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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手先通信装置に静的に割り当てられた識別情報を指定する指定手段と、ＤＮＳサービ
スの利用により、前記相手先通信装置のドメイン名を提示してＩＰアドレスを取得するＩ
Ｐアドレス取得手段と、前記識別情報と、ＩＰアドレス再取得回数の設定値と、を記憶す
る記憶手段と、前記ＩＰアドレス取得手段により取得したＩＰアドレスが割り当てられて
いる通信装置と接続して応答メッセージを受信し、該応答メッセージの所定箇所に含まれ
る情報と前記指定手段により指定された識別情報の全部又は所定部分が一致する場合は、
接続された前記通信装置へ実体データの送信を行う手段と、前記ＩＰアドレス取得手段に
より取得したＩＰアドレスが割り当てられている通信装置と接続して応答メッセージを受
信し、該応答メッセージの所定箇所に含まれる情報と前記指定手段により指定された識別
情報の全部又は所定部分が一致しない場合、及び、前記ＩＰアドレス取得手段によりＩＰ
アドレスが取得できなかった場合は、ＩＰアドレス再取得回数がその設定値未満であるか
否かを判断する手段と、該ＩＰアドレス再取得回数がその設定値未満である場合は、前記
ＩＰアドレス取得手段によりＩＰアドレスの再取得及び再接続を行う手段と、を備えるこ
とを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記通信装置は、公衆交換電話網を通じてファクシミリ通信を行うＧ３のファクシミリ
通信機能と、インターネットを通じて電子メールの伝送を行うインターネットファクシミ
リ通信機能とを備える通信装置であって、



(2) JP 4151661 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

　前記記憶手段は、更にファクシミリ番号を少なくとも含んだ電話帳データを記憶し、
　前記ＩＰアドレス再取得回数が設定値以上である場合は、前記記憶手段に登録されてい
る前記電話帳データを参照し、前記指定手段により指定された前記識別情報の前記相手先
通信装置についてファクシミリ番号が登録されているか否かを判断し、登録されている場
合には、前記ファクシミリ番号の通信装置へＧ３ファクシミリ通信を利用して、前記実体
データの送信を行うことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記ＤＮＳサービスは動的ＤＮＳサービスであり、前記ＩＰアドレスは動的ＩＰアドレ
スであることを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　相手先通信装置に静的に割り当てられた識別情報を指定する指定手段、ＤＮＳサービス
の利用により、前記相手先通信装置のドメイン名を提示してＩＰアドレスを取得するＩＰ
アドレス取得手段、前記ＩＰアドレス取得手段により取得したＩＰアドレスが割り当てら
れている通信装置と接続して応答メッセージを受信し、該応答メッセージの所定箇所に含
まれる情報と前記指定手段により指定された識別情報の全部又は所定部分が一致する場合
は、接続された前記通信装置へ実体データの送信を行う手段、前記ＩＰアドレス取得手段
により取得したＩＰアドレスが割り当てられている通信装置と接続して応答メッセージを
受信し、該応答メッセージの所定箇所に含まれる情報と前記指定手段により指定された識
別情報の全部又は所定部分が一致しない場合、及び、前記ＩＰアドレス取得手段によりＩ
Ｐアドレスが取得できなかった場合は、ＩＰアドレス再取得回数が記憶手段に記憶された
ＩＰアドレス再取得回数の設定値未満であるか否かを判断する手段、該ＩＰアドレス再取
得回数がその設定値未満である場合は、前記ＩＰアドレス取得手段によりＩＰアドレスの
再取得及び再接続を行う手段、としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログ
ラム。
【請求項５】
　前記プログラムは、公衆交換電話網を通じてファクシミリ通信を行うＧ３のファクシミ
リ通信と、インターネットを通じて電子メールの伝送を行うインターネットファクシミリ
通信と、を機能させるプログラムであって、
　前記ＩＰアドレス再取得回数がその設定値以上である場合は、記憶手段に登録されてい
る電話帳データのファクシミリ番号を参照し、前記識別情報の前記相手先通信装置につい
てファクシミリ番号が登録されているか否かを判断し、登録されている場合には、前記フ
ァクシミリ番号の通信装置へＧ３ファクシミリ通信を利用して、前記実体データの送信を
行う手段、としてコンピュータを機能させることを特徴とする請求項４記載のプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Peer　to　Peer型のＩＰ（Internet　Protocol）通信を行う通信装置に関し
、詳しくは、動的ＤＮＳ（Domain　Name　System）サービス又は静的ＤＮＳサービスによ
り取得した宛先ＩＰアドレスの装置と直接接続してデータ通信を行う通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰ通信を行う通信装置では、相手先とデータ通信を行うために、動的ＤＮＳサービス
を利用して、宛先ＩＰアドレスを取得する場合がある。動的ＤＮＳサービスは、動的ＤＮ
Ｓサーバと、ＤＨＣＰ（Dynamic　Host　Configuration　Protocol）サーバが連携するこ
とによって実現される。動的ＤＮＳサーバは、ＤＨＣＰサーバと随時双方向に情報を転送
して、ＤＨＣＰクライアントのドメイン名とそのＩＰアドレスの対応関係をＤＮＳサーバ
のゾーン・ファイルに追加、削除する。したがって、ＤＮＳクライアント、つまり、ＩＰ
アドレスを要求する通信装置に対して、ＤＨＣＰサーバが動的に割り当てた最新のＩＰア
ドレスが提供されるようになっている。
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【０００３】
　なお、特許文献１には、ＤＮＳサービスにより取得したＩＰアドレス宛てに電子メール
を送信する通信装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－２１６５４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、通信装置が動的ＤＮＳサービスを利用して取得したＩＰアドレス宛てにデー
タ送信を行う場合、ＤＮＳサーバに対して提示した宛先ドメイン名とは異なるドメイン名
を有する通信装置に誤って接続しデータ送信するおそれがある。
【０００５】
　例えば図４に示すように、ネットワーク１７に、動的ＤＮＳサービス１８（実際には、
動的ＤＮＳサーバとＤＨＣＰサーバが連携したシステム）、ルータ１９乃至２１が接続さ
れ、さらに各ルータ１９乃至２１にそれぞれ通信装置２５乃至２７が接続されてなるネッ
トワーク環境があるとする。このネットワーク環境で、図５に示すように、当初、ルータ
２０に対してＩＰアドレスＸが割り当てられている状態で（Ｓ１）、通信装置２５がルー
タ２０に接続されている通信装置２６とのデータ通信を行うために、ルータ２０（通信装
置２６）のドメイン名を動的ＤＮＳサーバ１８に提示してそのドメイン名に割り当てられ
ているＩＰアドレスＸを取得する（Ｓ２）。そして、取得したＩＰアドレスＸ宛てに電子
メール等のデータ送信を行う（Ｓ３）。
【０００６】
　しかし、通信装置２５がＩＰアドレスＸを取得した時点（Ｓ２）からデータ送信（Ｓ３
）を開始するまでの間に、図４に示すような事態（Ｓ４乃至Ｓ６）が発生すると誤送信の
問題が生じる。すなわち、前記Ｓ２とＳ３の間で、ルータ２０にエラーが発生するなどし
てルータ２０と動的ＤＮＳサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）のアクセスが切断すると
（Ｓ４）、動的ＤＮＳサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）は、ルータ２０に割り当てて
いたＩＰアドレスＸを空き状態に設定する（Ｓ５）。そして、他のルータ２１が動的ＤＮ
Ｓサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）に接続して空き状態になっているＩＰアドレスＸ
の割り当てを受けた場合には（Ｓ６）、通信装置２５は、ルータ２１に接続されている通
信装置２６と同タイプの通信装置２７に対してデータを送信してしまうという問題が生じ
る。
【０００７】
　このような誤送信の問題は動的ＤＮＳサービスにより宛先ＩＰアドレスを取得する場合
に起こりうるものであるが、静的ＤＮＳサービスにより宛先ＩＰアドレスを取得する場合
でも、相手先通信装置における設定変更等により当該相手先通信装置のＩＰアドレスが変
更されれば、同じく誤送信を生じるおそれがある。
【０００８】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、ＤＮＳサービスによりＩＰアドレ
スを取得した時点から相手先の通信装置と接続するまでの間に、取得したＩＰアドレスが
割り当てられている相手先通信装置が当初の通信装置と入れ替わることにより生じる誤送
信を防止することができる通信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の通信装置は、相手先通信装置に静的に割り
当てられた識別情報を指定する指定手段と、ＤＮＳサービスの利用により、前記相手先通
信装置のドメイン名を提示してＩＰアドレスを取得するＩＰアドレス取得手段と、前記識
別情報と、ＩＰアドレス再取得回数の設定値と、を記憶する記憶手段と、前記ＩＰアドレ
ス取得手段により取得したＩＰアドレスが割り当てられている通信装置と接続して応答メ
ッセージを受信し、該応答メッセージの所定箇所に含まれる情報と前記指定手段により指
定された識別情報の全部又は所定部分が一致する場合は、接続された前記通信装置へ実体
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データの送信を行う手段と、前記ＩＰアドレス取得手段により取得したＩＰアドレスが割
り当てられている通信装置と接続して応答メッセージを受信し、該応答メッセージの所定
箇所に含まれる情報と前記指定手段により指定された識別情報の全部又は所定部分が一致
しない場合、及び、前記ＩＰアドレス取得手段によりＩＰアドレスが取得できなかった場
合は、ＩＰアドレス再取得回数がその設定値未満であるか否かを判断する手段と、該ＩＰ
アドレス再取得回数がその設定値未満である場合は、前記ＩＰアドレス取得手段によりＩ
Ｐアドレスの再取得及び再接続を行う手段と、を備えることを特徴としている。また、請
求項２記載の通信装置は、公衆交換電話網を通じてファクシミリ通信を行うＧ３のファク
シミリ通信機能と、インターネットを通じて電子メールの伝送を行うインターネットファ
クシミリ通信機能とを備える通信装置であって、前記記憶手段は、更にファクシミリ番号
を少なくとも含んだ電話帳データを記憶し、前記ＩＰアドレス再取得回数が設定値以上で
ある場合は、前記記憶手段に登録されている前記電話帳データを参照し、前記指定手段に
より指定された前記識別情報の前記相手先通信装置についてファクシミリ番号が登録され
ているか否かを判断し、登録されている場合には、前記ファクシミリ番号の通信装置へＧ
３ファクシミリ通信を利用して、前記実体データの送信を行うことを特徴としている。
【００１０】
　請求項３記載の通信装置は、請求項１又は２記載の通信装置において、前記ＤＮＳサー
ビスは動的ＤＮＳサービスであり、前記ＩＰアドレスは動的ＩＰアドレスであることを特
徴としている。
【００１１】
　請求項４記載のプログラムは、相手先通信装置に静的に割り当てられた識別情報を指定
する指定手段、ＤＮＳサービスの利用により、前記相手先通信装置のドメイン名を提示し
てＩＰアドレスを取得するＩＰアドレス取得手段、前記ＩＰアドレス取得手段により取得
したＩＰアドレスが割り当てられている通信装置と接続して応答メッセージを受信し、該
応答メッセージの所定箇所に含まれる情報と前記指定手段により指定された識別情報の全
部又は所定部分が一致する場合は、接続された前記通信装置へ実体データの送信を行う手
段、前記ＩＰアドレス取得手段により取得したＩＰアドレスが割り当てられている通信装
置と接続して応答メッセージを受信し、該応答メッセージの所定箇所に含まれる情報と前
記指定手段により指定された識別情報の全部又は所定部分が一致しない場合、及び、前記
ＩＰアドレス取得手段によりＩＰアドレスが取得できなかった場合は、ＩＰアドレス再取
得回数が記憶手段に記憶されたＩＰアドレス再取得回数の設定値未満であるか否かを判断
する手段、該ＩＰアドレス再取得回数がその設定値未満である場合は、前記ＩＰアドレス
取得手段によりＩＰアドレスの再取得及び再接続を行う手段、としてコンピュータを機能
させることを特徴としている。また、請求項５記載のプログラムは、公衆交換電話網を通
じてファクシミリ通信を行うＧ３のファクシミリ通信と、インターネットを通じて電子メ
ールの伝送を行うインターネットファクシミリ通信と、を機能させるプログラムであって
、前記ＩＰアドレス再取得回数がその設定値以上である場合は、記憶手段に登録されてい
る電話帳データのファクシミリ番号を参照し、前記識別情報の前記相手先通信装置につい
てファクシミリ番号が登録されているか否かを判断し、登録されている場合には、前記フ
ァクシミリ番号の通信装置へＧ３ファクシミリ通信を利用して、前記実体データの送信を
行う手段、としてコンピュータを機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る通信装置によれば、ＤＮＳサービスによりＩＰアドレスを取得し、取得し
たＩＰアドレスの相手先通信装置と接続したとき、当該相手先通信装置がＩＰアドレス取
得時の装置と異なる装置に入れ替わっていても、そのことを検出して、誤送信を防止する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下本発明の第１の実施の形態に係る通信装置として、公衆交換電話網を通じてファク
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シミリ通信を行うＧ３等のファクシミリ通信機能と、インターネットを通じて電子メール
の伝送を行うインターネットファクシミリ通信機能とを備えるファクシミリ複合機を例に
挙げて説明する。勿論、本発明は、ＤＮＳサービスにより取得したＩＰアドレスの相手先
通信装置と直接接続してPeer　to　Peer型のデータ通信を行う通信装置であれば、上記フ
ァクシミリ複合機に限らず、インターネットファクシミリ通信機能のみを備える通信装置
やその他のタイプのＩＰ通信装置にも適用可能である。
【００１４】
　図１にファクシミリ複合機１の構成例を示す。すなわち、ファクシミリ複合機１は、Ｃ
ＰＵ（中央処理装置）２、ＲＯＭ（リードオンリーメモリー）３、ＲＡＭ（ランダムアク
セスメモリー）４、画像メモリ５、モデム６、ＮＣＵ７、コーデック８、読取部９、記録
部１０、表示部１１、操作部１２、ＬＡＮインタフェース１３を備え、各部２乃至１３は
バス１４によって接続されている。
【００１５】
　ＣＰＵ２は、ＲＯＭ３に格納された制御プログラムに従って、このファクシミリ複合機
１を構成する各部を制御する制御手段として機能する。ＲＯＭ３は、前記制御プログラム
等を格納している。ＲＡＭ４は、ＣＰＵ２の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
また、ＲＡＭ４には、自装置１の識別情報４ａと後述するＩＰアドレス再取得回数「Ｋ」
の設定値４ｂとを格納している。識別情報４ａは、本実施の形態においては、メールアド
レスであるが、各通信装置に静的（不変的）に割り当てられた各装置に固有の情報であれ
ばメールアドレスに限定されず、メールアドレスに替えて、通信装置１のドメイン名、電
話番号、ファクシミリ番号等であってもよい。また、ＲＡＭ４には、宛先名、宛先メール
アドレス、宛先ファクシミリ番号等の電話帳用データ（不図示）が格納されており、操作
部１２等におけるワンタッチ、短縮機能により宛先情報を指定する際に電話帳用データが
参照されるようになっている。
【００１６】
　画像メモリ５は、コーデック８によって圧縮符号化された画像データ等を記憶する。モ
デム６は、例えばＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信連合）の勧告Ｖ．３４規格又はこれと同様の
ものに従った送受信データの変調及び復調を行う。ＮＣＵ７は、ＰＳＴＮ（公衆交換電話
網）１５との回線の閉結及び開放の動作を行う回線網制御装置であり、必要に応じてモデ
ム６をＰＳＴＮ１５と接続する。コーデック８は、ファクシミリ送信等に際して、画像デ
ータを、ＪＰＥＧ方式又はＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ方式等により圧縮符号化する。また、受信
した画像データ等を復号する。
【００１７】
　読取部９は、原稿の画像データを読取るものであり、例えば、ＣＣＤカラーラインセン
サ、Ａ／Ｄコンバータ、画像処理回路等で構成される。記録部１０は、給紙カセットから
記録紙を取り出して、受信画像データ、読取画像データ等を記録紙上に記録する。表示部
１１は、例えば操作部１２に並設されたＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）からなり、各種の画面情報を表示する。操作部１２は、各種の操作キーなどを
具備し、ユーザによる各種の操作は、この操作部１２において行われる。
【００１８】
　ＬＡＮインタフェース１３は、ファクシミリ複合機１とＬＡＮ（ローカルエリアネット
ワーク）１６とを接続するインターフェースであり、これを通じてファクシミリ複合機１
は、同じくＬＡＮ１６に接続されたクライアントＰＣ（不図示）、ルータ１９と通信を行
う。更にはルータ１９を通じてネットワーク１７上の他の通信装置と通信を行う。
【００１９】
　上記構成を備えるファクシミリ複合機１は、ＳＭＴＰサーバ機能を実装しており、読取
部９により読取った原稿の画像データ等を電子メールに添付して送信したり、そのような
電子メールを受信して添付された画像データ部分を印字出力等することができる。また、
原稿の画像データ等をＰＳＴＮ１５を通じて送受信するＧ３方式等のファクシミリ通信機
能をも備えている。
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【００２０】
　次に上記構成及び通信機能を備えるファクシミリ複合機１同士が互いにインターネット
ファクシミリにて実体データの送受信をする際の処理動作について図２に示すフローチャ
ートに基づいて説明する。本明細書及び特許請求の範囲において、実体データとは、電子
メール、画像データ等のように、送信側から受信側へ伝送すべき実体的な内容を含むデー
タのことをいう。以下の説明では便宜上、実体データの送信側となるファクシミリ複合機
１を送信側装置１Ａ、実体データの受信側となるファクシミリ複合機１を受信側装置１Ｂ
又は１Ｃという。なお、前記フローチャートに基づいて説明する処理動作は、それぞれの
ファクシミリ複合機１のＲＯＭ３等に記憶された制御プログラムに基づいて制御手段であ
るＣＰＵ２が発行する命令に従って実行される。
【００２１】
　送信側装置１Ａにおいて、電子メールの送信指示操作がなされ（Ｓ１）、例えばファク
シミリ複合機１Ｂの宛先メールアドレスが指定されると（Ｓ２：ＹＥＳ）、送信側装置１
Ａは、動的ＤＮＳサービス１８に対して宛先メールアドレスのドメイン名（「ＲＯＵＴＥ
Ｒ２．ＣＯＭ」）を提示して、ドメイン名に対応するＩＰアドレスを問合せる（Ｓ３）。
宛先メールアドレスの指定は、操作部１２等での入力操作や予め電話帳用データとして登
録された宛先メールアドレスの選択操作（例えばワンタッチ、短縮機能の操作）により行
われる。
【００２２】
　送信側装置１Ａは、Ｓ３でＩＰアドレスを問い合わせたもののＩＰアドレスを取得する
ことができなかった場合は（Ｓ４：ＮＯ）、エラー処理を行う（Ｓ５）。例えばＩＰアド
レスを取得することができなかった旨のメッセージを出力する。出力形態は、特に限定さ
れないが、例えば表示部１１への表示出力、記録部１０への印字出力等により行われる。
ＩＰアドレスを取得できない場合としては、相手先ルータ２０にエラーが発生し、同ルー
タ２０と動的ＤＮＳサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）とのアクセスが切断され、動的
ＤＮＳサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）がルータ２０に割り当てていたＩＰアドレス
が空き状態に設定した場合などが考えられる。
【００２３】
　動的ＤＮＳサービス１８からＩＰアドレスを取得することができた場合は（Ｓ４：ＹＥ
Ｓ）、取得したＩＰアドレスが割り当てられている相手先ルータ１Ｂ又は１Ｃを通じて同
ルータ１Ｂ又は１Ｃに接続されている受信側装置１Ｂ又は１Ｃに対し、ＳＭＴＰのサービ
スポートを指定して接続要求を行う（Ｓ６）。
【００２４】
　受信側装置１Ｂ又は１Ｃは、前記接続要求を受信すると（Ｓ１０１）、受信側装置１Ｂ
又は１Ｃの識別情報（メールアドレス）４ａの所定部分に相当するドメイン名をＳＭＴＰ
の応答メッセージの所定箇所に記述し、これを送信側装置１Ａに対して返信する。例えば
、接続要求に対する肯定確認応答コード「２２０」に続けてドメイン名「ＲＵＴＥＲ２．
ＣＯＭ」又は「ＲＵＴＥＲ３．ＣＯＭ」を記述したＳＭＴＰ応答メッセージ「２２０　Ｒ
ＵＴＥＲ．ＣＯＭ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅａｄｙ」又は「２２０　ＲＵＴＥＲ３．ＣＯＭ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅａｄｙ」を送信側装置１Ａに対して返信する（Ｓ１０２）。接続
した受信側装置が受信側装置１Ｂである場合は、ＳＭＴＰ応答メッセージ「２２０　ＲＵ
ＴＥＲ２．ＣＯＭ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅａｄｙ」が返信され、接続した受信側装置が受
信側装置１Ｃである場合は、ＳＭＴＰ応答メッセージ「２２０　ＲＵＴＥＲ３．ＣＯＭ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅａｄｙ」が返信される。
【００２５】
　送信側装置１Ａは、受信側装置１Ｂまたは１ＣからＳＭＴＰ応答メッセージを受信する
と（Ｓ７：ＹＥＳ）、受信したＳＭＴＰ応答メッセージの中の所定箇所、つまり、ＳＭＴ
Ｐ応答コード「２２０」に続いて記述されている情報「ＲＵＴＥＲ２．ＣＯＭ」又は「Ｒ
ＵＴＥＲ３．ＣＯＭ」を検出し（Ｓ８）、Ｓ２において指定された宛先メールアドレスの
所定部分であるドメイン名と一致しているか否かを判断する（Ｓ９）。一致していると判



(7) JP 4151661 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

断した場合は（Ｓ９：ＹＥＳ）、接続された受信側装置に対して送信開始コマンドを送出
して受信側装置との間でＳＭＴＰ手順を形成し、電子メールを送信する（Ｓ１０）。一方
、一致していないと判断した場合は（Ｓ９：ＮＯ）、誤接続したものとみなして、エラー
処理を実行する（Ｓ１１）。エラー処理としては、接続された受信側装置にトランザクシ
ョン処理を中断するためのコマンドを送出し、送信側装置１Ａのユーザに対して誤接続さ
れた旨の報知を行う。該報知は、例えば、「相手先のＤＮＳ登録情報が更新されていない
ようです。しばらくしてから再送信して下さい。」等のエラーメッセージを出力する。出
力形態は、限定されないが、例えば、表示部１１への表示出力、記録部１０での印字出力
等が行われる。
【００２６】
　一方、受信側装置１Ｂは、送信側装置１Ａから送信開始コマンドを受信すると（Ｓ１０
３：ＹＥＳ）、送信側装置との間でＳＭＴＰ手順を形成して送信側装置から電子メールを
受信する（Ｓ１０４）。一方、受信側装置１Ｃは、送信側装置１Ａからトランザクション
を中断させるためのコマンドを受信した場合は、ＳＭＴＰ通信は開始されないものとみな
して（Ｓ１０３：ＮＯ）、ＴＣＰ接続が切断される。
【００２７】
　以上の説明から明らかなように、送信側装置１Ａは、接続時に受信する応答メッセージ
の所定箇所に記述されているドメイン名と送信側装置１Ａにおいて送信時に指定されたメ
ールアドレス（識別情報）のドメイン名（識別情報の所定部分）とを対比することにより
誤接続されたか否かを検出することができ、誤接続された場合には、接続された相手先へ
のメール送信を取り止めることができる。
【００２８】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係るファクシミリ複合機について図３のフローチャ
ートに基づいて詳細に説明する。第２の実施の形態に係るファクシミリ複合機は、第１の
実施の形態に係るファクシミリ複合機１と同様の構成及び通信機能を備えるものであるが
、誤接続が検出された場合に自動的に送信処理の再試行を行う機能を有する点で相違する
。第２の実施の形態においては、第１の実施の形態と同一の構成及び処理動作については
、同符号を付してその説明を省略する。
【００２９】
　発呼側装置１Ａにおいて、送信指示操作がなされ、宛先メールアドレスの指定操作がな
されると（Ｓ２：ＹＥＳ）、ＲＡＭ４において変数「Ｉ」に「０」が設定される（Ｓ２０
１）。Ｓ９において、受信したＳＭＴＰ応答メッセージの中の所定箇所に記述されている
情報とＳ２で指定された宛先メールアドレスのドメイン名が一致していないと判断した場
合は（Ｓ９：ＮＯ）、誤接続処理を行う（Ｓ２０２）。誤接続処理としては、接続された
受信側装置１Ｃにトランザクションを中断させるためのコマンドの送出が行われる。なお
、送信側装置１Ａのユーザに対して誤接続された旨の報知は行ってもよいし、省略しても
よい。
【００３０】
　Ｓ２０２の処理動作を実行した場合、及びＳ４でＩＰアドレスを取得できなかった場合
は、次いで、変数「Ｉ」がＩＰアドレス再取得回数「Ｋ」の値４ｂ未満であるか否かを判
断し（Ｓ２０３）、変数「Ｉ」が「Ｋ」の設定値４ｂ未満である場合は（Ｓ２０３：ＹＥ
Ｓ）、変数「Ｉ」に「１」を加算して（Ｓ２０４）、前記Ｓ３へ処理を戻す。
【００３１】
　一方、変数「Ｉ」がＩＰアドレス再取得回数「Ｋ」の値４ｂ以上である場合は（Ｓ２０
３：ＮＯ）、ＲＡＭ４に登録されている電話帳用データを参照してＳ２で指定された宛先
メールアドレスの装置１Ｂについてファクシミリ番号が登録されているか否かを判断する
（Ｓ２０５）。そして、受信側装置１Ｂのファクシミリ番号が登録されている場合には（
Ｓ２０５：ＹＥＳ）、電子メールで送信する予定であった画像データをＧ３ファクシミリ
通信を利用して、当該ファクシミリ番号宛に送信する（Ｓ２０６）。正常にファクシミリ
送信処理が終了した場合は（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、インターネットファクシミリではなく
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Ｇ３ファクシミリにて原稿の画像データを送信した旨のメッセージを出力する（Ｓ２０８
）。出力形態は特に限定されないが、例えばその旨のメッセージが表示部１１により表示
出力され、記録部１０により印字出力される。
【００３２】
　正常にファクシミリ送信処理が終了しなかった場合は（Ｓ２０７：ＮＯ）、誤接続され
た旨、再試行を試みたが正常に接続されなかった旨、Ｇ３ファクシミリでも送信できなか
った旨等のメッセージを出力する。出力形態は前述の如く特に限定されるものではないが
、表示出力、印字出力等により行われる（Ｓ２０９）。
【００３３】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係るファクシミリ複合機１Ａは、誤
接続が生じた場合、画像データの送信を行うことなく、自動的にＩＰアドレスの再取得及
び再接続を試みる。また、Ｓ４でＩＰアドレスを取得できなかった場合にもＩＰアドレス
の再取得を試みるので、相手先のルータ２０のエラーが回復し、同ルータ２０が動的ＤＮ
Ｓサービス１８（ＤＨＣＰサーバ１８）に接続した段階で自動的に相手先ルータ２０に接
続されているファクシミリ複合機１Ｂと通信を開始することができる。また、一定時間の
間に相手先ルータ２０のエラーが回復しなくとも、相手先装置がＧ３ファクシミリ通信機
能を有する場合は、Ｇ３ファクシミリ通信によって、相手先装置１Ｂに自動的に画像デー
タが送信される。これらより、ユーザの再送信をするための操作負担が大幅に軽減される
。
【００３４】
　以上説明した第１及び第２の実施形態では、動的ＤＮＳサービスによりＩＰアドレスを
取得して通信する場合について説明したが、動的ＤＮＳサービス１８を静的ＤＮＳサービ
スに置換えた場合でも、上記ファクシミリ装置１は、誤送信を防止することができる。例
えば、送信側装置１Ａが静的ＤＮＳサービスにより相手先装置のＩＰアドレスを取得した
時点から相手先装置と接続するまでの間に、当該相手先装置のＩＰアドレスが装置の設定
変更等により別のＩＰアドレスに変更されても装置に静的に割り当てられたドメイン名が
変更されていなければ、誤送信が防止される。
【００３５】
　また、第１及び第２の実施の形態においては、ＩＰ通信の一例としてＳＭＴＰによるイ
ンターネットファクシミリ通信を例に挙げて説明したが、ＤＮＳサービスを利用し、ＴＣ
Ｐ接続されたときに、受信側装置において応答メッセージの所定箇所に受信側装置に静的
に割り当てられた識別情報又はその所定部分を含めることができるものであれば、ＳＭＴ
Ｐに限らずその他の通信プロトコルの適用も可能である。
【００３６】
　また、第１及び第２の実施の形態においては、通信装置に静的に割り当てられた識別情
報としてメールアドレスを適用した場合について説明したが、識別情報はメールアドレス
に限らず、ドメイン名、ＩＰ電話番号、ファクシミリ番号、企業名、グループ名、装置の
製造番号等であってもよい。例えば、グループ名を識別情報として適用する場合は、Ｓ２
において宛先情報（宛先メールアドレス）の指定操作とともにグループ名の指定操作（入
力操作、選択操作等）を要求する。そして、Ｓ９において、宛先情報とともに指定された
グループ名（識別情報）とＳ８でＳＭＴＰ応答メッセージの中の所定箇所に記述されてい
る情報（識別情報）とが一致した場合に、接続された受信側装置に対して送信開始コマン
ドを送出し受信側装置との間でＳＭＴＰ手順を形成して電子メールを送信する（Ｓ１０）
。一致していないと判断した場合は（Ｓ９：ＮＯ）、誤接続したものとみなして、Ｓ１１
のエラー処理を実行し（第１実施形態の場合）、或いはＳ２０２移行の処理動作を実行す
る（第２実施形態の場合）。一方、受信側装置においては、接続要求があった場合に、Ｓ
ＭＴＰ応答メッセージの中の所定箇所に受信側装置に登録されたグループ名（識別情報）
を記述したもの生成しそれを返信する手段を持たせる。
【００３７】
　また、第１及び第２の実施の形態においては、ファクシミリ複合機を例に挙げて説明し
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。すなわち、上述のファクシミリ複合機１が行う処理動作を実行させるためのプログラム
が組み込まれたファクシミリ通信用ソフトを汎用コンピュータにインストールすることに
より、汎用コンピュータにも本発明の実施の形態に係るファクシミリ複合機１と同様の機
能を持たせることができる。
【００３８】
　なお、Ｇ３ファクシミリ装置では、相手機から通知されるパスコードと自装置で予め設
定したパスコードが一致する場合にのみ受信を行う閉域通信機能や、夜間等の設定時間帯
に受信した原稿をメモリに蓄積し、プリントアウトしないようにするセキュリティ機能な
どが知られているが、第１及び第２の実施の形態に係るファクシミリ複合機（通信装置）
は、これらの機能と構成及び効果の面で顕著に相違するものである。例えば、本発明の実
施の形態に係るファクシミリ複合機は、送信側で送信宛先として入力指定された識別情報
（全部又は一部）と受信側が接続時の応答に含めて返信した情報との一致、不一致を検出
することで、誤接続を確実に防止することができる点で顕著な相違が認められる。また、
本発明の実施の形態に係るファクシミリ複合機は、誤接続を検出し、送信側が送信を中止
した後、ＤＮＳ登録情報が更新されていない旨の通知を行ったり、誤接続後、例えばＳ２
０３、Ｓ２０４等の処理動作の実行により、新たにＩＰアドレスの取得及び取得したＩＰ
アドレスの装置に対する送信処理の再試行を実行する点で顕著な相違が認められる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、例えば、動的ＤＮＳサービスにより取得したＩＰアドレスの相手先とPeer　
to　Peer型のデータ通信を行う通信装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態に係るファクシミリ複合機（通信装置）の構成例、及び複数
のファクシミリ複合機（通信装置）が動的ＤＮＳサービスを利用してデータ通信する場合
のネットワーク環境の一例を示した図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るファクシミリ複合機（通信装置）同士でデータ
送受信する際に実行する処理動作を示したフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係るファクシミリ複合機（通信装置）同士でデータ
送受信する際に実行する処理動作を示したフローチャートである。
【図４】従来例に係る通信装置が接続されたネットワーク環境を示す図である。
【図５】従来例に係る通信装置が動的ＤＮＳサービスを利用してデータ通信を実行する際
に問題となる通信手順を示した図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１、１Ａ乃至１Ｃ　　ファクシミリ複合機（通信装置）
　２　　ＣＰＵ
　３　　ＲＯＭ
　４　　ＲＡＭ
　４ａ　　識別情報
　１８　　動的ＤＮＳサービス
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