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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網に接続可能な通信装置において、
　上記通信網を介して発呼側の通信装置の識別情報を受信する受信手段であって、上記発
呼側の通信装置の識別情報を受信しなかった場合に上記発呼側の通信装置に送信するメッ
セージに従って上記発呼側の通信装置の使用者により送信される他の通信装置の識別情報
を受信する受信手段と、
　上記発呼側との呼を切断した後に、上記受信手段によって受信した上記識別情報に基づ
いて、上記発呼側の通信装置又は上記他の通信装置へ、上記通信装置への着呼が転送され
るように、上記通信網に対して設定する設定手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記設定手段は、発呼側からの指示に応じて、上記発呼側の通信装置又は上記他の通信
装置への転送処理を上記通信網に対して設定することを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記設定手段は、発呼側から送られてきたパスワードに応じて、上記設定を行う手段で
あることを特徴とする通信装置。
【請求項４】
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　請求項１において、
　上記受信手段は、発呼側から送られてくる上記転送処理を設定する時間に関する時間情
報も受信する手段であり、
　上記設定手段は、上記時間情報に基づいて上記転送処理の設定を行う手段であることを
特徴とする通信装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　上記時間情報は、上記設定を解除する時間に関する情報も含む情報であることを特徴と
する通信装置。
【請求項６】
　請求項４において、
　上記設定手段は、上記時間情報に基づいて、上記転送処理の設定の解除を上記通信網に
対して要求する手段であることを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　上記設定手段による設定の結果を通知する通知手段を有することを特徴とする通信装置
。
【請求項８】
　請求項７において、
　上記通知手段は、上記設定手段によって設定された転送先に対して、上記通知を行う手
段であることを特徴とする通信装置。
【請求項９】
　請求項７において、
　上記設定手段は、上記設定の解除も行う手段であり、上記通知手段は、上記設定手段に
よる上記設定の解除の結果を通知する手段であることを特徴とする通信装置。
【請求項１０】
　通信網に接続可能な通信装置の制御方法において、
　上記通信網を介して発呼側の通信装置の識別情報を受信する受信工程であって、上記発
呼側の通信装置の識別情報を受信しなかった場合に上記発呼側の通信装置に送信するメッ
セージに従って上記発呼側の通信装置の使用者により送信される他の通信装置の識別情報
を受信する受信工程と、
　上記発呼側との呼を切断した後に、上記受信工程において受信した上記識別情報に基づ
いて、発呼側の装置又は上記他の通信装置へ、上記通信装置への着呼が転送されるように
、上記通信網に対して設定する設定工程と、
　を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リモートで指示された転送設定を自動的に設定可能な通信装置およびその制御
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network）の付加サービスの1つとして無条件着
信転送機能（Call Forwarding Unconditional：以下、「ＣＦＵ」という）がある。
【０００３】
このＣＦＵは、使用者が電話会社と予め契約することによって利用でき、自機ＩＳＤＮ端
末装置の電話番号と転送先電話番号とを網に通知しておくと、自端末装置の電話番号にか
かってきた呼を、網が自動的に転送先電話番号に折り返し転送するサービスである。
【０００４】
従来のＣＦＵ機能をもつＩＳＤＮ端末装置では、網に対してＣＦＵを設定/解除する毎に
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、自端末装置の操作部を操作し、ＣＦＵを設定／解除している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来技術において、使用者は、ＣＦＵを設定／解除する毎に、ＩＳＤＮ端末
装置を直接操作する必要があり、たとえば、外出時にＣＦＵ機能を設定しようとしても、
外出先からＣＦＵ機能の設定はできないという問題がある。
【０００６】
本発明の目的は、リモートアクセスによってＣＦＵ等の転送機能の設定を指示できるよう
にすることである。
【０００７】
また、本発明の他の目的は、リモートアクセスによって指示した転送設定の結果を通知で
きるようにすることである。
【０００８】
また、本発明の他の目的は、以下の明細書および図面より明らかになるであろう。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、通信網に接続可能な通信装置において、上記通信網を介して発呼側の識別情
報、又は、上記発呼側の通信装置の識別情報を受信しなかった場合に上記発呼側の通信装
置に送信するメッセージに従って上記発呼側の通信装置の使用者により送信される他の通
信装置の識別情報を受信し、上記発呼側との呼を切断した後に、上記通信装置への着呼を
、上記受信した上記発呼側の識別情報又は、上記受信した上記他の通信装置の識別情報に
転送処理が行われるように、上記通信網に対して設定する。
【００１０】
【発明の実施の形態および実施例】
（第1の実施例）
本発明における第１の実施例は、ＩＳＤＮ端末の１つとしてファクシミリ装置を使用した
ものである。
【００１１】
図１は、本発明の第１の実施例であるファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【００１２】
ＭＰＵ１０１は、システムバス１１２を介して装置全体を制御するものであり、ＲＯＭ１
０２は、装置の制御用プログラムを格納するものである。ＲＡＭ１０３は、リモートアク
セスパスワード、発信者番号、転送先電話番号、通知先電話番号、宛先電話番号、受信画
像データ等を記憶するものである。
【００１３】
操作部１０４は、各種入力を行う操作キーと各種の表示を行うＬＣＤ等の表示器を有する
ものであり、読取部１０５は、原稿を光学的に読み取るスキャナ装置である。また、計時
部１０６は、時刻を計時するタイマ装置であり、網制御部１０７は、網に対して呼の接続
、切断等を行うものである。
【００１４】
通信部１０８は、ＩＳＤＮ回線１１３に対して送信データの変調、受信データの復調、Ｄ
ＴＭＦ（Dual Tone Multi-Frequency）信号の検出、ガイダンス音声の生成等を行い、相
手局とデータをやり取りするものであり、記録部１０９は、受信画像等を記録するプリン
タ装置である。
【００１５】
符号化部１１０は、画像データを符号化するものであり、復号化部１１１は、符号化され
ている画像データを復号化するものである。
【００１６】
図２は、第１の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作を示すフローチャー
トである。
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【００１７】
第１の実施例では、まず出先等の遠隔地の使用者は、ＣＦＵを設定するため、転送先に指
定したいファクシミリ装置（以下、「リモートファクシミリ」という）のハンドセットか
ら、第１の実施例のファクシミリ装置（以下、「本ファクシミリ」という）に対して、Ｉ
ＳＤＮによる電話をかける。
【００１８】
本ファクシミリは、網からのＳＥＴＵＰに対して網制御部１０６が自動的に呼を設定する
（Ｓ２０１）。この際、網側から発信者番号が通知された場合には、この番号を転送先電
話番号としてＲＡＭ１０３に記憶しておく。
【００１９】
次に、本ファクシミリは、電話による発呼であるから、この呼をＧ３通信として扱い、Ｄ
ＩＳを送出しながらＤＣＳの検出を開始する（Ｓ２０２、Ｓ２０３）。また、同時に本フ
ァクシミリは、ＤＴＭＦ信号によるパスワードの検出も開始する（Ｓ２０４）。
【００２０】
そして、ＤＣＳを検出すると、発呼側がＧ３ＦＡＸ通信を求めていると判断し、Ｇ３ＦＡ
Ｘ受信処理（Ｓ２１２）へ移行する。なお、Ｇ３ＦＡＸ受信処理は、従来と同様の処理で
あるので、その説明を省略する。
【００２１】
また、ＤＴＭＦ信号によるリモートアクセスパスワードを検出すると、Ｓ２０５へ移行す
る。
【００２２】
すなわち、リモートファクシミリ側（発呼側）の使用者は、リモートファクシミリで呼が
設定されたことを確認する（ＤＩＳを聞く）と、本ファクシミリをリモートアクセスする
ために、リモートアクセスパスワードをＤＴＭＦ信号によって送出する。なお、リモート
アクセスパスワードは、使用者が本ファクシミリにおいて、操作部１０４からの所定の登
録操作によって任意に予め登録し、これをＲＡＭ１０３内に記憶しておくものとする。
【００２３】
そして、Ｓ２０４において、リモートアクセスパスワードを検出すると、本ファクシミリ
の制御は、Ｓ２０５へと進み、パスワードの評価を行う。すなわち、本ファクシミリのＲ
ＡＭ１０３に予め登録されているリモートアクセスパスワードとリモートファクシミリか
ら送られてきたリモートアクセスパスワードとを比較し、「不一致」の場合は、呼を切断
して処理を中止し、「一致」の場合は、Ｓ２０６へ進む。
【００２４】
Ｓ２０６では、転送先電話番号として発信者番号がＲＡＭ１０３に格納されているか否か
を判断し、着呼時に網側から発信者番号が通知されず、ＲＡＭ１０３に発信者番号が格納
されていない場合は、Ｓ２０７へ進み、格納されている場合は、Ｓ２０８に進む。
【００２５】
Ｓ２０７では、転送先電話番号を受信する。ここで、使用者は、発信者番号が本ファクシ
ミリに通知されているか否かを知らないので、転送先電話番号の通知を促すガイダンス音
声を、使用者に送出する。なお、ガイダンス音声の代わりに、予め決められたトーン信号
等を送出するようにしてもよい。
【００２６】
使用者は、この信号を受けて、ＤＴＭＦ信号によって転送先電話番号を送出し、本ファク
シミリは、使用者から送られてきた転送先電話番号をＲＡＭ１０３に格納する。
【００２７】
ここで、転送先が誤った番号であると、使用者の不都合もさることながら、転送先に大変
な迷惑となる。そこでＳ２０８では、転送先電話番号の妥当性を評価する。すなわち、転
送先電話番号がＳ２０１で網から通知された発信者番号である場合は、無条件に「妥当」
と判断し、Ｓ２０９へと進む。
【００２８】
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しかし、転送先電話番号が、Ｓ２０７で使用者の操作によって通知されたものである場合
、音声によって使用者に確認する方法や、または、本ファクシミリに登録されている宛先
電話番号と比較して一致する番号がある場合に「妥当」とする方法等を組み合わせて評価
する。
【００２９】
この結果、妥当な場合には、Ｓ２０９へ進み、妥当でない場合には、呼を切断し処理を中
止する。なお、第１の実施例では、Ｓ２０８で妥当でない場合は呼を切断したが、再度、
転送先番号を使用者に送信してもらうようにしてもよい。
【００３０】
Ｓ２０９では、使用者は、本ファクシミリのガイダンス音声またはトーン信号に従い、Ｃ
ＦＵを実施する時間、またはＣＦＵを解除する時刻を、ＤＴＭＦ信号またはモデム信号に
よって通知する。本ファクシミリは、これを受信し、ＲＡＭ１０３に蓄積する。
【００３１】
Ｓ２１０では、正常に着信転送の指示を受け付けたことを音声、またはトーン信号によっ
て使用者に通知し、Ｓ２１１で呼を切断し、Ｓ２１２で、ＲＡＭ１０３に格納されている
転送先電話番号へのＣＦＵの設定を網へ要求する。
【００３２】
その後、Ｓ２０９で指定された時刻まで、または指定された時間が経過するまで、Ｓ２１
３のループを回り続け、ＣＦＵが設定された状態となる。
【００３３】
そして、Ｓ２０９で指定された時刻、または指定された時間が経過すると、Ｓ２１３のル
ープを抜け、Ｓ２１４でＣＦＵ解除を網に要求し、処理を終了する。
【００３４】
以上によって、第１の実施例では、出先等から本ファクシミリに電話で、着信転送の設定
と、指定時刻または指定時間経過後の着信転送の解除の指示とが可能になり、出先から本
ファクシミリを自在に操作して、ＣＦＵ機能を活用することができる。
【００３５】
（第２の実施例）
第２の実施例についても、ＩＳＤＮ端末の１つとしてファクシミリ装置を例にとって詳述
する。第２の実施例におけるファクシミリ装置の構成は、第１の実施例で示した図１と同
様であるので、その説明を省略する。
【００３６】
図３は、本発明の第２の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作を示すフロ
ーチャートである。
【００３７】
第２の実施例では、まず出先等の遠隔地の使用者は、ＣＦＵを設定するため、転送先とし
て指定したいファクシミリ装置（以下、「リモートファクシミリ」という）のハンドセッ
トから、第２の実施例のファクシミリ装置（以下、「本ファクシミリ」という）に対して
、ＩＳＤＮによる電話をかける。
【００３８】
本ファクシミリは、ＳＥＴＵＰに対して、網制御部１０６が自動的に呼を設定する（Ｓ３
０１）。この際、後の転送先電話番号の送出が省略された場合に備えて、網から送られて
くる発信者番号を、ＲＡＭ１０３に記憶しておく。
【００３９】
次に、本ファクシミリは、電話による発呼であるから、この呼をＧ３通信として扱い、Ｄ
ＩＳを送出しながら、ＤＣＳの検出を開始する（Ｓ３０２、Ｓ３０３）。また、同時に本
ファクシミリは、ＤＴＭＦ信号によるパスワードの検出も開始する（Ｓ３０４）。
【００４０】
そして、ＤＣＳを検出すると、発呼側がＧ３ＦＡＸ通信を要求していると判断し、Ｇ３Ｆ
ＡＸ受信処理（Ｓ３１７）へ移行する。なお、Ｇ３ＦＡＸ受信処理は従来と同様の処理で
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あるので、その説明を省略する。
【００４１】
また、ＤＴＭＦ信号によるリモートアクセスパスワードを検出すると、Ｓ３０５へ移行す
る。
【００４２】
すなわち、リモートファクシミリ側（発呼側）の使用者は、リモートファクシミリで呼が
設定されたことを確認する（ＤＩＳを聞く）と、本ファクシミリをリモートアクセスする
ため、リモートアクセスパスワードを、ＤＴＭＦ信号にて送出する。なお、リモートアク
セスパスワードは、使用者が本ファクシミリにおいて、操作部１０４からの所定の登録操
作によって任意に予め登録し、これをＲＡＭ１０３内に記憶しておくものとする。
【００４３】
そして、Ｓ３０４において、リモートアクセスパスワードを検出すると、本ファクシミリ
の制御は、Ｓ３０５へと進み、パスワードの評価を行う。すなわち、本ファクシミリのＲ
ＡＭ１０３に予め登録されているリモートアクセスパスワードとリモートファクシミリか
ら送られてきたリモートアクセスパスワードとを比較し、「不一致」の場合は、呼を切断
して処理を中止し、「一致」の場合は、Ｓ３０６へ進む。
【００４４】
Ｓ３０６では、転送先電話番号および通知先電話番号を受信する。使用者は、本ファクシ
ミリ装置のガイダンス音声またはトーン信号に従い、ＤＴＭＦ信号またはモデム信号等に
よって、転送先電話番号および通知先電話番号を送出し、本ファクシミリは、使用者から
送られてきた転送先電話番号および通知先電話番号をＲＡＭ１０３に格納する。
【００４５】
なお、この場合の通知先電話番号の送出は必須ではなく、指定しない場合は、転送先電話
番号が通知先となる。また、第１の実施例のようにＳ３０１によって発信者番号が記憶さ
れている場合には、転送先電話番号の送出を省略することができる。
【００４６】
ここで、転送先が誤った番号であると、使用者の不都合もさることながら、転送先に大変
な迷惑となる。そこでＳ３０７では、転送先電話番号の妥当性を評価する。すなわち、転
送先電話番号がＳ３０１で網から通知された発信者番号である場合は、無条件に「妥当」
と判断し、Ｓ３０８へと進む。
【００４７】
しかし、転送先電話番号が、Ｓ３０６で使用者の操作によって通知されたものである場合
、音声によって使用者に確認する方法や、または本ファクシミリに登録されている宛先電
話番号と比較して一致する番号がある場合に「妥当」とする方法等を組み合わせて評価す
る。
【００４８】
この結果、妥当な場合には、Ｓ３０８へ進み、妥当でない場合には、呼を切断し処理を中
止する。なお、第１の実施例と同様にＳ３０７で妥当でない場合は、再度、転送先電話番
号を発呼側から送信してもらうようにしてもよい。
【００４９】
Ｓ３０８では、使用者は、本ファクシミリのガイダンス音声またはトーン信号に従い、Ｃ
ＦＵを設定する時間、またはＣＦＵを解除する時刻を、ＤＴＭＦ信号またはモデム信号に
よって通知する。本ファクシミリは、これを受信し、ＲＡＭ１０３に蓄積する。
【００５０】
Ｓ３０９では、正常に着信転送の指示を受け付けたことを音声、またはトーン信号によっ
て使用者に通知し、Ｓ３１０で呼を切断し、Ｓ３１１でＲＡＭ１０３に格納されている転
送先電話番号へのＣＦＵの設定を、網へ要求する。このときに網から通知される設定結果
を、ＲＡＭ１０３に記憶する。
【００５１】
Ｓ３１１のＣＦＵ設定要求処理の後、通知先電話番号が記憶されている場合には、通知先
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電話番号へ発呼し、記憶されていない場合には、転送先電話番号へ発呼し、ＲＡＭ１０３
に記憶しておいたＣＦＵ設定要求結果を、音声またはトーン信号で使用者に通知する（Ｓ
３１２）。
【００５２】
ここで、使用者が転送先にすでにいなくなっていることも考えられるから、このＣＦＵ設
定要求結果の使用者への通知は、ユーザ設定によって、“する／しない”の切替ができる
ようにしてもよい。すなわち、このようなＣＦＵ設定要求結果の通知モードを、結果通知
動作モードとして、本ファクシミリのＲＡＭ１０３の所定領域に予め登録できるようにし
、本ファクシミリにおける判断で、通知を行わないようにすることが可能である。
【００５３】
また、Ｓ３０６において、結果通知を“する／しない”の設定を、リモートファクシミリ
装置からのＤＴＭＦ信号で指示できるようにし、“結果通知をする”と指示された場合に
、通知先電話番号を受信し、結果通知動作モードに設定されるようにしてもよい。
【００５４】
このＣＦＵ解除結果の通知モードの設定と、Ｓ３１２で先に説明したＣＦＵ設定要求通知
モードの設定との組み合わせによって、ＣＦＵ設定要求の通知だけを行ったり、ＣＦＵ解
除結果の通知だけを行ったり、双方の通知を行うようにしたりする設定が可能となる。
【００５５】
次に、Ｓ３１３では、ＣＦＵ設定要求結果を評価し、拒否または失敗であった場合は、処
理を中断し、成功だった場合は、Ｓ３１４へ進む。
【００５６】
Ｓ３１４では、Ｓ３０８で指定された時刻まで、または指定された時間が経過するまで、
Ｓ３１４のループを回り続け、ＣＦＵが設定された状態となる。
【００５７】
そして、Ｓ３０８で指定された時刻、または指定された時間が経過すると、Ｓ３１４のル
ープを抜け、Ｓ３１５でＣＦＵ解除を網に要求し、このとき網から通知される解除結果を
ＲＡＭ１０３に記憶する。
【００５８】
Ｓ３１６では、通知先電話番号が記憶されている場合は、通知先電話番号へ発呼し、記憶
されていない場合は、転送先電話番号へ発呼し、Ｓ３１５でＲＡＭ１０３に記憶したＣＦ
Ｕ解除結果を、使用者に音声またはトーン信号で通知し、処理を終了する。
【００５９】
ここでも、使用者が転送先に既にいなくなっていることも考えられるから、このＣＦＵ解
除結果の使用者への通知は、ユーザ設定によって“する／しない”の切替ができるように
してもよい。すなわち、このようなＣＦＵ解除結果の通知モードを、結果通知動作モード
として本ファクシミリのＲＡＭ１０３の所定領域に予め登録できるようにし、本ファクシ
ミリにおける判断で、通知を行わないようにすることが可能である。これによって、無駄
な発呼を抑制できる。
【００６０】
また、ＣＦＵ設定要求結果の通知の設定と同様に、リモートファクシミリからのＤＴＭＦ
信号によって、ＣＦＵ解除結果の通知を“する／しない”の設定を指示できるようにして
もよい。
【００６１】
また、このＣＦＵ解除結果の通知モードの設定と、Ｓ３１２で先に説明したＣＦＵ設定要
求通知モードの設定の組み合わせによって、ＣＦＵ設定要求の通知だけを行ったり、ＣＦ
Ｕ解除結果の通知だけを行ったり、双方の通知を行ったりする設定が可能になる。
【００６２】
以上説明したように、本実施例においては、ＣＦＵ設定要求、および指定時刻または指定
時間経過後のＣＦＵ解除要求を、出先の電話からのリモートアクセスによって、本ファク
シミリに指示が可能になり、また、ＣＦＵ設定要求の結果の通知を受けることによって、
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ＣＦＵ設定の状態を確実に認識することが可能になり、さらに指定時刻または指定時間経
過後のＣＦＵ解除要求の結果の通知を受けることができるので、この通知の後、さらに違
った転送先の指定や、転送時間の延長を指示することができ、自在にＣＦＵ機能を活用す
ることができる。
【００６３】
（第３の実施例）
上記第1、第２の実施例では、発信者電話番号を着呼時に網から受信した場合には、受信
した発信者電話番号を転送先電話番号として無為条件に使う。
【００６４】
しかし、リモートアクセスしてきた装置が必ずしも転送先装置として使われるとは限らな
い。つまり、リモートアクセスした装置とは別の装置に転送をしたい場合もある。
【００６５】
そこで、第３の実施例では、着呼時に受信した発信者電話番号を転送先電話番号として使
用するかどうかを、リモートアクセスしてきた使用者に問い合わせ、使用者の指示によっ
て発信者電話番号を転送先電話番号として使用するか否かを決定するようにする。
【００６６】
このようにすることによって、発信者電話番号を転送先電話番号として使用することもで
きるし、発信操作を行った装置とは異なる装置に転送を実行したい場合には、他の装置を
転送先として指定することもできる。
【００６７】
第３の実施例においても、ＩＳＤＮ端末の1つとしてファクシミリ装置を例にとって説明
する。また、第３の実施例におけるファクシミリ装置の構成も、上記第1の実施例で説明
した図1と同様であるので、その説明を省略する。
【００６８】
図４は、本発明の第３の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作フローチャ
ートを示す。
【００６９】
なお、図４におけるＳ４０１～Ｓ４０５、Ｓ４１７は、第１の実施例で説明した図２のＳ
２０１～Ｓ２０５、Ｓ２１５、および、第２の実施例で説明した図３のＳ３０１～Ｓ３０
５、Ｓ３１７と同様であるので、その説明を省略する。
【００７０】
図４のＳ４０６では、Ｓ４０１において発信者電話番号がＲＡＭ１０３に格納されている
か否かを判断し、格納されていない場合は、Ｓ４０７へ進み、格納されている場合は、Ｓ
４１５へ進む。
【００７１】
Ｓ４１５では、Ｓ４０１において通知された発信者電話番号をリモートアクセスしてきた
使用者に通知するとともに、発信者電話番号を転送先電話番号に使用するか否かを使用者
に問い合わせるメッセージを送信する。
【００７２】
そして、Ｓ４１６において使用者からのＤＴＭＦ信号の指示によって、発信者電話番号を
転送先電話番号として使用するか否かを判断し、転送先電話番号として使用しない場合は
、Ｓ４０７へ進み、使用する場合は、Ｓ４０８へ進む。
【００７３】
Ｓ４０７では、リモートアクセスしてきた使用者に転送先電話番号の送信を促すガイダン
ス音声を送出し、使用者から送られてきた転送先電話番号を受信し、Ｓ４０８へ進む。な
お、ガイダンス音声の代わりに、予め定められたトーン信号等を送出するようにしてもよ
い。
【００７４】
Ｓ４０８では、転送先が誤った番号であると、使用者の不都合はさることながら、転送先
に迷惑となるので、転送先電話番号の妥当性を評価し、「妥当」と評価された場合は、Ｓ
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４０９ヘ進み、「妥当でない」と評価された場合は、呼を切断し処理を中止する。ここで
も、第1、第2の実施例と同様に、再度、使用者に転送先電話番号を送信してもらうように
してもよい。
【００７５】
妥当性の評価としては、第1、第２の実施例と同様に、転送先電話番号がＳ４０１で網か
ら通知された発信者電話番号である場合は、無条件に「妥当」と判断し、転送先電話番号
がＳ４０７で使用者の操作により通知されたものである場合、音声によって使用者に確認
する方法や、本ファクシミリ装置に登録されている宛先電話番号と比較して一致する場合
に「妥当」とする方法等を用いる。
【００７６】
Ｓ４０９では、使用者は、本ファクシミリ装置のガイダンス音声またはトーン信号に従い
、ＣＦＵを実施する時間、またはＣＦＵを解除する時間を、ＤＴＭＦ信号またはモデム信
号によって通知する。本ファクシミリ装置は、これを受信し、ＲＡＭ１０３に蓄積する。
【００７７】
Ｓ４１０では、正常に着信転送の指示を受け付けたことを音声、またはトーン信号によっ
て使用者に通知し、Ｓ４１１で呼を切断し、Ｓ４１２でＲＡＭ１０３に格納されている転
送先電話番号へのＣＦＵの設定を網へ要求する。
【００７８】
その後、Ｓ４０９で指定された時刻まで、または指定された時間が経過するまで、Ｓ４１
３のループを回り続け、網に対してＣＦＵが設定された状態になる。
【００７９】
そして、Ｓ４１９で指定された時刻、または指定された時間が経過すると、Ｓ４１３のル
ープを抜け、Ｓ４１４でＣＦＵの解除を網に要求し、処理を終了する。
【００８０】
以上の説明では、第2の実施例のような、ＣＦＵ設定の結果通知、ＣＦＵ設定の解除通知
について説明していないが、第２の実施例のように、ＣＦＵ設定の結果通知、ＣＦＵ設定
の解除通知を行えるようにしてもよい。
【００８１】
以上説明したように、第３の実施例によれば、着呼時に網から発信者電話番号が通知され
ている場合でも、発信者電話番号を転送先電話番号として使用することもできるし、他の
電話番号を転送先電話番号として使用することもできる。
【００８２】
なお、上記第１～第３の実施例で説明した動作は、ＭＰＵ１０１がＲＯＭ１０２内に記憶
したプログラムに基づいて行うように説明したが、上記実施例は、このようなプログラム
をフロッピディスクやハードディスク、光ディスクやＣＤ－ＲＯＭ、さらにはメモリカー
ド等の外部記憶媒体に格納し、これを装置内に取り込んでＭＰＵ１０１で実行するように
してもよい。
【００８３】
また、上記各実施例では、スタンドアローンタイプのファクシミリ装置を例にとって説明
したが、これに限らず、上記各実施例を、他のＩＳＤＮ端末装置についても同様に適用し
得るものである。
【００８４】
上記実施例によれば、ＣＦＵ等の転送の設定を行いたい装置への遠隔地からのリモートア
クセスによって、転送設定の指示と、指定時刻（時間経過）での転送設定の解除の指示と
を行うことができる。
【００８５】
なお、上記実施例を、記録媒体の発明として把握することができる。つまり、上記実施例
は、通信網に接続可能な通信装置を制御する方法において、上記通信網を介して発呼側の
識別情報を受信させる受信手順と、上記発呼側との呼を切断した後に、上記通信装置への
着呼を上記受信手順において受信した上記発呼側の識別情報に基づいて、転送処理を行う
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ように、上記通信網に対して設定する設定手順とをコンピュータに実行させるプログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の例である。
【００８６】
【発明の効果】
　本発明によれば、ＣＦＵ等の転送機能の設定を、リモートアクセスによって指示するこ
とができる。さらに、発呼側の識別情報又は他の通信装置の識別情報を、発呼側から受信
し、受信した識別情報に基づいて、発呼側の通信装置又は他の通信装置へ、通信装置への
着信が転送されるように通信網に設定するので、出先からの操作によって転送機能をより
有効に活用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例であるファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作を示すフローチャー
トである。
【図３】本発明の第２の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の第３の実施例のリモートアクセスによるＣＦＵ設定時の動作フローチャ
ートを示す。
【符号の説明】
１０１…ＭＰＵ、
１０２…ＲＯＭ、
１０３…ＲＡＭ、
１０４…操作部、
１０５…読取部、
１０６…計時部、
１０７…網制御部、
１０８…通信部、
１０９…記録部、
１１０…符号化部、
１１１…復号化部、
１１２…システムバス、
１１３…ＩＳＤＮ回線。
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