の内容に
応じて以前に送信した電子メールデータの処理完了を判断する構成を採る。
【００１４】
この構成によれば、受信した電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信先のメールアド
レスのドメイン名が送達確認用のドメイン名であった場合に送達確認メッセージであるこ
とを即時に認識することができる。そして、この場合に限って電子メールの本文の内容に
応じて電子メールデータの処理完了を判断するので、本サーバ装置における送達確認につ
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いての処理を簡素化することができる。
【００１５】
本発明の第５の態様は、第１から第３のいずれかの態様に係るサーバ装置において、前記
解析手段は、前記電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信先のメールアドレスのドメ
イン名を判断し、送達確認用のドメイン名であった場合、以前に送信した電子メールデー
タが正常に処理されていないと判断する構成を採る。
【００１６】
この構成によれば、受信した電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信先のメールアド
レスのドメイン名が送達確認用のドメイン名である電子メールデータを受信するだけで以
前に送信した電子メールが正常に送信されていないことを認識することができるので、本
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サーバ装置における送達確認についての処理をより簡素化することができる。
【００１７】
本発明の第６の態様は、第４又は第５の態様に係るサーバ装置において、前記送信先のメ
ールアドレスのドメイン名が送達確認用のドメイン名であった場合、当該送信先のメール
アドレスのユーザ名に割り当てられた電子メールデータの識別ＩＤに基いて、以前に送信
した電子メールデータの送信元に処理結果を通知する構成を採る。
【００１８】
この構成によれば、受信した電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信先のメールアド
レスのドメイン名が送達確認用のドメイン名であった場合、その送信先のメールアドレス
のユーザに割り当てられた識別ＩＤに基いて、その識別ＩＤを有する電子メールデータの
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送信元に処理結果を通知する。すなわち、識別ＩＤに応じて送信元が特定されるので、処
理結果を誤ることなく送信元に通知することができる。
【００１９】
本発明の第７の態様は、第６の態様に係るサーバ装置において、前記電子メールデータの
送信元に処理結果を通知する場合、電子メールデータのヘッダ情報のうち、送信元のメー
ルアドレスのドメイン名に廃棄用のドメイン名を割り当てる構成を採る。
【００２０】
この構成によれば、電子メールデータの送信元に処理結果を通知する場合、電子メールデ
ータのヘッダ情報のうち、送信元のメールアドレスのドメイン名に廃棄用のドメイン名が
割り当てられる。この処理結果の通知を受けた送信元において、即時に廃棄すべき電子メ
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ールデータであることを認識することができる。これにより、この電子メールデータを受
信し、さらに返信処理を行うことによって生じ得る電子メール通信のループを防止するこ
とができる。
【００２１】
本発明の第８の態様は、第１の態様に係るサーバ装置において、前記端末管理テーブルは
、前記電話番号に対応して端末種別が登録され、前記送信先の電話番号に対応する端末種
別がＩＴＵ−Ｔ勧告に定められたＨ．３２３に対応する端末である場合にはＨ．３２３ゲ
ートキーパから当該端末のＩＰアドレスを取得する構成を採る。
【００２２】
この構成によれば、受信した電子メールデータに含まれる送信先の電話番号に対応するＩ
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Ｐアドレスが管理テーブルに登録されていない場合には、Ｈ．３２３ゲートキーパからそ
の送信先のＩＰアドレスを取得し、このＩＰアドレスに電子メールデータが送信される。
したがって、送信先のメールアカウント等の情報を予め認識していなくても、送信先の電
話番号を認識しておくだけで電子メール通信を行うことができる。
【００２３】
本発明の第９の態様に係る電子メール送信端末は、送信先の電話番号が入力された後に電
子メールデータの送信指示を受けると、前記送信先の電話番号を含む電子メールデータを
第１から第８のいずれかの態様のサーバ装置に送信するものである。
【００２４】
本発明の第１０の態様に係る通信システムは、第１から第８のいずれかの態様に係るサー
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バ装置と、第９の態様に係る電子メール送信端末とから構成され、前記電子メール装置端
末から電子メールデータが送信されると、前記電子メールデータに含まれる送信先の電話
番号に対応するＩＰアドレスに前記電子メールデータを送信するものである。
【００２５】
本発明の第１１の態様に係る電子メールの送信制御方法は、送信元の電子メール送信端末
から送信先の電話番号を含む電子メールデータを受信する工程と、前記電子メールデータ
から前記送信先の電話番号を解析する工程と、電話番号とＩＰアドレスとが対応つけて登
録された管理テーブルから前記送信先の電話番号に対応するＩＰアドレスを取得する工程
と、取得した前記送信先の電話番号に対応するＩＰアドレス宛てに前記電子メールデータ
を送信する工程と、を具備するものである。
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【００２６】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２７】
図１は、本発明の実施の形態に係るサーバ装置が動作するネットワークを示す概念図であ
る。
【００２８】
図１に示すように、本実施の形態に係るサーバ装置１０１は、ＩＰアドレスにより電子メ
ールの送受信を管理・実行する装置（以下、「ＩＰ装置」という）に接続されている。Ｉ
Ｐ装置としては、電子メール通信機能を有するパーソナルコンピュータやＰＤＡ等いかな
る端末であってもよいが、本実施の形態ではＩＰ装置としてインターネットファクシミリ
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装置（以下、「ＩＦＡＸ」という）１０２、１０３が接続されている場合について説明す
る。このＩＦＡＸ１０２、１０３は、特開平８−２４２３２６号公報や米国特許５、８８
１、２３３号に開示されているようなＩＦＡＸで構成されるものとする。
【００２９】
ＩＦＡＸ１０２、１０３は、公衆電話回線網（Ｐｕｂｌｉｃ
ｅｐｈｏｎｅ

Ｓｗｉｔｃｈｅｄ

Ｔｅｌ

Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＰＳＴＮ）１０４を介して所定のプロバイダにダイヤル

アップ接続を行い、インターネット１０５上の本サーバ装置１０１に接続される。
【００３０】
なお、本サーバ装置１０１に接続されるＩＰ装置（本実施の形態ではＩＦＡＸ１０２、１
０３）は、電子メールの送信処理を実行する場合、必ず本サーバ装置１０１にアクセスし
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、送信対象のメッセージを本サーバ装置１０１に送信する。本サーバ装置１０１は、この
性質を利用して送信元のＩＰ装置のオペレータが送信先のメールアカウント等の情報を予
め認識していなくても、電子メールを送信できるようにしたものである。具体的には、送
信元のＩＰ装置のオペレータから入力される電話番号を利用して送信先を特定し、電子メ
ールを送信するものである。
【００３１】
ＩＦＡＸ１０２を送信元、ＩＦＡＸ１０３を送信先として具体的にいうと、ＩＦＡＸ１０
２は、オペレータから入力されたＩＦＡＸ１０３の電話番号が入力されると、その電話番
号をヘッダ情報として含む電子メールを本サーバ装置１０１にＳＭＴＰプロトコルに従っ
て送信する。本サーバ装置１０１は、この電子メールのヘッダ情報に含まれる電話番号を
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判定し、送信先であるＩＦＡＸ１０３のＩＰアドレスを特定した後に受信した電子メール
のメッセージをＩＦＡＸ１０３にＳＭＴＰプロトコルに従って送信する。
【００３２】
なお、本サーバ装置１０１に接続されるＩＰ装置は、電子メールを送信する場合、その送
信元の電子メールアドレスとして自己の電話番号をユーザ名として有する。すなわち、自
己の電話番号が０１２−３４５６−７８９０であれば、０１２３４５６７８９０＠ドメイ
ン名が電子メールアドレスとして登録されるものとする。
【００３３】
図２は、本実施の形態に係るサーバ装置１０１の機能を示すブロック図である。
【００３４】
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図２において、ＳＭＴＰ受信部２０１は、送信元のＩＰ装置からＳＭＴＰプロトコルに従
って送信される電子メールを受信する。本実施の形態では、上述のように、特にヘッダ情
報に電話番号が含まれる電子メールを受信する。
【００３５】
メッセージ解析部２０２は、送信元のＩＰ装置から送信された電子メールの解析を行い、
ヘッダ情報とメッセージとに分解する。また、そのヘッダ情報に含まれる送信元の電子メ
ールアドレスを送信元の電話番号とドメインとに分解する。さらに、ヘッダ情報に含まれ
る送信先の電子メールアドレスを送信先アカウントとドメインとに分解する。
【００３６】
ユーザ認証部２０３は、送信元及び送信先の電話番号からユーザ登録が行われているかを
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確認する。具体的には、送信元及び送信先の電話番号に基いて端末管理テーブル２０４に
電話番号が登録されているかを判定することでユーザ登録されているかを確認する。
【００３７】
ここで、端末管理テーブル２０４に登録される具体例について図３を用いて説明する。図
３は、端末管理テーブル２０４に登録されるデータの一例を示す図である。
【００３８】
図３に示すように、端末管理テーブル２０４には、電話番号３０１に対応してＩＰアドレ
ス３０２、ドメイン３０３、受信機能３０４及び機種３０５が登録されている。図３にお
いては、機種としてＩＴＵ−Ｔ勧告Ｈ．３２３に対応した端末（以下、「Ｈ．３２３端末
」という）及びＩＦＡＸが登録されている場合について示している。Ｈ．３２３端末は、
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後述するＨ．３２３ゲートキーパによりそのＩＰアドレスが管理されるため、固定された
ＩＰアドレスは登録されていない。
【００３９】
ＩＰ変換部２０５は、端末管理テーブル２０４に登録されたデータに基いて、送信元のＩ
Ｐ装置から指定された送信先の電話番号をその送信先のＩＰアドレスに変換する。上述の
ように、送信先の電話番号に対応する機種がＨ．３２３端末の場合には、固定されたＩＰ
アドレスが端末管理テーブル２０４に登録されていないため、ＩＰ変換部２０５は、Ｈ．
３２３ゲートキーパ２０６に問い合わせ、送信元のＩＰ装置から指定された送信先の電話
番号に対応するＩＰアドレスを取得する。
【００４０】
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なお、Ｈ．３２３ゲートキーパ２０６は、図４に示すように、電話番号に対応してＩＰア
ドレスが登録される電話番号／ＩＰアドレス管理テーブルを備えており、各電話番号に対
応したＩＰアドレスをＩＰ変換部２０５の問い合わせに応じて返信する。
【００４１】
送信メッセージ作成部２０７は、送信元のＩＰ装置から受信した電子メールのメッセージ
に対して、各電子メールを識別可能なメッセージ管理ＩＤを付与した送信メッセージを作
成する。送信メッセージを示す所定の情報がメッセージ管理データベース（ＤＢ）２０８
に登録される。
【００４２】
ここで、メッセージ管理ＤＢ２０８に登録される具体例について図５を用いて説明する。
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図５は、メッセージ管理ＤＢ２０８に登録されるデータの一例を示す図である。
【００４３】
図５に示すように、メッセージ管理ＤＢ２０８には、送信メッセージに付与されたメッセ
ージ管理ＩＤ５０１に対応して送信元電話番号５０２、送信先電話番号５０３及び添付フ
ァイル名５０４が登録されている。
【００４４】
ＳＭＴＰ送信部２０９は、ＩＰ変換部２０５により変換された送信先のＩＰ装置のＩＰア
ドレスに対して、メッセージ管理ＤＢ２０８から取り出したデータを参照して送信メッセ
ージをＳＭＴＰプロトコルに従って送信する。
【００４５】
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次に、上記構成を有する本サーバ装置１０１における電子メールの送信動作について図６
を用いて説明する。図６は、本サーバ装置１０１における電子メールの送信動作を示すフ
ロー図である。以下の説明においては、ＩＦＡＸ１０２を送信元のＩＰ装置、ＩＦＡＸ１
０３を送信先のＩＰ装置として説明する。なお、ＩＦＡＸ１０２、ＩＦＡＸ１０３のそれ
ぞれに対応して、図３に示す「２３４５−６７−８９０１」、「９９９９−９９−９９９
９」が割り当てられているものとする。
【００４６】
本サーバ装置１０１に電子メールを送信するに当たり、ＩＦＡＸ１０２は、送信すべき原
稿を読取画面より読み込んだ後、送信先であるＩＦＡＸ１０３の電話番号を入力して送信
指示を行う。
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【００４７】
本サーバ装置１０１においては、この送信指示に応じてＩＦＡＸ１０２から送信されるＭ
ＡＩＬコマンドをＳＭＴＰ受信部２０１が受信する（ＳＴ６０１）。このＭＡＩＬコマン
ドには、送信元であるＩＦＡＸ１０２の電話番号がユーザ名として設定された電子メール
アドレスが含まれている。具体的には、電子メールのヘッダ情報のうち、送信元を示す部
分（ＭＡＩＬ

ＦＲＯＭ：）に「２３４５−６７−８９０１＠ＣＣＣ」という電子メール

アドレスが割り当てられている。
【００４８】
メッセージ解析部２０２は、この送信元の電子メールアドレスの解析を行い、送信元の電
話番号とドメインとに分解する（ＳＴ６０２）。すなわち、送信元の電子メールアドレス
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から「２３４５−６７−８９０１」という電話番号と「ＣＣＣ」というドメインとを取得
する。この取得された送信元の電話番号は、ユーザ認証部２０３に渡される。
【００４９】
ユーザ認証部２０３は、この送信元の電話番号が端末管理テーブル２０４に登録されてい
るかを判断することで、ＩＦＡＸ１０２がユーザ登録されているか判断する（ＳＴ６０３
）。ここでは、図３に示すように、端末管理テーブル２０４にＩＦＡＸ１０２の電話番号
が登録されているので、ＩＦＡＸ１０２がユーザ登録されていると判断される。
【００５０】
ＩＦＡＸ１０２がユーザ登録されていると判断すると、ＳＭＴＰ受信部２０１は、ＩＦＡ
Ｘ１０２から送信されるＲＣＰＴコマンドを受信する（ＳＴ６０４）。ＲＣＰＴコマンド
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には、送信先であるＩＦＡＸ１０３の電話番号が含まれている。具体的には、電子メール
のヘッダ情報のうち、送信先を示す部分（ＲＣＰＴＴＯ：）に「９９９９−９９−９９９
９」という電話番号が割り当てられている。
【００５１】
なお、ＳＴ６０３において、送信元の電話番号が端末管理テーブル２０４に登録されてい
ない場合には、送信元であるＩＦＡＸ１０２に対してエラーコード（例えば、５０１）を
ＳＭＴＰプロトコルに従って送信し、電子メールの送信動作を終了する（ＳＴ６０５）。
【００５２】
ＳＴ６０４において、ＲＣＰＴコマンドを受信すると、メッセージ解析部２０２は、送信
先の電子メールアドレスの解析を行い、送信先の電話番号とドメインとに分解する（ＳＴ
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６０６）。すなわち、送信先の電子メールアドレスから「９９９９−９９−９９９９」と
いう電話番号と所定の場合にドメインとを取得する。ここでは、送信先の電子メールアド
レスとして、電話番号しか割り当てられていないため、ドメインがないと判断する。なお
、ドメインが取得される所定の場合とは、後述する送達確認メッセージ処理やメッセージ
を廃棄する処理の場合である。
【００５３】
ＳＴ６０６で送信先の電子メールアドレスを分解した後、メッセージ解析部２０２は、分
解して取得したドメインを判断する（ＳＴ６０７）。具体的には、取得したドメインが送
達確認用のドメインか、廃棄用のドメインか、それ以外のドメインかを判断する（ＳＴ６
０８）。この送達確認用ドメイン及び廃棄用ドメインについては後述する。ここでは、上
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述のようにドメインがないと判断されるため、それ以外のドメインと判断される。
【００５４】
ＳＴ６０８におけるドメインの判断に応じた処理が選択される。すなわち、それ以外のド
メインと判断された場合には、通常メッセージ処理が選択される（ＳＴ６０９）。また、
送達確認用ドメインと判断された場合には、送達確認用メッセージ処理が選択される（Ｓ
Ｔ６１０）。さらに廃棄用ドメインと判断された場合には、メッセージを廃棄する処理が
選択される（ＳＴ６１１）。ここでは、それ以外のドメインと判断されるため、通常メッ
セージ処理が選択される。
【００５５】
通常メッセージ処理について図７を用いて説明する。図７は、本サーバ装置１０１におけ
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る通常メッセージ処理の動作を示すフロー図である。
【００５６】
ＳＴ６０８において、通常メッセージ処理が選択されると、ユーザ認証部２０３は、ＳＴ
６０６で取得した送信先の電話番号が端末管理テーブル２０４に登録されているかを判断
することで、ＩＦＡＸ１０３がユーザ登録されているか判断する（ＳＴ７０１）。ここで
は、図３に示すように、端末管理テーブル２０４にＩＦＡＸ１０３の電話番号が登録され
ているので、ＩＦＡＸ１０３がユーザ登録されていると判断される。
【００５７】
ＩＦＡＸ１０３がユーザ登録されていると判断すると、メッセージ解析部２０２は、ＳＭ
ＴＰ受信部２０１を介して受信した電子メールメッセージを解析し、分解する（ＳＴ７０
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２）。具体的には、送信元がＩＦＡＸ１０２であるため、受信した電子メールメッセージ
をヘッダ情報とＴＩＦＦ（Ｔａｇｇｅｄ

Ｉｍａｇｅ

Ｆｉｌｅ

Ｆｏｒｍａｔ）ファイ

ルに分解する。
【００５８】
なお、ＳＴ７０１において、送信先の電話番号が端末管理テーブル２０４に登録されてい
ない場合には、送信元であるＩＦＡＸ１０２に対してエラーコード（例えば、５５０、５
５１）をＳＭＴＰプロトコルに従って送信し、電子メールの送信動作を終了する（ＳＴ７
０３）。
【００５９】
ＳＴ７０２において受信した電子メールメッセージをヘッダ情報とＴＩＦＦファイルとに
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分解した後、メッセージ解析部２０２は、さらに受信した電子メールメッセージの添付フ
ァイルがＴＩＦＦ画像であるかを判断する（ＳＴ７０４）。すなわち、添付ファイルが例
えば、ＭＨのような圧縮形式で圧縮されたものか判断する。具体的には、ＭＩＭＥ（Ｍｕ
ｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｍａｉｌ

Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）に従ったマ

ルチパートメールに添付されたＴＩＦＦファイルのヘッダ情報を確認することで電子メー
ルメッセージの添付ファイルがＴＩＦＦ画像であるかを判断する。
【００６０】
ＩＰ変換部２０５は、メッセージ解析部２０２が取得した送信先の電話番号を受け取る。
そして、この電話番号を用いて端末管理テーブル２０４を検索し、送信先の端末種別及び
ドメインを取得する（ＳＴ７０５）。ここでは、端末機種として「ＩＦＡＸ」が、ドメイ
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ンとして「ＢＢＢ」が取得される。取得された送信先の端末種別及びドメインは、ＳＭＴ
Ｐ送信部２０９に渡される。
【００６１】
一方、送信メッセージ作成部２０７は、ＳＴ７０４における判断結果を加味した上で、Ｉ
ＦＡＸ１０２から受信した電子メールメッセージに対して、メッセージ管理ＩＤを付与す
る。このとき、送信メッセージ作成部２０７は、この送信メッセージの内容を示す管理レ
コードをメッセージ管理ＤＢ２０８に登録する（ＳＴ７０６）。この管理レコードとは、
図５に示すメッセージ管理ＩＤ５０１、送信元電話番号５０２、送信先電話番号５０３及
び添付ファイル名５０４等である。ここでは、具体的に図５の最上段に示す、メッセージ
管理ＩＤが「１００」である管理レコードが登録される。
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【００６２】
さらに、送信メッセージ作成部２０７は、上述のメッセージ管理ＩＤ（１００）をユーザ
名とし、送達確認用のドメインを付与した電子メールアドレスを送信元の電子メールアド
レスと設定した送信メッセージを作成する（ＳＴ７０７）。ここで送達確認用ドメインは
、いかなるドメインを設定してもよいが、例えば、「ｓｖｒ．ｃｏｎｆｉｒｍ」と設定す
るものとする。ここでは、送信元の電子メールアドレスとして、「１００＠ｓｖｒ．ｃｏ
ｎｆｉｒｍ」と設定された送信メッセージが作成される。作成された送信メッセージは、
ＳＭＴＰ送信部２０９に渡される。
【００６３】
送信メッセージが作成されると、ＩＰ変換部２０５は、ＳＴ７０５で取得した送信先の端
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末機種に応じて送信先のＩＰアドレスを取得する（ＳＴ７０８）。具体的には、送信先の
端末機種がＩＦＡＸであれば、端末管理テーブル２０４からＩＰアドレスを取得し、また
、送信先の端末機種がＨ．３２３端末であれば、Ｈ．３２３ゲートキーパ２０６との通信
を行い（Ｈ．３２３

ＬＰＱ／ＬＣＦ）、ＩＰアドレスを取得する。ここでは、送信先の

端末機種がＩＦＡＸ１０３であるため、ＩＰ変換部２０５は、端末管理テーブル２０４か
らＩＰアドレス（１３３．１８５．２５０．１２）を取得する。取得されたＩＰアドレス
は、ＳＭＴＰ送信部２０９に渡される。
【００６４】
このＩＰアドレスを受け取ると、ＳＭＴＰ送信部２０９は、ＳＴ７０７で作成された送信
メッセージを指定されたＩＰアドレスにＳＭＴＰプロトコルに従って送信する（ＳＴ７０
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９）。このとき、ＳＭＴＰ送信部２０９は、メッセージ管理ＤＢ２０８に登録された送信
対象のメッセージ管理ＩＤに対応する管理レコードを参照して送信先の電子メールアドレ
スを指定する。具体的には、送信先の電話番号をユーザ名として送信先の電子メールアド
レスを指定する。ここでは、送信先の電子メールアドレスが「９９９９−９９−９９９９
＠ＢＢＢ」と指定される。
【００６５】
送信メッセージを送信すると、ＳＭＴＰ送信部２０９は、正常に電子メール送信が行われ
たかを判断する（ＳＴ７１０）。ここで、正常に電子メール送信が行われた場合には、電
子メールの送信動作を終了する。一方、例えば、送信先のＩＦＡＸ１０３の電源が入って
いない等の原因により正常に電子メール送信が行われていない場合には、その旨を送信メ

40

ッセージ作成部２０７に通知する。
【００６６】
この通知を受け取ると、送信メッセージ作成部２０７は、予め用意されたエラー内容を示
すメッセージを本文とし、送信できなかった送信メッセージを添付ファイルとしたエラー
メールメッセージを作成する（ＳＴ７１１）。このエラーメールメッセージは、ＳＭＴＰ
送信部２０９に渡される。
【００６７】
エラーメールメッセージが作成されると、ＩＰ変換部２０５は、端末管理テーブル２０４
に登録された送信元（ＩＦＡＸ１０２）の端末機種に応じて、ＳＴ７０８の同様の要領で
送信元のＩＰアドレスを取得する（ＳＴ７１２）。ここでは、送信元の端末機種がＩＦＡ
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Ｘ１０２であるため、ＩＰ変換部２０５は、端末管理テーブル２０４からＩＰアドレス（
１３３．１８５．２５０．１３）を取得する。取得されたＩＰアドレスは、ＳＭＴＰ送信
部２０９に渡される。
【００６８】
このＩＰアドレスを受け取ると、ＳＭＴＰ送信部２０９は、ＳＴ７１１で作成されたエラ
ーメールメッセージを指定されたＩＰアドレスにＳＭＴＰプロトコルに従って送信し（Ｓ
Ｔ７１３）、電子メール送信動作を終了する。
【００６９】
次に、図６におけるＳＴ６０８において送達確認用ドメインと判断された場合の送達確認
メッセージ処理について図８を用いて説明する。図８は、本サーバ装置１０１における送
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達確認メッセージ処理の動作を示すフロー図である。
【００７０】
ここで、送達確認メッセージ処理について説明する。送達確認メッセージ処理とは、何ら
かの原因で送信先のＩＰ装置に対してサーバ装置１０１からの送信メッセージが到達しな
かった場合に送信先のＩＰ装置が所定の送達確認メッセージを送信元のＩＰ装置に送信す
る処理をいう。なお、以下の説明においては、上述のＩＦＡＸ１０２からの送信メッセー
ジがＩＦＡＸ１０３に到達しないで、ＩＦＡＸ１０３が送達確認メッセージ処理を実行す
るものとする。
【００７１】
この送達確認メッセージ処理では、本サーバ装置１０１における送達確認の判断を自由に
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設定することができる。例えば、サーバ装置１０１からの送信メッセージが送信先のＩＰ
装置に到達しなかった場合のみに送信先のＩＰ装置から送達確認メッセージを送信するよ
うに設定するとする。この場合には、その送達確認メッセージを受信した場合に送信メッ
セージが到達しなかったことを判断できる。また、サーバ装置１０１からの送信メッセー
ジに対応して全て送達確認メッセージを送信するように設定するとする。この場合には、
その送達確認メッセージの内容に応じて送信メッセージが到達か未到達かを判断できる。
ここでは、前者の判断が設定されているものとする。
【００７２】
なお、この送達確認メッセージのヘッダ情報には、上述のＩＦＡＸ１０２からの送信メッ
セージのヘッダ情報の送信元と送信先の電子メールアドレスが入れ換えられて指定されて
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いる。上述の例でいうと、送信元の電子メールアドレスに元の送信先の電子メールアドレ
スであった「９９９９−９９−９９９９＠ＢＢＢ」が、送信先の電子メールアドレスに元
の送信元の電子メールアドレスであった「１００＠ｓｖｒ．ｃｏｎｆｉｒｍ」が指定され
ている。
【００７３】
送達確認メッセージ処理においても、図６に示すＳＴ６０１〜ＳＴ６０８までの処理が同
様に行われる。なお、ＳＴ６０６では、送信先の電子メールアドレスの解析により、ＩＦ
ＡＸ１０３に到達されなかった送信メッセージのメッセージ管理ＩＤ（１００）と送達確
認用ドメイン（ｓｖｒ．ｃｏｎｆｉｒｍ）に分解される。これらのメッセージ管理ＩＤ等
は、送信メッセージ作成部２０７に渡される。さらに、ＳＴ６０８において、送達確認メ
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ッセージ処理が選択される。
【００７４】
送達確認メッセージ処理が選択されると、上述の送達確認の判断の設定に応じて送達確認
の結果が判断される（ＳＴ８０１）。ここでは、ＩＦＡＸ１０３から送達確認メッセージ
を受信しているので、ＩＦＡＸ１０２からの送信メッセージがＩＦＡＸ１０３に到達して
いないと判断される。
【００７５】
ＳＴ８０１により送達確認の結果が判断されると、ＳＭＴＰ送信部２０９は、メッセージ
解析部２０２及び送信メッセージ作成部２０７を通じて渡されたメッセージ管理ＩＤ（１
００）に基いて、メッセージ管理ＤＢ２０８より元の送信元（ＩＦＡＸ１０２）及び元の

50

(11)

JP 3581311 B2 2004.10.27

送信先（ＩＦＡＸ１０３）の電話番号を取得する（ＳＴ８０２）。
【００７６】
ＩＰ変換部２０５は、ＳＭＴＰ送信部２０９から元の送信元（ＩＦＡＸ１０２）の電話番
号を取得し、この電話番号を用いて端末管理テーブル２０４を検索し、元の送信元（ＩＦ
ＡＸ１０２）の端末種別及びドメインを取得する（ＳＴ８０３）。ここでは、送信元であ
るＩＦＡＸ１０２の端末種別（ＩＦＡＸ）及びドメイン（ＣＣＣ）が取得される。取得さ
れた元の送信元（ＩＦＡＸ１０２）の端末種別及びドメインは、ＳＭＴＰ送信部２０９に
渡される。
【００７７】
一方、送信メッセージ作成部２０７は、送信メッセージが到達していない旨を示すメッセ

10

ージを本文とし、送信できなかった送信メッセージを添付ファイルとしたエラーメールメ
ッセージを作成する（ＳＴ８０４）。このエラーメールメッセージは、ＳＭＴＰ送信部２
０９に渡される。
【００７８】
なお、送信メッセージ作成部２０７は、この送達確認メッセージのヘッダ情報のうち、送
信元の電子メールアドレスとして、元の送信先（ＩＦＡＸ１０３）の電話番号（９９９９
−９９−９９９９）をユーザ名とし、ドメインを廃棄用ドメインと設定する。廃棄用ドメ
インは、いかなるものであってもよいが、例えば、「ｓｖｒ．ｄｅｌｅｔｅ」とする。こ
こでは、送信元の電子メールアドレスが「９９９９−９９−９９９９＠ｓｖｒ．ｄｅｌｅ
ｔｅ」と設定される。
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【００７９】
ＩＰ変換部２０５は、ＳＴ８０３で取得した元の送信元（ＩＦＡＸ１０２）の端末機種に
応じて、ＳＴ７０８やＳＴ７１２と同様の要領でＩＰアドレスを取得する（ＳＴ８０５）
。ここでは、元の送信元の端末機種がＩＦＡＸ１０２であるため、ＩＰ変換部２０５は、
端末管理テーブル２０４からＩＰアドレス（１３３．１８５．２５０．１３）を取得する
。取得されたＩＰアドレスは、ＳＭＴＰ送信部２０９に渡される。
【００８０】
このＩＰアドレスを受け取ると、ＳＭＴＰ送信部２０９は、ＳＴ８０４で作成されたエラ
ーメールメッセージを指定されたＩＰアドレスにＳＭＴＰプロトコルに従って送信する（
ＳＴ８０６）。そして、エラーメールメッセージを送信した後、電子メールの送信動作を
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終了する。
【００８１】
次に、図６におけるＳＴ６０８において、廃棄用のドメインと判断された場合に選択され
る、メッセージを廃棄する処理について説明する。この処理は、元の送信元であるＩＦＡ
Ｘ１０２が送達確認メッセージを受信した場合に、さらに元の送信先であるＩＦＡＸ１０
３にエラーメールメッセージを送信することにより発生し得る、電子メール通信の無限ル
ープを防止するものである。
【００８２】
このメッセージを廃棄する処理においても、図６に示すＳＴ６０１〜ＳＴ６０８までの処
理が同様に行われる。なお、この場合には、ＳＴ６０８において、廃棄用ドメイン（ｓｖ
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ｒ．ｄｅｌｅｔｅ）と判断されることで、この処理が選択される。そして、この場合、そ
の受信した電子メールメッセージが廃棄され（ＳＴ６１１）、電子メール送信動作を終了
する。
【００８３】
このように本実施の形態のサーバ装置１０１によれば、端末管理テーブル２０４に送信先
の電話番号に対応させて登録されたＩＰアドレス、あるいは、端末管理テーブル２０４に
登録された端末種別からＨ．３２３ゲートキーパ等に問い合わせることで通知されるＩＰ
アドレスを取得するようにしたので、送信元のオペレータは、送信先のメールアカウント
等の情報を予め認識していなくても、送信先の電話番号を認識しておくだけで電子メール
を送信することができる。
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【００８４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、送信元から指定された電話番号に対応するＩＰア
ドレスを取得するようにしたので、送信相手のメールアカウント等の情報を予め認識して
いなくても、電子メール通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るサーバ装置が動作するネットワークを示す概念図
【図２】上記実施の形態に係るサーバ装置の機能を示すブロック図
【図３】上記実施の形態に係るサーバ装置の端末管理テーブルに登録されるデータの一例
を示す図
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【図４】上記実施の形態に係るサーバ装置が通信するＨ．３２３ゲートキーパの電話番号
／ＩＰアドレス管理テーブルに登録されるデータの一例を示す図
【図５】上記実施の形態に係るサーバ装置のメッセージ管理ＤＢに登録されるデータの一
例を示す図
【図６】上記実施の形態に係るサーバ装置における電子メールの送信動作を示すフロー図
【図７】上記実施の形態に係る本サーバ装置における通常メッセージ処理の動作を示すフ
ロー図
【図８】上記実施の形態に係るＩＦＡＸにおけるデフォルトドメイン名の登録の各工程を
示すフロー図
【符号の説明】
１０１
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サーバ装置

１０２，１０３

インターネットファクシミリ装置（ＩＦＡＸ）

１０４

公衆電話回線網

１０５

インターネット

２０１

ＳＭＴＰ受信部

２０２

メッセージ解析部

２０３

ユーザ認証部

２０４

端末管理テーブル

２０５

ＩＰ変換部

２０６

Ｈ．３２３ゲートキーパ

２０７

送信メッセージ作成部

２０８

メッセージ管理データベース（ＤＢ）

２０９

ＳＭＴＰ送信部
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