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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信したエ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御
サーバ装置とからなる通信システムにおいて、
　前記通信端末が前記呼制御サーバ装置へ発呼依頼情報としてエイリアス番号を送信する
と、前記呼制御サーバ装置はその送信元通信端末が前記エイリアス番号への送信を許可さ
れているか否かを判断し、許可されている場合のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以
外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エ
イリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所
定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記呼制御サーバ装置は、予め決められた所定の通信端末から前記発呼依頼情報を受信
した場合のみ、その送信元通信端末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否
かを判断し、許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への
接続要求を行うことを特徴とする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信した呼
接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と
相手端末とを接続するとともに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監
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視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセ
ージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスを抽出する監視装置とからな
る通信システムにおいて、
　前記通信端末が前記呼制御サーバ装置へエイリアス番号を含む呼接続メッセージを送信
すると、該呼接続メッセージをモニター情報として受信した前記監視装置がその送信元通
信端末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断して、この許可また
は不許可の情報を含めたコマンドを前記呼制御サーバ装置へ送信し、前記呼制御サーバ装
置は許可されている場合のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は
、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目
が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置
へ接続要求することを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　前記呼制御サーバ装置は、予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信
した場合のみ、該呼接続メッセージをモニター情報として前記監視装置へ出力し、
　該監視装置はその送信元通信端末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否
かを判断して、この許可または不許可の情報を含めたコマンドを前記呼制御サーバ装置へ
送信し、
　前記呼制御サーバ装置は、許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲート
ウェイ装置への接続要求を行うことを特徴とする請求項３記載の通信システム。
【請求項５】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別するた
めの識別情報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信したエイリアス番号に基づい
て相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置とからなる
通信システムにおいて、
　前記通信端末が前記呼制御サーバ装置へ発呼依頼情報としてエイリアス番号とともに操
作者を識別するための識別情報を送信すると、前記呼制御サーバ装置は前記識別情報が前
記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合のみ、
前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づい
て相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリア
ス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特徴とす
る通信システム。
【請求項６】
　前記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有されるグループコードを含むことを
特徴とする請求項５記載の通信システム。
【請求項７】
　前記呼制御サーバ装置は、予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した
場合のみ、操作者を識別するための識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可されて
いるか否かを判断し、許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ
装置への接続要求を行うことを特徴とする請求項５または請求項６記載の通信システム。
【請求項８】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別するための
識別情報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信した呼接続メッセージに含まれた
エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続するとと
もに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する呼制御サ
ーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエイリアス
番号、操作者を識別するための識別情報、及び送信元通信端末のアドレスを抽出する監視
装置とからなる通信システムにおいて、
　前記通信端末が前記呼制御サーバ装置へエイリアス番号と操作者を識別するための識別
情報を含めた呼接続メッセージを送信すると、該呼接続メッセージをモニター情報として
受信した前記監視装置が前記識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可されているか
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否かを判断して、この許可または不許可の情報を含めたコマンドを前記呼制御サーバ装置
へ送信し、前記呼制御サーバ装置は許可されている場合のみ、前記エイリアス番号の１桁
目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方
、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先情報として指
定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　前記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有されるグループコードを含むことを
特徴とする請求項８記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記呼制御サーバ装置は、予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信
した場合のみ、該呼接続メッセージをモニター情報として前記監視装置へ出力し、
　該監視装置は操作者を識別するための識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可さ
れているか否かを判断して、この許可または不許可の情報を含めたコマンドを前記呼制御
サーバ装置へ送信し、
　前記呼制御サーバ装置は許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウ
ェイ装置への接続要求を行うことを特徴とする請求項８または請求項９記載の通信システ
ム。
【請求項１１】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信したエ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御
サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置において、
　前記通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号を受信すると、その送信元通信端
末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合
のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に
基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エ
イリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特
徴とする呼制御サーバ装置。
【請求項１２】
　予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ、その送信元通信
端末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場
合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うことを特徴とす
る請求項１１記載の呼制御サーバ装置。
【請求項１３】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信した呼
接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と
相手端末とを接続するとともに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監
視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセ
ージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスとを抽出する監視装置とから
なる通信システムの呼制御サーバ装置において、
　前記通信端末からエイリアス番号を含めた呼接続メッセージを受信すると、該呼接続メ
ッセージをモニター情報として前記監視装置に送信し、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ、前記エイリア
ス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ
発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先
情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特徴とする呼制御サー
バ装置。
【請求項１４】
　予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、該呼接続メ
ッセージをモニター情報として前記監視装置へ送信し、
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　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ相手端末への発
呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うことを特徴とする請求項１３記載の呼
制御サーバ装置。
【請求項１５】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別する識
別情報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信したエイリアス番号に基づいて相手
端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置とからなる通信シ
ステムの呼制御サーバ装置において、
　前記通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号とともに操作者を識別するための
識別情報を受信すると、前記識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可されているか
否かを判断し、許可されている場合のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字で
ある場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番
号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲート
ウェイ装置へ接続要求することを特徴とする呼制御サーバ装置。
【請求項１６】
　前記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有されるグループコードを含むことを
特徴とする請求項１５記載の呼制御サーバ装置。
【請求項１７】
　予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ、操作者を識別す
るための識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可
されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うこ
とを特徴とする請求項１５または請求項１６記載の呼制御サーバ装置。
【請求項１８】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別するための
識別情報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信した呼接続メッセージに含まれた
エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続するとと
もに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する呼制御サ
ーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエイリアス
番号、操作者を識別するための識別情報、及び送信元端末のアドレスを抽出する監視装置
とからなる通信システムの呼制御サーバ装置において、
　前記通信端末からエイリアス番号と操作者を識別するための識別情報を含めた呼接続メ
ッセージを受信すると、該呼接続メッセージをモニター情報として前記監視装置に送信し
、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ、前記エイリア
ス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ
発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先
情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求することを特徴とする呼制御サー
バ装置。
【請求項１９】
　前記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有されるグループコードを含むことを
特徴とする請求項１８記載の呼制御サーバ装置。
【請求項２０】
　予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、該呼接続メ
ッセージをモニター情報として前記監視装置へ送信し、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ相手端末への発
呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うことを特徴とする請求項１８または請
求項１９記載の呼制御サーバ装置。
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【請求項２１】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信したエ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御
サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　前記通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号を受信すると、その送信元通信端
末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合
のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に
基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エ
イリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステ
ップを行わせることを特徴とする呼制御サーバ装置の制御方法。
【請求項２２】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信したエ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御
サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ、その送信元通信
端末が前記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場
合のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号
に基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記
エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ス
テップを行わせることを特徴とする呼制御サーバ装置の制御方法。
【請求項２３】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信した呼
接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と
相手端末とを接続するとともに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監
視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセ
ージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスを抽出する監視装置とからな
る通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　前記通信端末からエイリアス番号を含めた呼接続メッセージを受信すると、該呼接続メ
ッセージをモニター情報として前記監視装置に送信する処理ステップと、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ、前記エイリア
ス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ
発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先
情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステップとを行わせるこ
とを特徴とする呼制御サーバ装置の制御方法。
【請求項２４】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信した呼
接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と
相手端末とを接続するとともに、前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監
視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセ
ージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスとを抽出する監視装置とから
なる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、該呼接続メ
ッセージをモニター情報として前記監視装置に送信する処理ステップと、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ、前記エイリア
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ス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ
発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先
情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステップとを行わせるこ
とを特徴とする呼制御サーバ装置の制御方法。
【請求項２５】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別する識
別情報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信したエイリアス番号に基づいて相手
端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置とからなる通信シ
ステムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　前記通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号とともに操作者を識別するための
識別情報を受信すると、前記識別情報が前記エイリアス番号への送信を許可されているか
否かを判断し、許可されている場合のみ、前記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字で
ある場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、前記エイリアス番
号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲート
ウェイ装置へ接続要求する処理ステップを行わせることを特徴とする呼制御サーバ装置の
制御方法。
【請求項２６】
　呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別する識別情
報を送信可能な通信端末と、該通信端末から受信した呼接続メッセージに含まれたエイリ
アス番号に基づいて相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接続するとともに、
前記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する呼制御サーバ装
置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエイリアス番号、
操作者を識別するための識別情報、及び送信元端末のアドレスを抽出する監視装置とから
なる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、
　前記呼制御サーバ装置に、
　前記通信端末からエイリアス番号と操作者を識別するための識別情報を含めた呼接続メ
ッセージを受信すると、該呼接続メッセージをモニター情報として前記監視装置に送信す
る処理ステップと、
　前記監視装置から、送信元通信端末の当該宛先への送信の許可または不許可の情報を含
めたコマンドを受信すると、当該コマンドにより許可されている場合のみ、前記エイリア
ス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、前記エイリアス番号に基づいて相手端末へ
発呼する一方、前記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、前記エイリアス番号を宛先
情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステップとを行わせるこ
とを特徴とする呼制御サーバ装置の制御方法。
【請求項２７】
　請求項２１乃至２６の何れか一項に記載の呼制御サーバ装置の制御方法の各処理ステッ
プを前記呼制御サーバ装置のコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から
受信した宛先情報を対応するアドレスに変換して相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手
端末とを接続する呼制御サーバ装置とからなる通信システム、および、呼制御サーバ装置
を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、該通信端末から受信した呼接続メッセージに含
まれた宛先情報をアドレスに変換して相手端末へ発呼し、前記通信端末と相手端末とを接
続するとともに、該受信する呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する
呼制御サーバ装置と、前記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージ中にある宛先
情報と送信元通信端末のアドレスを抽出する監視装置とからなる通信システム、および、
当該通信システムに適用される呼制御サーバ装置、および、呼制御サーバ装置に適用され
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るプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、個人情報保護法の施行により、個人情報の流出が社会問題となっている。特に、
個人情報をファクシミリ等の通信により誤った宛先へ誤送信するといった事例も出てきて
いる。
【０００３】
　この対策として、某銀行ではファクシミリ誤送信防止システムを導入して、ファクシミ
リ誤送信による顧客情報の流出防止を図っている（非特許文献１参照）。このシステムで
は、ファクシミリ装置からファクシミリ画像データを行内ネットワーク（ＬＡＮ）を経由
してファクシミリサーバに送信し、このサーバでは事前登録されている宛先情報（送信先
名、ファクシミリ装置番号等）と自動照合する。
【０００４】
　そして、照合が一致し、宛先が行外宛の場合には、一旦送信を停止して送信部署の役席
者がＰＣ画面で送信先と送信内容を確認した後、公衆回線に向けて発呼するといった仕組
みを作っている。
【０００５】
　しかし、このシステムでは、行外宛の宛先情報についてはファクシミリサーバでの自動
チェックと人による目視チェックと二重にチェックされるが、送信元の情報については人
による目視チェックしかなく（この動作の明示的な記載は無いが、人による送信内容の確
認で、送信元情報も恐らくチェックされると推測；人による送信元のチェックが無いとは
断定できない）、送信元と送信先のチェックは結局、人による確認しか行われない。
【０００６】
　この場合、送信元と送信先の数が比較的少ない場合には、人による確認で十分かもしれ
ないが、この数が多くなってくると、人による確認の信頼性が低下し、意図しない宛先に
個人情報を送信してしまい、個人情報が誤って第３者に流出してしまうといった問題があ
った。また、この場合には、人による確認作業に時間がかかってファクシミリ通信のリア
ルタイム性が損なわれ、業務に支障を来すといった問題があった。
【０００７】
　ところで、社内の閉じたネットワークを使用している部署間においても、ファクシミリ
原稿に記載された個人情報と関係の無い宛先（部署）に誤って原稿を送信し、その原稿画
像を受信した部署にて適切な処理がなされずに、個人情報が誤って第３者に流出される危
険性がある。
【０００８】
　特許文献１では、ネットワーク間のＩＰパケットの転送時に、ＩＰパケットのＩＰｖ６
ヘッダ中の送信元アドレスと宛先アドレスを識別し、送信元アドレスと宛先アドレス中の
インターフェースＩＤが、予め設定された条件に一致した場合に、その条件に対応づけら
れたネットワーク間の転送の許可、非許可を行う方法を提案している。このインターフェ
ースＩＤは装置の種類等の情報を含んでおり、メーカー名と機器モデルをフィルタ条件に
することもできる。
【０００９】
　ただし、この動作はゲートウェイ装置にのみ適用可能であり、呼接続を行う呼制御サー
バ装置にそのまま適用させることはできない。
【００１０】
　従って、このゲートウェイ装置を介した通信以外では、ファクシミリの誤送信を防止す
ることはできず、個人情報が誤って第３者に流出してしまうといった問題があった。
【００１１】
　通常、ファクシミリ誤送信によって、個人情報が第３者に流出された場合には、その送
信操作者を特定できることが望ましい。
【００１２】
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　しかし、上記の従来例では、送信操作者のチェックまでは実施できず、個人情報の流出
という問題が発生した場合に、送信操作者の特定が困難になって、責任の所在があいまい
になり、再び同じ失敗を繰り返してしまうという危険性を残してしまうといった問題があ
った。
【００１３】
　なお、上記の問題は個人情報に限ったものではなく、企業の機密情報等にも適用される
。
【特許文献１】特開２００４－２８９７８２号公報
【非特許文献１】http://www.kyotobank.co.jp/news/pdf/2005_07_21.pdf（平成１７年１
０月６日現在アクセス可能）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　一方、近年、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）ネットワークで音声データを送
受信する機器やシステムが普及し始めている。また、このＶｏＩＰネットワークでファク
シミリ通信を行うニーズも高く、ＩＰネットワークに最適なＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準
拠したファクシミリ通信方式や、ファクシミリ信号を音声信号とみたててパケット化して
ＩＰネットワークに流すＧ．７１１　ＰａｓｓＴｈｒｏｕｇｈ方式のファクシミリ通信方
式が利用されている。
【００１５】
　企業内のＶｏＩＰネットワークでは、従来のアナログ回線で利用されてきたＰＢＸ（Ｐ
ｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ；構内電話交換機）に代わって、ＩＰパ
ケットベースで呼をスイッチする呼制御サーバが利用されることが多い。この場合、通常
、スイッチする呼はＩＰ電話の呼が多く、ファクシミリの呼はＩＰ電話の呼に比べて少な
い。そこで、ファクシミリの呼制御のみに付加的な動作をさせる場合、発呼元の情報によ
り付加的な動作をさせるか判断できることが望ましい。
【００１６】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、送信元と送信先のチェックを自動
的に行い、送信元や送信先を目視で確認する場合の人為的なミスを防止し、誤送信により
個人情報や企業機密が誤って第３者に流出されることを防止できる通信システムおよび呼
制御サーバ装置およびプログラム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】
【００１７】
　本発明は、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末か
ら受信したエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接
続する呼制御サーバ装置とからなる通信システムにおいて、上記通信端末が上記呼制御サ
ーバ装置へ発呼依頼情報としてエイリアス番号を送信すると、上記呼制御サーバ装置はそ
の送信元通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可
されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場
合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要
求するようにしたものである。また、上記呼制御サーバ装置は、予め決められた所定の通
信端末から上記発呼依頼情報を受信した場合のみ、その送信元通信端末が上記エイリアス
番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合のみ相手端末への発
呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うとよい。
【００１８】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信した呼接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通
信端末と相手端末とを接続するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報
として監視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接
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続メッセージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスを抽出する監視装置
とからなる通信システムにおいて、上記通信端末が上記呼制御サーバ装置へエイリアス番
号を含む呼接続メッセージを送信すると、その呼接続メッセージをモニター情報として受
信した上記監視装置がその送信元通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されてい
るか否かを判断して、この許可または不許可の情報を含めたコマンドを上記呼制御サーバ
装置へ送信し、上記呼制御サーバ装置は許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の
１桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する
一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報とし
て指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求するようにしたものである。また、上記呼
制御サーバ装置は、予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合
のみ、その呼接続メッセージをモニター情報として上記監視装置へ出力し、その監視装置
はその送信元通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断して
、この許可または不許可の情報を含めたコマンドを上記呼制御サーバ装置へ送信し、上記
呼制御サーバ装置は、許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ
装置への接続要求を行うとよい。
【００１９】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別
するための識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信したエイリアス番号
に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置と
からなる通信システムにおいて、上記通信端末が上記呼制御サーバ装置へ発呼依頼情報と
してエイリアス番号とともに操作者を識別するための識別情報を送信すると、上記呼制御
サーバ装置は上記識別情報が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断
し、許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は
、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目
が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置
へ接続要求するようにしたものである。また、上記操作者の識別情報は、複数の操作者に
より共有されるグループコードを含むとよい。また、上記呼制御サーバ装置は、予め決め
られた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ、操作者を識別するための識
別情報が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている
場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うとよい。
【００２０】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別する
ための識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信した呼接続メッセージに
含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続
するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する
呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエ
イリアス番号、操作者を識別するための識別情報、及び送信元通信端末のアドレスを抽出
する監視装置とからなる通信システムにおいて、上記通信端末が上記呼制御サーバ装置へ
エイリアス番号と操作者を識別するための識別情報を含めた呼接続メッセージを送信する
と、その呼接続メッセージをモニター情報として受信した上記監視装置が上記識別情報が
上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断して、この許可または不許可
の情報を含めたコマンドを上記呼制御サーバ装置へ送信し、上記呼制御サーバ装置は許可
されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エ
イリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場
合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要
求するようにしたものである。また、上記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有
されるグループコードを含むとよい。また、上記呼制御サーバ装置は、予め決められた所
定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、その呼接続メッセージをモニタ
ー情報として上記監視装置へ出力し、その監視装置は操作者を識別するための識別情報が
上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断して、この許可または不許可
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の情報を含めたコマンドを上記呼制御サーバ装置へ送信し、上記呼制御サーバ装置は許可
されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うと
よい。
【００２１】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信したエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続す
る呼制御サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置において、上記通信端末
から発呼依頼情報としてエイリアス番号を受信すると、その送信元通信端末が上記エイリ
アス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合のみ、上記エイ
リアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端
末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を
宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求するようにしたものである。
また、予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ、その送信元
通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されてい
る場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行うとよい。
【００２２】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信した呼接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通
信端末と相手端末とを接続するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報
として監視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接
続メッセージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスとを抽出する監視装
置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置において、上記通信端末からエイリアス番
号を含めた呼接続メッセージを受信すると、その呼接続メッセージをモニター情報として
上記監視装置に送信し、上記監視装置から、送信元通信端末のその宛先への送信の許可ま
たは不許可の情報を含めたコマンドを受信すると、そのコマンドにより許可されている場
合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号
に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記
エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求するように
したものである。また、予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した
場合のみ、その呼接続メッセージをモニター情報として上記監視装置へ送信し、上記監視
装置から、送信元通信端末のその宛先への送信の許可または不許可の情報を含めたコマン
ドを受信すると、そのコマンドにより許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定
のゲートウェイ装置への接続要求を行うとよい。
【００２３】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別
する識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信したエイリアス番号に基づ
いて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置とからな
る通信システムの呼制御サーバ装置において、上記通信端末から発呼依頼情報としてエイ
リアス番号とともに操作者を識別するための識別情報を受信すると、上記識別情報が上記
エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し、許可されている場合のみ、上
記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて
相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス
番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求するようにしたもので
ある。また、上記操作者の識別情報は、複数の操作者により共有されるグループコードを
含むとよい。また、予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合のみ
、操作者を識別するための識別情報が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否
かを判断し、許可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への
接続要求を行うとよい。
【００２４】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別する
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ための識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信した呼接続メッセージに
含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続
するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する
呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエ
イリアス番号、操作者を識別するための識別情報、及び送信元端末のアドレスを抽出する
監視装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置において、上記通信端末からエイリ
アス番号と操作者を識別するための識別情報を含めた呼接続メッセージを受信すると、そ
の呼接続メッセージをモニター情報として上記監視装置に送信し、上記監視装置から、送
信元通信端末のその宛先への送信の許可または不許可の情報を含めたコマンドを受信する
と、そのコマンドにより許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外
の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイ
リアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定
のゲートウェイ装置へ接続要求するようにしたものである。また、上記操作者の識別情報
は、複数の操作者により共有されるグループコードを含むとよい。また、予め決められた
所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、その呼接続メッセージをモニ
ター情報として上記監視装置へ送信し、上記監視装置から、送信元通信端末のその宛先へ
の送信の許可または不許可の情報を含めたコマンドを受信すると、そのコマンドにより許
可されている場合のみ相手端末への発呼又は所定のゲートウェイ装置への接続要求を行う
とよい。
【００２７】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信したエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続す
る呼制御サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上
記呼制御サーバ装置に、上記通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号を受信する
と、その送信元通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断し
、許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、
上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が
０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ
接続要求する処理ステップを行わせるようにしたものである。
【００２８】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信したエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続す
る呼制御サーバ装置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上
記呼制御サーバ装置に、予め決められた所定の通信端末から発呼依頼情報を受信した場合
のみ、その送信元通信端末が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを判断
し、許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は
、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目
が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置
へ接続要求する処理ステップを行わせるようにしたものである。
【００２９】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信した呼接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通
信端末と相手端末とを接続するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報
として監視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接
続メッセージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスを抽出する監視装置
とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上記呼制御サーバ装置
に、上記通信端末からエイリアス番号を含めた呼接続メッセージを受信すると、その呼接
続メッセージをモニター情報として上記監視装置に送信する処理ステップと、上記監視装
置から、送信元通信端末のその宛先への送信の許可または不許可の情報を含めたコマンド
を受信すると、そのコマンドにより許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁
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目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方
、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指
定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステップとを行わせるようにしたもの
である。
【００３０】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行う通信端末と、その通信端末から受
信した呼接続メッセージに含まれたエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通
信端末と相手端末とを接続するとともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報
として監視装置へ出力する呼制御サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接
続メッセージに含まれるエイリアス番号と送信元通信端末のアドレスとを抽出する監視装
置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上記呼制御サーバ装
置に、予め決められた所定の通信端末から呼接続メッセージを受信した場合のみ、その呼
接続メッセージをモニター情報として上記監視装置に送信する処理ステップと、上記監視
装置から、送信元通信端末のその宛先への送信の許可または不許可の情報を含めたコマン
ドを受信すると、そのコマンドにより許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１
桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一
方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として
指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理ステップとを行わせるようにしたも
のである。
【００３１】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行うとともに、発呼時に操作者を識別
する識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信したエイリアス番号に基づ
いて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続する呼制御サーバ装置とからな
る通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上記呼制御サーバ装置に、上記
通信端末から発呼依頼情報としてエイリアス番号とともに操作者を識別するための識別情
報を受信すると、上記識別情報が上記エイリアス番号への送信を許可されているか否かを
判断し、許可されている場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場
合は、上記エイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１
桁目が０の場合には、上記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ
装置へ接続要求する処理ステップを行わせるようにしたものである。
【００３２】
　また、呼制御サーバ装置を使用して発呼、着呼を行い、また発呼時に操作者を識別する
識別情報を送信可能な通信端末と、その通信端末から受信した呼接続メッセージに含まれ
たエイリアス番号に基づいて相手端末へ発呼し、上記通信端末と相手端末とを接続すると
ともに、上記受信した呼接続メッセージをモニター情報として監視装置へ出力する呼制御
サーバ装置と、上記呼制御サーバ装置から受信した呼接続メッセージに含まれるエイリア
ス番号、操作者を識別するための識別情報、及び送信元端末のアドレスを抽出する監視装
置とからなる通信システムの呼制御サーバ装置の制御方法であって、上記呼制御サーバ装
置に、上記通信端末からエイリアス番号と操作者を識別するための識別情報を含めた呼接
続メッセージを受信すると、その呼接続メッセージをモニター情報として上記監視装置に
送信する処理ステップと、上記監視装置から、送信元通信端末のその宛先への送信の許可
または不許可の情報を含めたコマンドを受信すると、そのコマンドにより許可されている
場合のみ、上記エイリアス番号の１桁目が０以外の数字である場合は、上記エイリアス番
号に基づいて相手端末へ発呼する一方、上記エイリアス番号の１桁目が０の場合には、上
記エイリアス番号を宛先情報として指定し、所定のゲートウェイ装置へ接続要求する処理
ステップとを行わせるようにしたものである。
【００３５】
　また、本発明は、上記の何れかの呼制御サーバ装置の制御方法の各処理ステップを上記
呼制御サーバ装置のコンピュータに実行させるためのプログラムも提供する。
【発明の効果】
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【００３７】
　したがって、本発明によれば、送信元と送信先のチェックを呼制御サーバ装置で自動的
に行い、送信元や送信先を目視で確認する場合の人為的なミスを防止し、誤送信により個
人情報や企業機密が誤って第３者に流出されることを防止することができるという効果を
得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００３９】
　（第１の実施例）
　図１は、本発明の一実施例にかかる通信システムの一例を示している。
【００４０】
　この通信システムは、ＶｏＩＰネットワークＮＴ上で音声データやファクシミリ装置画
像データ等を送受信するシステムであり、呼制御サーバ装置ＳＶ、ＶｏＩＰネットワーク
ＮＴに接続される拠点ＡＲａ，ＡＲｂ，ＡＲｃを構成するローカルネットワーク、ＶｏＩ
ＰネットワークＮＴとアナログ公衆網ＰＳＴＮとを相互接続するためのＶｏＩＰゲートウ
ェイ装置ＧＷ、および、アナログ公衆網ＰＳＴＮに収容されているグループ３ファクシミ
リ装置ＦＦａ，ＦＦｂから構成されている。
【００４１】
　拠点ＡＲａを構成するローカルエリアネットワーク（サブネット）には、ＩＴＵ－Ｔ勧
告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ装置（以降、ＩＰファクシミリ装置と記す）ＦＸａ、
および、多数（例えば、１００台程度）のＩＰ電話端末装置ＴＡ１～ＴＡｎが接続されて
いる。
【００４２】
　また、拠点ＡＲｂを構成するローカルエリアネットワーク（サブネット）には、ＩＰフ
ァクシミリ装置ＦＸｂ、および、多数（例えば、１００台程度）のＩＰ電話端末装置ＴＢ
１～ＴＢＡｎが接続されている。
【００４３】
　また、拠点ＡＲｃを構成するローカルエリアネットワーク（サブネット）には、ＩＰフ
ァクシミリ装置ＦＸｃ、および、多数（例えば、１００台程度）のＩＰ電話端末装置ＴＣ
１～ＴＣｎが接続されている。
【００４４】
　また、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷは、ＶｏＩＰネットワークＮＴ上で使用されるプ
ロトコルとアナログ公衆網ＰＳＴＮで使用されるプロトコルとを相互に変換するとともに
、パケット化されたデジタルデータとアナログ信号とを相互変換する機能を持っている。
【００４５】
　したがって、ＶｏＩＰネットワークＮＴに接続されたＩＰファクシミリ装置ＦＸａ，Ｆ
Ｘｂ，ＦＸｃは、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介してアナログ公衆網ＰＳＴＮに接続
されたグループ３ファクシミリ装置ＦＦａ，ＦＦｂと通信することができ、また、ＶｏＩ
ＰネットワークＮＴに接続されたＩＰ電話端末装置ＴＡ１～ＴＡｎ，ＴＢ１～ＴＢｎ，Ｔ
Ｃ１～ＴＣｎは、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介してアナログ公衆網ＰＳＴＮに接続
された加入電話（図示は省略）と接続することができる。
【００４６】
　ここで、呼制御サーバ装置ＳＶ、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃ、ＩＰ
電話端末装置ＴＡ１～ＴＡｎ，ＴＢ１～ＴＢｎ，ＴＣ１～ＴＣｎ、および、ＶｏＩＰゲー
トウェイ装置ＧＷは、ＶｏＩＰネットワーク上の呼制御用のプロトコルとしてＩＴＵ－Ｔ
勧告Ｈ．３２３を使用している。
【００４７】
　なお、図１では、異なるネットワーク（サブネット）間でデータを流すためのゲートウ
ェイ装置やルータ装置の図示は省略している。
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【００４８】
　図２は、ＩＰファクシミリ装置ＦＸ（ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃ）の構成の一例を示して
いる。
【００４９】
　同図において、ＩＰファクシミリ装置ＦＸは、ＣＰＵ（中央処理装置）１０、メインメ
モリ１１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、クロック生成回路１３、
バス制御部１４、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏ
ｎｎｅｃｔ）ブリッジ回路１５、キャッシュメモリ１６、スキャナ制御部１７、スキャナ
ユニット１８、プリント制御部１９、プリントエンジンユニット２０、ハードディスク装
置２１、ＨＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ；ハードディスク）制御部２２、ＬＣＤ表示制御部２
３、ＬＣＤ装置２４、ＬＡＮ制御部２５、ＬＡＮインタフェース回路２６、グループ３フ
ァクシミリ制御部２７、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎ
ｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；アナログ公衆網）インタフェース回路２８、キー入力制御部２９、
ハードキーユニット３０、ＲＴＣ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）３１、ＣＰＵバス
３２、ＰＣＩバス３３、および、Ｘバス（内部バス）３４等から構成されている。
【００５０】
　ＣＰＵ１０は、ＲＯＭ１２に記憶された制御処理プログラムやＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を実行、処理する。メインメモリ１１は、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）より構成されており、ＣＰＵ１０のワー
クエリア等で使用される。ＲＯＭ１２は、電源オン時のシステム立ち上げやＩＰファクシ
ミリ装置ＦＸの機能を実現するための各種プログラムが予め書き込まれている。
【００５１】
　クロック生成回路１３は、水晶発振子と分周回路から構成されており、ＣＰＵ１０やバ
ス制御部１４の動作タイミングを制御するためのクロックを生成している。バス制御部１
４は、ＣＰＵバス３２とＸバス３４でのデータ転送を制御する。ＰＣＩブリッジ回路１５
は、キャッシュメモリ１６を使用して、ＰＣＩバス３３とＣＰＵ１０との間のデータ転送
を行う。キャッシュメモリ１６は、ＤＲＡＭより構成されており、ＰＣＩブリッジ回路１
５により使用される。
【００５２】
　スキャナ制御部１７はスキャナユニット１８の原稿読み取り動作を制御する。スキャナ
ユニット１８は、ＣＣＤラインセンサにより紙面画像を読み取る。プリント制御部１９は
、プリントエンジンユニット２０の動作を制御する。プリントエンジンユニット２０はト
ナーを使用して、紙面にモノクロ画像を作成する。
【００５３】
　ハードディスク装置２１はプリント記録紙が無くなった場合に、通信により受信した画
像データを記憶する。ＨＤ制御部２２は、ハードディスク装置２１とのインタフェースと
して、例えばＩＤＥ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）
インタフェースを持ち、ハードディスク装置２１と高速データ転送を行う。
【００５４】
　ＬＣＤ表示制御部２３は、文字データやグラフィックデータ等をＤ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ／Ａｎａｌｏｇ）変換するとともに、これらのデータをＬＣＤ装置２４に表示するため
の制御を行う。ＬＡＮ制御部２５は、例えばＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．３
規格に準拠した通信プロトコルを実行して、ＬＡＮインタフェース回路２６を介してイー
サネットに接続された他の機器との通信を制御する。
【００５５】
　グループ３ファクシミリ制御部２７は、内蔵されたモデムによりグループ３ファクシミ
リモデム信号の送受信を行うとともに、ファクシミリ画像データの圧縮、伸張処理を行う
。
【００５６】
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　キー入力制御部２９は、ハードキーユニット３０から入力されたシリアルデータからパ
ラレルデータへの変換を行う。ＲＴＣ３１は日付時計であり、図示していないバッテリー
によりバックアップされている。
【００５７】
　なお、上記のハードウェア構成要素を明記しない処理については、ＣＰＵ１０がＲＯＭ
１２に記憶された制御処理プログラムに従い、メインメモリ１１をワークエリアとして使
用して実行、処理する。
【００５８】
　図３は、呼制御サーバ装置ＳＶの構成の一例を示している。なお、この呼制御サーバ装
置ＳＶは、図示しないローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介して、ＶｏＩＰネット
ワークＮＴに接続される。
【００５９】
　同図において、呼制御サーバ装置ＳＶは、ＣＰＵ４０、メインメモリ４１、ＲＯＭ４２
、クロック生成回路４３、バス制御部４４、ＰＣＩブリッジ回路４５、キャッシュメモリ
４６、ハードディスク装置４７、ＨＤ制御部４８、ＣＲＴ表示制御部４９、ＣＲＴ装置５
０、ＬＡＮ制御部５１、ＬＡＮインタフェース回路５２、キー入力制御部５３、キーボー
ド装置５４、ＲＴＣ５５、ＣＰＵバス５６、ＰＣＩバス５７、および、Ｘバス５８等から
構成されている。
【００６０】
　ＣＰＵ４０は、ＲＯＭ４２に記憶された制御処理プログラムやＯＳを実行、処理する。
メインメモリ４１は、ＤＲＡＭより構成されており、ＣＰＵ４０のワークエリア等で使用
される。ＲＯＭ４２は、電源オン時のシステム立ち上げや呼制御サーバ装置ＳＶの機能を
実現するための各種プログラムが予め書き込まれている。
【００６１】
　クロック生成回路４３は、水晶発振子と分周回路から構成されており、ＣＰＵ４０やバ
ス制御部４４の動作タイミングを制御するためのクロックを生成している。バス制御部４
４は、ＣＰＵバス５６とＸバス５８でのデータ転送を制御する。ＰＣＩブリッジ回路４５
は、キャッシュメモリ４６を使用して、ＰＣＩバス５７とＣＰＵ４０との間のデータ転送
を行う。キャッシュメモリ４６は、ＤＲＡＭより構成されており、ＰＣＩブリッジ回路４
５により使用される。
【００６２】
　ハードディスク装置４７は、種々のデータ（プログラムデータ、呼接続するためのアド
レスデータ、各種設定データ、および、ワークデータなど）を記憶するものである。ＨＤ
制御部４８は、ハードディスク装置４７とのインタフェースとして、例えばＩＤＥインタ
フェースを持ち、ハードディスク装置４７と高速データ転送を行う。
【００６３】
　ＣＲＴ表示制御部４９は、文字データやグラフィックデータ等をＤ／Ａ変換するととも
に、これらのデータをＣＲＴ装置５０に表示するための制御を行う。ＬＡＮ制御部５１は
、例えばＩＥＥＥ８０２．３規格に準拠した通信プロトコルを実行して、ＬＡＮインタフ
ェース回路５２を介してイーサネットに接続された他の機器との通信を制御する。
【００６４】
　キー入力制御部５３は、キーボード装置５４から入力されたシリアルデータからパラレ
ルデータへの変換を行う。ＲＴＣ５５は日付時計であり、図示していないバッテリーによ
りバックアップされている。
【００６５】
　なお、上記のハードウェア構成要素を明記しない処理については、ＣＰＵ４０がＲＯＭ
４２に記憶された制御処理プログラムに従い、メインメモリ４１をワークエリアとして使
用して実行、処理する。
【００６６】
　また、呼制御サーバ装置ＳＶには、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃ、お
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よび、ＩＰ電話端末装置ＴＡ１～ＴＡｎ，ＴＢ１～ＴＢｎ，ＴＣ１～ＴＣｎの電話番号（
周知の電話番号付与体系に従った０～９の数字列；エイリアス番号と呼ばれる）とＩＰア
ドレスとの対応テーブル（エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブル；図４参照）と、ＩＰ
ファクシミリ装置ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃについて通信を許可された送信元のＩＰアドレ
スと送信先のエイリアス番号の組み合わせテーブル（通信許可アドレステーブル；図５参
照）が記憶されている。これらのテーブルのデータは、システム管理者によって適宜追加
したり変更したりすることが可能となっている。
【００６７】
　ここで、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃ、および、ＩＰ電話端末装置Ｔ
Ａ１～ＴＡｎ，ＴＢ１～ＴＢｎ，ＴＣ１～ＴＣｎには、０以外から始まるエイリアス番号
が付与されている。そして、アナログ公衆網ＰＳＴＮに接続された加入電話の電話番号（
０ＡＢ～Ｊ番号；０から始まる電話番号）は、そのままエイリアス番号として使用する。
【００６８】
　また、この場合、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｃとグル
ープ３ファクシミリ装置ＦＦａへの通信は許可されているが、ＩＰファクシミリ装置ＦＸ
ａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｂとグループ３ファクシミリ装置ＦＦｂへの通信は許可
されていないように設定されているものとする。
【００６９】
　まず、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｃへ接続して通信す
る場合について説明する。
【００７０】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａはＳｅｔｕｐメッセージのユーザ・ユーザ情報要素に入れ
るＳｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩ
Ｐファクシミリ装置ＦＸｃのエイリアス番号をセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信
する。
【００７１】
　呼制御サーバ装置ＳＶはこのＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このメッセージに含
まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、また
、このＳｅｔｕｐメッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩ
Ｐファクシミリ装置ＦＸａのＩＰアドレスを取得して、このＩＰアドレスと接続先のエイ
リアス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。
【００７２】
　このアドレスの組み合わせが通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、呼制
御サーバ装置ＳＶはエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアド
レスを得る。
【００７３】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸｃと接続し、ＩＰファ
クシミリ装置ＦＸａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＸａとＩＰファクシミリ装置ＦＸｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを
接続してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【００７４】
　次に、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからグループ３ファクシミリ装置ＦＦａへ接続して
通信する場合について説明する。
【００７５】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは上記と同様にして、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメータ
であるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにグループ３ファクシミリ装置ＦＦａのエ
イリアス番号（グループ３ファクシミリ装置ＦＦａの加入電話番号と同じ）をセットして
、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【００７６】
　呼制御サーバ装置ＳＶはこのＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このメッセージに含
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まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、また
、このＳｅｔｕｐメッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩ
Ｐファクシミリ装置ＦＸａのＩＰアドレスを取得して、このＩＰアドレスと接続先のエイ
リアス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。
【００７７】
　このアドレスの組み合わせが通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、呼制
御サーバ装置ＳＶはエイリアス番号が０から始まるか否かをチェックして０から始まる番
号であるため、ＳｅｔｕｐメッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄ
ｒｅｓｓにグループ３ファクシミリ装置ＦＦａのエイリアス番号をセットして、ＶｏＩＰ
ゲートウェイ装置ＧＷへ送信する。
【００７８】
　なお、呼制御サーバ装置ＳＶはエイリアス番号が０から始まる場合には、常にＶｏＩＰ
ゲートウェイ装置ＧＷへ発呼要求を出すようになっている。
【００７９】
　ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷはＳｅｔｕｐメッセージに含まれたエイリアス番号宛に
発呼してグループ３ファクシミリ装置ＦＦａと接続すると、呼制御サーバ装置ＳＶへ正常
応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す。
【００８０】
　そして、呼制御サーバ装置ＳＶはＩＰファクシミリ装置ＦＸａへＣｏｎｎｅｃｔメッセ
ージを返して、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａはＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介してグ
ループ３ファクシミリ装置ＦＦａとファクシミリ通信を実行する。
【００８１】
　次に、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｂへ接続を試みる場
合について説明する。
【００８２】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは上記と同様にして、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメータ
であるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＸｂのエイリア
ス番号をセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【００８３】
　呼制御サーバ装置ＳＶはこのＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このメッセージに含
まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、また
、このＳｅｔｕｐメッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩ
Ｐファクシミリ装置ＦＸａのＩＰアドレスを取得して、このＩＰアドレスと接続先のエイ
リアス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。
【００８４】
　通信許可アドレステーブルにこの組み合わせは無いため、呼制御サーバ装置ＳＶはＩＰ
ファクシミリ装置ＦＸａへ接続拒否を意味するＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセ
ージを返して、ＩＰファクシミリ装置ＦＸｂとの接続は行わない。
【００８５】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図６に示す。
【００８６】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断１０１の結果がＹＥＳ）、送信元のＩＰアド
レスと接続先のエイリアス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かを
チェックする（処理１０２）。
【００８７】
　テーブルにない場合は（判断１０３の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＸへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理１０４）、このとき
の処理を終了する。
【００８８】
　また、テーブルにある場合は（判断１０３の結果がＹＥＳ）、エイリアス番号は０から
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始まる番号かどうかを調べ（判断１０５）、判断１０５の結果がＮＯになるときには、エ
イリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理１０
６）。
【００８９】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＸへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理１０７）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＸとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理１０８）。
【００９０】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理１０９）、このときの動作を終了する。
【００９１】
　また、判断１０５の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理１１０）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＸへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理１１１）。
【００９２】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＸと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理１１２）。
【００９３】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理１０９へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【００９４】
　なお、上記の例では、送信元端末のＩＰアドレスをＴＣＰパケットのヘッダーより取得
する場合について示したが、送信元端末にてＳｅｔｕｐメッセージのユーザ・ユーザ情報
要素に入れるＳｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａ
ｌＡｄｄｒｅｓｓに自端末のＩＰアドレスを入れて送信し、呼制御サーバ装置ＳＶがこの
パラメータから送信元端末のＩＰアドレスを取得するようにしてもよい。
【００９５】
　このようにして、本実施例では、送信元と送信先のチェックを呼制御サーバ装置で自動
的に行うため、従来行われていたような送信元や送信先を目視で確認する場合の人為的な
ミスを防止することができ、誤送信により個人情報や企業機密が誤って第３者に流出され
ることを防止することができる。
【００９６】
　（第２の実施例）
　ところで、呼制御サーバ装置ＳＶはＩＰファクシミリ装置ＦＸのみでなく、ＩＰ電話端
末装置からも接続依頼を受ける。図１の通信システムにて、ＩＰファクシミリ装置ＦＸの
み接続の許可、禁止を行いたい場合、送信元のＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＸ
のＩＰアドレスの場合のみ、接続の許可、禁止の判断を行うようにする。
【００９７】
　この場合には、図７（ａ），（ｂ）に示すように、呼制御サーバ装置ＳＶは、エイリア
ス－ＩＰアドレス対応テーブルをＩＰ電話端末装置とＩＰファクシミリ装置ＦＸとで分け
て管理する。
【００９８】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｃへ接続して通信する場合
について説明する。
【００９９】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉ
ｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＸｃのエイリアス番号をセットし
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て、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０１００】
　呼制御サーバ装置ＳＶはこのＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このＳｅｔｕｐメッ
セージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置Ｆ
ＸａのＩＰアドレスを取得する。そして、このＩＰアドレスが、ＩＰ電話端末装置用とＩ
Ｐファクシミリ装置ＦＸ用のどちらのエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるかを
判断する。
【０１０１】
　このＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＸ用のものであると判断すると、先に受信
したＳｅｔｕｐメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値である
エイリアス番号を取得し、これと先に取得したＩＰアドレスとの組み合わせが通信許可ア
ドレステーブルにあるか否かをチェックする。
【０１０２】
　そして、このアドレスの組み合わせが通信許可アドレステーブルにあることを確認する
と、呼制御サーバ装置ＳＶはＩＰファクシミリ装置ＦＸ用のエイリアス－ＩＰアドレス対
応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。
【０１０３】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸｃと接続し、ＩＰファ
クシミリ装置ＦＸａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＸａとＩＰファクシミリ装置ＦＸｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを
接続してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【０１０４】
　一方、呼制御サーバ装置ＳＶが受信するＳｅｔｕｐメッセージの送信元のＩＰアドレス
がＩＰ電話端末装置用のものである場合は、Ｓｅｔｕｐメッセージに含まれたｄｅｓｔｉ
ｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、ＩＰ電話端末装置用の
エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。
【０１０５】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話端末装置と接続し、送信元のＩＰ電話端
末装置へ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す。そして、ＩＰ電話端末装置間
で音声用のチャネルを接続して、音声データの送受信を行う。
【０１０６】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図８，９に示す。
【０１０７】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断２０１の結果がＹＥＳ）、送信元のＩＰアド
レスがＩＰファクシミリ装置ＦＸ用のエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるかど
うかを調べる（判断２０２）。
【０１０８】
　判断２０２の結果がＹＥＳになるときには、送信元のＩＰアドレスと接続先のエイリア
ス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする（処理２０
３）。
【０１０９】
　テーブルにない場合は（判断２０４の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＸへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理２０５）、このとき
の処理を終了する。
【０１１０】
　また、テーブルにある場合は（判断２０４の結果がＹＥＳ）、エイリアス－ＩＰアドレ
ス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理２０６）。
【０１１１】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＸへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理２０７）。これに
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より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＸとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理２０８）。
【０１１２】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理２０９）、このときの動作を終了する。
【０１１３】
　また、判断２０２の結果がＮＯになるときには、ＩＰ電話端末装置用のエイリアス－Ｉ
Ｐアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理２１０）。次いで
、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話端末装置と接続し、発呼依頼元のＩＰ電話端末装
置へＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理２１１）。
【０１１４】
　これにより、ＩＰ電話端末装置間で音声データが伝送されるので（処理２１２）、通話
の終了操作があるまで待つ（判断２１３のＮＯループ）。通話の終了操作があり、判断２
１３の結果がＹＥＳになると、呼制御用コネクションの切断処理を実行して（処理２１４
）、このときの動作を終了する。
【０１１５】
　このようにして、本実施例では、発呼端末がファクシミリ装置の場合のみ付加的な動作
をさせているので、呼制御サーバ装置の動作処理にかかる負荷を軽減することができる。
【０１１６】
　（第３の実施例）
　図１０は、本発明の他の実施例にかかる通信システムの一例を示している。なお、同図
において、図１と同一部分には、同一符号を付して、その説明を省略する。
【０１１７】
　本実施例では、ＶｏＩＰネットワークＮＴに監視装置ＣＶが設けられており、呼制御サ
ーバ装置ＳＶに代わり、この監視装置ＣＶが、接続の許可、禁止の判断を行うようにして
いる。また、監視装置ＣＶは、図３に示した呼制御サーバ装置ＳＶと同様の構成を備えて
いて、接続監視アプリケーションが実装されている。以下に説明する監視装置ＣＶの動作
は、この接続監視アプリケーションが動作、実行する。
【０１１８】
　この場合、呼制御サーバ装置ＳＶにはＨＴＴＰサーバ機能とＪＴＡＰＩ（Ｊａｖａ　Ｔ
ｅｌｅｐｈｏｎｙ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　（http://java.sun.com/products/jtapi/index.jspを参照））が実装されており、
監視装置ＣＶの接続監視アプリケーションはＨＴＴＰコマンドとＪＴＡＰＩを利用して呼
制御サーバ装置ＳＶと連携動作ができるようになっている。
【０１１９】
　監視装置ＣＶはまず、ＪＴＡＰＩが提供しているＪｔａｐｉＰｅｅｒＦａｃｔｏｒｙク
ラスを使用してＪｔａｐｉＰｅｅｒオブジェクトを生成し、ｇｅｔＰｒｏｖｉｄｅｒ（）
メソッドにより呼制御サーバ装置ＳＶに登録を行う。これにより、監視装置ＣＶは呼制御
サーバ装置ＳＶから各種のイベントを受信できるようになる。
【０１２０】
　監視装置ＣＶには、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃについて通信を許可
された送信元のＩＰアドレスと送信先のエイリアス番号の組み合わせテーブル（通信許可
アドレステーブル；図５参照）が記憶されている。これらのテーブルのデータは、システ
ム管理者によって適宜追加したり変更したりすることが可能となっている。
【０１２１】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａからＩＰファクシミリ装置ＦＸｃへ接続して通信する場合
について説明する。
【０１２２】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉ
ｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＸｃのエイリアス番号を、またｓ
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ｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄｒｅｓｓに自端末のＩＰアドレスをセットして、
呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０１２３】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、着呼通知イベント
を監視装置ＣＶへ出す。監視装置ＣＶは、このイベントを受信すると、呼制御サーバ装置
ＳＶへＳｅｔｕｐメッセージデータの取得要求コマンドを出す。このコマンドはＨＴＴＰ
のＧＥＴメソッドを用いて送信する。
【０１２４】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ
をＨＴＴＰの「２００　ＯＫ」レスポンスに含めて監視装置ＣＶへ渡す。監視装置ＣＶは
、このＳｅｔｕｐメッセージを受け取ると、このメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔ
ｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号とｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡ
ｄｄｒｅｓｓに含まれたＩＰアドレスを取得して、このＩＰアドレスと接続先のエイリア
ス番号の組み合わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。このアド
レスの組み合わせが通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、呼制御サーバ装
置ＳＶへ接続を許可するコマンドを送信する。このコマンドはＨＴＴＰのＰＯＳＴメソッ
ドを用いて送信する。
【０１２５】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、先に受信したＳｅｔｕｐメッセ
ージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得
し、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。そ
して、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸｃと接続し、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＸａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシミリ
装置ＦＸａとＩＰファクシミリ装置ＦＸｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを接続
してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【０１２６】
　次に、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａから接続が許可されていないＩＰファクシミリ装置
ＦＸｂへの接続を試みる場合について説明する。
【０１２７】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは、上記と同様にして、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメー
タであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＸｂのエイリ
アス番号を、またｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄｒｅｓｓに自端末のＩＰアド
レスをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０１２８】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、上記と同様の手順
により、このメッセージのデータを監視装置ＣＶへ渡す。監視装置ＣＶは、このＳｅｔｕ
ｐメッセージを受け取ると、このメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒ
ｅｓｓの値であるエイリアス番号とｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄｒｅｓｓに
含まれたＩＰアドレスを取得して、このＩＰアドレスと接続先のエイリアス番号の組み合
わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。ここで、通信許可アドレ
ステーブルにこの組み合わせは無いため、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続を許可しないコマ
ンドを送信する。
【０１２９】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、ＩＰファクシミリ装置ＦＸａへ
接続拒否を意味するＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返して、ＩＰファク
シミリ装置ＦＸｂとの接続は行わない。
【０１３０】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図１１に、監視装置ＣＶの動作フロー
を図１２に示す。
【０１３１】
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　図１１において、呼制御サーバ装置ＳＶは、Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断
３０１の結果がＹＥＳ）、監視装置ＣＶへ着呼通知イベントを送信し（処理３０２）、監
視装置ＣＶよりＳｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを受信するまで待つ（判断３０３のＮ
Ｏループ）。判断３０３の結果がＹＥＳになると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータを監視
装置ＣＶへ渡す（処理３０４）。そして、監視装置ＣＶから接続許可情報コマンドを受信
するまで待つ（判断３０５のＮＯループ）。
【０１３２】
　判断３０５の結果がＹＥＳになると、受信した接続許可情報コマンドを調べて、接続許
可されているかどうかを調べる（判断３０６）。判断３０６の結果がＮＯになるときには
、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＸへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセー
ジを返し（処理３０７）、このときの処理を終了する。
【０１３３】
　また、接続許可された場合は（判断３０６の結果がＹＥＳ）、先に受信したＳｅｔｕｐ
メッセージからエイリアス番号を取得し（処理３０８）、エイリアス番号は０から始まる
番号かどうかを調べる（判断３０９）。
【０１３４】
　判断３０９の結果がＮＯになるときには、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参
照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理３１０）。
【０１３５】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＸへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理３１１）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＸと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＸとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理３１２）。
【０１３６】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理３１３）、このときの動作を終了する。
【０１３７】
　また、判断３０９の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理３１４）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＸへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理３１５）。
【０１３８】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＸと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理３１６）。
【０１３９】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理３１３へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０１４０】
　また、図１２において、監視装置ＣＶは、呼制御サーバ装置ＳＶから着呼通知イベント
を受信すると（判断４０１の結果がＹＥＳ）、Ｓｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを呼制
御サーバ装置ＳＶへ出す（処理４０２）。
【０１４１】
　そして、呼制御サーバ装置ＳＶからＳｅｔｕｐメッセージのデータを受け取るまで待ち
（判断４０３のＮＯループ）、判断４０３の結果がＹＥＳになると、受信したＳｅｔｕｐ
メッセージのデータを調べて、送信元のＩＰアドレスと接続先のエイリアス番号の組み合
わせが通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする（処理４０４）。
【０１４２】
　テーブルにある場合には（判断４０５の結果がＹＥＳ）、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続
許可コマンドを送信し（処理４０６）、このときの動作を終了する。また、テーブルにな
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い場合で、判断４０５の結果がＮＯになるときには、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続不許可
コマンドを送信し（処理４０７）、このときの動作を終了する。
【０１４３】
　このようにして、本実施例では、送信元と送信先のチェックを呼制御サーバ装置の外部
にある監視装置で行うため、呼制御サーバ装置の動作処理にかかる負荷を軽減することが
できる。
【０１４４】
　（第４の実施例）
　ところで、図１０の通信システムにて、ＩＰファクシミリ装置ＦＸのみ接続の許可、禁
止を行いたい場合、送信元のＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＸのＩＰアドレスの
場合のみ、接続の許可、禁止の判断を行うようにする。
【０１４５】
　この場合、上述した第２の実施例と同様に、呼制御サーバ装置ＳＶはエイリアス－ＩＰ
アドレス対応テーブルをＩＰ電話端末装置とＩＰファクシミリ装置ＦＸとで分けて管理す
る。
【０１４６】
　この場合の動作について次に説明する。
【０１４７】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＸａは、Ｓｅｔｕｐメッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉ
ｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＸｃのエイリアス番号をセットし
て、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０１４８】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このＳｅｔｕｐメ
ッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置
ＦＸａのＩＰアドレスを取得する。そして、このＩＰアドレスが、ＩＰ電話端末装置用と
ＩＰファクシミリ装置ＦＸ用のどちらのエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるか
を判断する。このＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＸ用のものであると判断すると
、着呼通知イベントを監視装置ＣＶへ出す。
【０１４９】
　監視装置ＣＶは、このイベントを受信すると、呼制御サーバ装置ＳＶへＳｅｔｕｐメッ
セージデータの取得要求コマンドを出す。このコマンドはＨＴＴＰのＧＥＴメソッドを用
いて送信する。
【０１５０】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ
をＨＴＴＰの「２００　ＯＫ」レスポンスに含めて監視装置ＣＶへ渡す。これ以降の呼制
御サーバ装置ＳＶの動作および監視装置ＣＶの動作は第３の実施例に記載した内容と同様
であるので、詳細を省略する。
【０１５１】
　一方、送信元のＩＰアドレスがＩＰ電話端末装置用のものである場合、呼制御サーバ装
置ＳＶは、着呼通知イベントを監視装置ＣＶへは出さずに、Ｓｅｔｕｐメッセージに含ま
れたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、ＩＰ電
話端末装置用のエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレス
を得る。
【０１５２】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話端末装置と接続し、送信元のＩＰ電話端
末装置へ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す。そして、ＩＰ電話端末装置間
で音声用のチャネルを接続して、音声データの送受信を行う。
【０１５３】
　（第５の実施例）
　ところで、接続の許可、禁止の判断をＩＰファクシミリ装置ＦＸの送信操作を実行する
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操作者（ユーザ）毎に行いたい場合がある。かかる場合に適用できる実施例について、次
に説明する。
【０１５４】
　図１３は、本発明のさらに他の実施例にかかる通信システムの一例を示している。なお
、同図において、図１と同一部分および相当する部分には、同一符号を付している。この
場合、図１の構成とは、拠点ＡＲａ，ＡＲｂ，ＡＲｃに設けられるＩＰファクシミリ装置
ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃに、送信操作を実行する操作者（ユーザ）を識別できる機能を備
えている点で相違する。
【０１５５】
　このＩＰファクシミリ装置ＦＺ（ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃ）の構成例を図１４に示す。
【０１５６】
　同図において、ＩＰファクシミリ装置ＦＺは、ＣＰＵ６０、メインメモリ６１、ＲＯＭ
６２、クロック生成回路６３、バス制御部６４、ＰＣＩブリッジ回路６５、キャッシュメ
モリ６６、スキャナ制御部６７、スキャナユニット６８、プリント制御部６９、プリント
エンジンユニット７０、ハードディスク装置７１、ＨＤ制御部７２、ＬＣＤ表示制御部７
３、ＬＣＤ装置７４、ＬＡＮ制御部７５、ＬＡＮインタフェース回路７６、グループ３フ
ァクシミリ制御部７７、ＰＳＴＮインタフェース回路７８、ＩＣカードリーダ７９、キー
入力制御部８０、ハードキーユニット８１、ＲＴＣ８２、ＣＰＵバス８３、ＰＣＩバス８
４、および、Ｘバス８５等から構成されている。
【０１５７】
　ＣＰＵ６０は、ＲＯＭ６２に記憶された制御処理プログラムやＯＳを実行、処理する。
メインメモリ６１は、ＤＲＡＭより構成されており、ＣＰＵ６０のワークエリア等で使用
される。ＲＯＭ６２は、電源オン時のシステム立ち上げやＩＰファクシミリ装置ＦＺの機
能を実現するための各種プログラムが予め書き込まれている。
【０１５８】
　クロック生成回路６３は、水晶発振子と分周回路から構成されており、ＣＰＵ６０やバ
ス制御部６４の動作タイミングを制御するためのクロックを生成している。バス制御部６
４は、ＣＰＵバス８３とＸバス８５でのデータ転送を制御する。ＰＣＩブリッジ回路６５
は、キャッシュメモリ６６を使用して、ＰＣＩバス８４とＣＰＵ６０との間のデータ転送
を行う。キャッシュメモリ６６は、ＤＲＡＭより構成されており、ＰＣＩブリッジ回路６
５により使用される。
【０１５９】
　スキャナ制御部６７はスキャナユニット６８の原稿読み取り動作を制御する。スキャナ
ユニット６８は、ＣＣＤラインセンサにより紙面画像を読み取る。プリント制御部６９は
、プリントエンジンユニット７０の動作を制御する。プリントエンジンユニット７０はト
ナーを使用して、紙面にモノクロ画像を作成する。
【０１６０】
　ハードディスク装置７１はプリント記録紙が無くなった場合に、通信により受信した画
像データを記憶する。ＨＤ制御部７２は、ハードディスク装置７１とのインタフェースと
して、例えばＩＤＥインタフェースを持ち、ハードディスク装置７１と高速データ転送を
行う。
【０１６１】
　ＬＣＤ表示制御部７３は、文字データやグラフィックデータ等をＤ／Ａ変換するととも
に、これらのデータをＬＣＤ装置７４に表示するための制御を行う。ＬＡＮ制御部７５は
、例えばＩＥＥＥ８０２．３規格に準拠した通信プロトコルを実行して、ＬＡＮインタフ
ェース回路７６を介してイーサネットに接続された他の機器との通信を制御する。
【０１６２】
　グループ３ファクシミリ制御部７７は、内蔵されたモデムによりグループ３ファクシミ
リモデム信号の送受信を行うとともに、ファクシミリ画像データの圧縮、伸張処理を行う
。
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【０１６３】
　ＩＣカードリーダー７９は非接触ＩＣカードに記録されたユーザコードを無線により読
み取る。
【０１６４】
　キー入力制御部８０は、ハードキーユニット８１から入力されたシリアルデータからパ
ラレルデータへの変換を行う。ＲＴＣ８２は日付時計であり、図示していないバッテリー
によりバックアップされている。
【０１６５】
　ＩＣカード８６は、不揮発性メモリと無線通信チップを内蔵した非接触ＩＣカードであ
り、例えば、ＦｅｌｉＣａ（（株）ソニーの登録商標）仕様となっている。この場合、Ｉ
Ｃカード８６とＩＣカードリーダー７９との間は１３．５６ＭＨｚの電波で通信し、１０
ｃｍ程度まで離れていても通信可能である。
【０１６６】
　なお、上記のハードウェア構成要素を明記しない処理については、ＣＰＵ６０がＲＯＭ
６２に記憶された制御処理プログラムに従い、メインメモリ６１をワークエリアとして使
用して実行、処理する。
【０１６７】
　本実施例では、ＩＰファクシミリ装置ＦＺの操作者（ユーザ）は、各操作者の識別番号
であるユーザコードが記録されたＩＣカード８６を持っており、このＩＣカード８６を使
用してＩＰファクシミリ装置ＦＺの各種操作ができるようになっている。
【０１６８】
　すなわち、ＩＰファクシミリ装置ＦＺは、操作者からの操作が無い待機状態では、操作
者の操作を受け付けない非アクティブモードとなっており、ＩＣカード８６からユーザコ
ードを読み取ると、このモードが解除され、操作者の操作を受け付けるようになる。
【０１６９】
　呼制御サーバ装置ＳＶには、全てのＩＰ電話端末装置とＩＰファクシミリ装置ＦＺのエ
イリアス番号とＩＰアドレスとの対応テーブル（エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブル
；図４参照）と、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃについて操作者毎に通信
を許可された送信元のＩＰアドレス、送信者のユーザコードと送信先のエイリアス番号の
組み合わせテーブル（ユーザレベル通信許可アドレステーブル；図１５（ａ）参照）が記
憶されている。
【０１７０】
　なお、図１５（ａ）では、送信者のユーザコードに対して送信先のエイリアス番号は１
つのみとしているが、１つのユーザコードに対して複数の送信先エイリアス番号を登録す
ることも可能である。これらのテーブルのデータは、システム管理者によって適宜追加し
たり変更したりすることが可能となっている。
【０１７１】
　次に、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａからＩＰファクシミリ装置ＦＺｃへ接続して通信す
る場合について説明する。
【０１７２】
　操作者がＩＰファクシミリ装置ＦＺａのＩＣカードリーダー７９の近傍にＩＣカード８
６をかざすと、ＩＣカードリーダー７９は、ＩＣカード８６に記録されたユーザコードを
無線により読み取る。
【０１７３】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＺａはこのユーザコードをメインメモリ６１に記憶するととも
に、非アクティブモードを解除する。そして、操作者によりＩＰファクシミリ装置ＦＺｃ
への送信操作が行われると、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａは、Ｓｅｔｕｐメッセージのユ
ーザ・ユーザ情報要素に入れるＳｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａ
ｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＺｃのエイリアス番号をセットして、
また、Ｓｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤにユーザコー
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ドをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０１７４】
　なお、ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤは、本来、通信会議で使用される会議ＩＤであるが、
ＩＰファクシミリ装置ＦＺでは通信会議を実行しないため、このパラメータをユーザコー
ド用に使用する。
【０１７５】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このメッセージに
含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号とｃｏｎｆｅ
ｒｅｎｃｅＩＤの値であるユーザコードを取得し、また、このＳｅｔｕｐメッセージが送
られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置ＦＺａのＩＰ
アドレスを取得して、このＩＰアドレスとユーザコード（操作者を識別するための識別情
報）および接続先のエイリアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブ
ルにあるか否かをチェックする。
【０１７６】
　この組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、呼
制御サーバ装置ＳＶは、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰ
アドレスを得る。
【０１７７】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺｃと接続し、ＩＰファ
クシミリ装置ＦＺａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＺａとＩＰファクシミリ装置ＦＺｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを
接続してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【０１７８】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図１６に示す。
【０１７９】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断５０１の結果がＹＥＳ）、送信元のＩＰアド
レス、ユーザコードおよび接続先のエイリアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可
アドレステーブルにあるか否かをチェックする（処理５０２）。
【０１８０】
　テーブルにない場合は（判断５０３の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理５０４）、このとき
の処理を終了する。
【０１８１】
　また、テーブルにある場合は（判断５０３の結果がＹＥＳ）、エイリアス番号は０から
始まる番号かどうかを調べ（判断５０５）、判断５０５の結果がＮＯになるときには、エ
イリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理５０
６）。
【０１８２】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５０７）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理５０８）。
【０１８３】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理５０９）、このときの動作を終了する。
【０１８４】
　また、判断５０５の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理５１０）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５１１）。
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【０１８５】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理５１２）。
【０１８６】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理５０９へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０１８７】
　ところで、図１５（ａ）に示したユーザレベル通信許可アドレステーブルでは、送信者
のユーザコードをＩＰファクシミリ装置ＦＺ毎に設定した場合を示しているが、呼制御サ
ーバ装置ＳＶと通信する全てのＩＰファクシミリ装置ＦＺの操作者（ユーザ）に対して一
意となるユーザコード（操作者を識別するための識別情報）を付与する場合、同図（ｂ）
に示すように、ユーザレベル通信許可アドレステーブルは、送信者のユーザコードと送信
先のエイリアス番号の組み合わせのみとなり、送信元のＩＰアドレスは不要となる。すな
わち、操作者を識別するための識別情報は、図１５（ａ）の場合にはＩＰファクシミリ装
置ＦＺのＩＰアドレスと、ユーザコードとの組合せから構成され、同図（ｂ）の場合には
、ユーザコードのみから構成されることとなる。
【０１８８】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図１７に示す。
【０１８９】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断５３１の結果がＹＥＳ）、ユーザコードおよ
び接続先のエイリアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにある
か否かをチェックする（処理５３２）。
【０１９０】
　テーブルにない場合は（判断５３３の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理５３４）、このとき
の処理を終了する。
【０１９１】
　また、テーブルにある場合は（判断５３３の結果がＹＥＳ）、エイリアス番号は０から
始まる番号かどうかを調べ（判断５３５）、判断５３５の結果がＮＯになるときには、エ
イリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理５３
６）。
【０１９２】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５３７）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理５３８）。
【０１９３】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理５３９）、このときの動作を終了する。
【０１９４】
　また、判断５３５の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理５４０）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５４１）。
【０１９５】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理５４２）。
【０１９６】
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　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理５３９へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０１９７】
　（第６の実施例）
　ところで、上述した第５の実施例では、接続の許可、禁止の判断をＩＰファクシミリ装
置ＦＺの送信操作を実行する操作者（ユーザ）毎に行う場合を示したが、本実施例では複
数の操作者により共有されるグループコード毎に行う。
【０１９８】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃは、複数のＩＣカード８６に記録された
ユーザコードをグループ化して、各グループ毎に付与されたグループコードをそのグルー
プのユーザコードと対応付けてハードディスク７１に記憶している。
【０１９９】
　呼制御サーバ装置ＳＶには、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃについて上
記のグループ毎に通信を許可された送信元のＩＰアドレス、送信元のグループコードと送
信先のエイリアス番号の組み合わせテーブル（グループレベル通信許可アドレステーブル
）が記憶されている。
【０２００】
　このグループレベル通信許可アドレステーブルの例を図１８に示す。図１８では送信元
のグループコードに対して送信先のエイリアス番号は１つのみとしているが、１つのグル
ープコードに対して複数の送信先エイリアス番号を登録することも可能である。これらの
テーブルのデータは、システム管理者によって適宜追加したり変更したりすることが可能
となっている。
【０２０１】
　操作者（ユーザ）がＩＰファクシミリ装置ＦＺａのＩＣカードリーダー７９の近傍にＩ
Ｃカード８６をかざすと、ＩＣカードリーダー７９は、ＩＣカード８６に記録されたユー
ザコードを無線により読み取る。
【０２０２】
　ＩＰファクシミリ装置ＦＺａは、このユーザコードをメインメモリ６１に記憶するとと
もに、非アクティブモードを解除する。そして、操作者によりＩＰファクシミリ装置ＦＺ
ｃへの送信操作が行われると、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａはＳｅｔｕｐメッセージのユ
ーザ・ユーザ情報要素に入れるＳｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａ
ｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装置ＦＺｃのエイリアス番号をセットして、
また、Ｓｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤに先に記憶し
たユーザコードに対応したグループコードをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信す
る。
【０２０３】
　なお、ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤは本来、通信会議で使用される会議ＩＤであるが、Ｉ
Ｐファクシミリ装置ＦＺでは通信会議を実行しないため、このパラメータをグループコー
ド用に使用する。
【０２０４】
　呼制御サーバ装置ＳＶはこのＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このメッセージに含
まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号とｃｏｎｆｅｒ
ｅｎｃｅＩＤの値であるグループコードを取得し、また、このＳｅｔｕｐメッセージが送
られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置ＦＺａのＩＰ
アドレスを取得して、このＩＰアドレスとグループコードおよび接続先のエイリアス番号
の組み合わせがグループレベル通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする。
【０２０５】
　この組み合わせがグループレベル通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、
呼制御サーバ装置ＳＶはエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰ
アドレスを得る。そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺｃと接
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続し、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して
、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａとＩＰファクシミリ装置ＦＺｃとの間でファクシミリ通信
用のチャネルを接続してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する
。
【０２０６】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図１９に示す。
【０２０７】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断５５１の結果がＹＥＳ）、送信元のＩＰアド
レス、グループコードおよび接続先のエイリアス番号の組み合わせがグループレベル通信
許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする（処理５５２）。
【０２０８】
　テーブルにない場合は（判断５５３の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理５５４）、このとき
の処理を終了する。
【０２０９】
　また、テーブルにある場合は（判断５５３の結果がＹＥＳ）、エイリアス番号は０から
始まる番号かどうかを調べ（判断５５５）、判断５５５の結果がＮＯになるときには、エ
イリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理５５
６）。
【０２１０】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５５７）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理５５８）。
【０２１１】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理５５９）、このときの動作を終了する。
【０２１２】
　また、判断５５５の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理５６０）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理５６１）。
【０２１３】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理５６２）。
【０２１４】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理５５９へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０２１５】
　（第７の実施例）
　ところで、図１３のシステムにて、ＩＰファクシミリ装置ＦＺのみ接続の許可、禁止を
行いたい場合、送信元のＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＺのＩＰアドレスの場合
のみ、接続の許可、禁止の判断を行うようにする。
【０２１６】
　この場合、第２の実施例と同様に、呼制御サーバ装置ＳＶはエイリアス－ＩＰアドレス
対応テーブルをＩＰ電話端末装置とＩＰファクシミリ装置ＦＺとで分けて管理する（図７
（ａ），（ｂ）参照）。
【０２１７】
　この場合、第５の実施例と同様にして、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａはＳｅｔｕｐメッ
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セージのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミリ装
置ＦＺｃのエイリアス番号を、またｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄｒｅｓｓに
自端末のＩＰアドレスを、さらに、Ｓｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｃｏｎｆｅ
ｒｅｎｃｅＩＤにユーザコードをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０２１８】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このＳｅｔｕｐメ
ッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置
ＦＺａのＩＰアドレスを取得する。そして、このＩＰアドレスが、ＩＰ電話端末装置用と
ＩＰファクシミリ装置ＦＺ用のどちらのエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるか
を判断する。
【０２１９】
　このＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＺ用のものであると判断すると、受信した
Ｓｅｔｕｐメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイ
リアス番号とｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤの値であるユーザコードを取得し、これらのＩＰ
アドレス、ユーザコード、エイリアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可アドレス
テーブルにあるか否かをチェックする。
【０２２０】
　この組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、呼
制御サーバ装置ＳＶは、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰ
アドレスを得る。そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺｃと接
続し、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して
、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａとＩＰファクシミリ装置ＦＺｃとの間でファクシミリ通信
用のチャネルを接続してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する
。
【０２２１】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図２０，２１に示す。
【０２２２】
　Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断６０１の結果がＹＥＳ）、送信元のＩＰアド
レスがＩＰファクシミリ装置ＦＺ用のエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるかど
うかを調べる（判断６０２）。
【０２２３】
　判断６０２の結果がＹＥＳになるときには、送信元のＩＰアドレス、ユーザコードおよ
び接続先のエイリアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにある
か否かをチェックする（処理６０３）。
【０２２４】
　テーブルにない場合は（判断６０４の結果がＮＯ）、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返し（処理６０５）、このとき
の処理を終了する。
【０２２５】
　また、テーブルにある場合は（判断６０４の結果がＹＥＳ）、エイリアス－ＩＰアドレ
ス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理６０６）。
【０２２６】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理６０７）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理６０８）。
【０２２７】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理６０９）、このときの動作を終了する。
【０２２８】
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　また、判断６０２の結果がＮＯになるときには、ＩＰ電話端末装置用のエイリアス－Ｉ
Ｐアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理６１０）。次いで
、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話端末装置と接続し、発呼依頼元のＩＰ電話端末装
置へＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理６１１）。
【０２２９】
　これにより、ＩＰ電話端末装置間で音声データが伝送されるので（処理６１２）、通話
の終了操作があるまで待つ（判断６１３のＮＯループ）。通話の終了操作があり、判断６
１３の結果がＹＥＳになると、呼制御用コネクションの切断処理を実行して（処理６１４
）、このときの動作を終了する。
【０２３０】
　（第８の実施例）
　図２２は、本発明の別な実施例にかかる通信システムを示している。なお、同図におい
て、図１３と同一部分には、同一符号を付して、その説明を省略する。
【０２３１】
　本実施例では、ＶｏＩＰネットワークＮＴに監視装置ＣＶが設けられており、呼制御サ
ーバ装置ＳＶに代わり、この監視装置ＣＶが、接続の許可、禁止の判断を行うようにして
いる。ここで、監視装置ＣＶは、図３に示した実施例と同様の構成を備えたものであるの
で、その詳細については、説明を省略する。
【０２３２】
　この場合、上述した第５の実施例と同様にして、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａは、Ｓｅ
ｔｕｐメッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファ
クシミリ装置ＦＺｃのエイリアス番号を、またｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄ
ｒｅｓｓに自端末のＩＰアドレスを、さらに、Ｓｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータである
ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤにユーザコードをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信す
る。
【０２３３】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、着呼通知イベント
を監視装置ＣＶへ出す。監視装置ＣＶはこのイベントを受信すると、呼制御サーバ装置Ｓ
ＶへＳｅｔｕｐメッセージデータの取得要求コマンドを出す。このコマンドはＨＴＴＰの
ＧＥＴメソッドを用いて送信する。
【０２３４】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ
をＨＴＴＰの「２００　ＯＫ」レスポンスに含めて監視装置ＣＶへ渡す。監視装置ＣＶは
、このＳｅｔｕｐメッセージを受け取ると、このメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔ
ｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号、ｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡ
ｄｄｒｅｓｓに含まれたＩＰアドレス、ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤの値であるユーザコー
ドを取得して、これらの組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにあるか否
かをチェックする。このユーザレベル通信許可アドレステーブルにあることを確認すると
、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続を許可するコマンドを送信する。このコマンドはＨＴＴＰ
のＰＯＳＴメソッドを用いて送信する。
【０２３５】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、先に受信したＳｅｔｕｐメッセ
ージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得
し、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。そ
して、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺｃと接続し、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＺａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシミリ
装置ＦＺａとＩＰファクシミリ装置ＦＺｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを接続
してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【０２３６】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作の一例を図２３に示す。また、監視装置ＣＶの
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動作の一例を図２４に示す。
【０２３７】
　図２３において、呼制御サーバ装置ＳＶは、Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断
７０１の結果がＹＥＳ）、監視装置ＣＶへ着呼通知イベントを送信し（処理７０２）、監
視装置ＣＶよりＳｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを受信するまで待つ（判断７０３のＮ
Ｏループ）。判断７０３の結果がＹＥＳになると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ（ユー
ザコードを含む）を監視装置ＣＶへ渡す（処理７０４）。そして、監視装置ＣＶから接続
許可情報コマンドを受信するまで待つ（判断７０５のＮＯループ）。
【０２３８】
　判断７０５の結果がＹＥＳになると、受信した接続許可情報コマンドを調べて、接続許
可されているかどうかを調べる（判断７０６）。判断７０６の結果がＮＯになるときには
、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセー
ジを返し（処理７０７）、このときの処理を終了する。
【０２３９】
　また、接続許可された場合は（判断７０６の結果がＹＥＳ）、先に受信したＳｅｔｕｐ
メッセージからエイリアス番号を取得し（処理７０８）、エイリアス番号は０から始まる
番号かどうかを調べる（判断７０９）。
【０２４０】
　判断７０９の結果がＮＯになるときには、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参
照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理７１０）。
【０２４１】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理７１１）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理７１２）。
【０２４２】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理７１３）、このときの動作を終了する。
【０２４３】
　また、判断７０９の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理７１４）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理７１５）。
【０２４４】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理７１６）。
【０２４５】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理７１３へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０２４６】
　また、図２４において、監視装置ＣＶは、呼制御サーバ装置ＳＶから着呼通知イベント
を受信すると（判断８０１の結果がＹＥＳ）、Ｓｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを呼制
御サーバ装置ＳＶへ出す（処理８０２）。
【０２４７】
　そして、呼制御サーバ装置ＳＶからＳｅｔｕｐメッセージのデータを受け取るまで待ち
（判断８０３のＮＯループ）、判断８０３の結果がＹＥＳになると、受信したＳｅｔｕｐ
メッセージのデータを調べて、送信元のＩＰアドレス、ユーザコードおよび接続先のエイ
リアス番号の組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェッ
クする（処理８０４）。
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【０２４８】
　テーブルにある場合には（判断８０５の結果がＹＥＳ）、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続
許可コマンドを送信し（処理８０６）、このときの動作を終了する。また、テーブルにな
い場合で、判断８０５の結果がＮＯになるときには、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続不許可
コマンドを送信し（処理８０７）、このときの動作を終了する。
【０２４９】
　ところで、上記の実施例では、ユーザコードは各ＩＰファクシミリ装置ＦＺ毎（各拠点
毎）に独立して管理されている場合を示したが、呼制御サーバ装置ＳＶと通信する全ての
ＩＰファクシミリ装置ＦＺの操作者（ユーザ）に対して一意となるユーザコード（操作者
を識別するための識別情報）を付与する場合について説明する。この場合、ユーザレベル
通信許可アドレステーブルは、送信者のユーザコードと送信先のエイリアス番号の組み合
わせのみとなり、送信元のＩＰアドレスは不要となる（図１５（ｂ）参照）。すなわち、
操作者を識別するための識別情報は、図１５（ａ）の場合にはＩＰファクシミリ装置ＦＺ
のＩＰアドレスと、ユーザコードとの組合せから構成され、同図（ｂ）の場合には、ユー
ザコードのみから構成されることとなる。
【０２５０】
　この場合のＩＰファクシミリ装置ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃと呼制御サーバ装置ＳＶの動
作は上述した第８の実施例と同様であるので、その説明を省略する。
【０２５１】
　また、監視装置ＣＶの動作の一例を図２５に示す。
【０２５２】
　監視装置ＣＶは、呼制御サーバ装置ＳＶから着呼通知イベントを受信すると（判断８１
１の結果がＹＥＳ）、Ｓｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを呼制御サーバ装置ＳＶへ出す
（処理８１２）。
【０２５３】
　そして、呼制御サーバ装置ＳＶからＳｅｔｕｐメッセージのデータを受け取るまで待ち
（判断８１３のＮＯループ）、判断８１３の結果がＹＥＳになると、受信したＳｅｔｕｐ
メッセージのデータを調べて、ユーザコードおよび接続先のエイリアス番号の組み合わせ
がユーザレベル通信許可アドレステーブルにあるか否かをチェックする（処理８１４）。
【０２５４】
　テーブルにある場合には（判断８１５の結果がＹＥＳ）、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続
許可コマンドを送信し（処理８１６）、このときの動作を終了する。また、テーブルにな
い場合で、判断８１５の結果がＮＯになるときには、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続不許可
コマンドを送信し（処理８１７）、このときの動作を終了する。
【０２５５】
　（第９の実施例）
　ところで、上述した第８の実施例では、接続の許可、禁止の判断をＩＰファクシミリ装
置ＦＺの送信操作を実行する操作者（ユーザ）毎に行う場合を示したが、本実施例では複
数の操作者により共有されるグループコード毎に行う。また、この場合、呼制御サーバ装
置ＳＶには、図１８に示したようなグループレベル通信許可アドレステーブルが記憶され
ている。
【０２５６】
　この場合の呼制御サーバ装置ＳＶの動作の一例を図２６に示し、監視装置ＣＶの動作の
一例を図２７に示す。
【０２５７】
　図２６において、呼制御サーバ装置ＳＶは、Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断
８２１の結果がＹＥＳ）、監視装置ＣＶへ着呼通知イベントを送信し（処理８２２）、監
視装置ＣＶよりＳｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを受信するまで待つ（判断８２３のＮ
Ｏループ）。判断８２３の結果がＹＥＳになると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ（グル
ープコードを含む）を監視装置ＣＶへ渡す（処理８２４）。そして、監視装置ＣＶから接
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続許可情報コマンドを受信するまで待つ（判断８２５のＮＯループ）。
【０２５８】
　判断８２５の結果がＹＥＳになると、受信した接続許可情報コマンドを調べて、接続許
可されているかどうかを調べる（判断８２６）。判断８２６の結果がＮＯになるときには
、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセー
ジを返し（処理８２７）、このときの処理を終了する。
【０２５９】
　また、接続許可された場合は（判断８２６の結果がＹＥＳ）、先に受信したＳｅｔｕｐ
メッセージからエイリアス番号を取得し（処理８２８）、エイリアス番号は０から始まる
番号かどうかを調べる（判断８２９）。
【０２６０】
　判断８２９の結果がＮＯになるときには、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参
照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理８３０）。
【０２６１】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理８３１）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理８３２）。
【０２６２】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理８３３）、このときの動作を終了する。
【０２６３】
　また、判断８２９の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理８３４）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理８３５）。
【０２６４】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理８３６）。
【０２６５】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理８３３へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０２６６】
　また、図２７において、監視装置ＣＶは、呼制御サーバ装置ＳＶから着呼通知イベント
を受信すると（判断８４１の結果がＹＥＳ）、Ｓｅｔｕｐデータ取得要求コマンドを呼制
御サーバ装置ＳＶへ出す（処理８４２）。
【０２６７】
　そして、呼制御サーバ装置ＳＶからＳｅｔｕｐメッセージのデータを受け取るまで待ち
（判断８４３のＮＯループ）、判断８４３の結果がＹＥＳになると、受信したＳｅｔｕｐ
メッセージのデータを調べて、送信元のＩＰアドレス、グループコードおよび接続先のエ
イリアス番号の組み合わせがグループレベル通信許可アドレステーブルにあるか否かをチ
ェックする（処理８４４）。
【０２６８】
　テーブルにある場合には（判断８４５の結果がＹＥＳ）、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続
許可コマンドを送信し（処理８４６）、このときの動作を終了する。また、テーブルにな
い場合で、判断８４５の結果がＮＯになるときには、呼制御サーバ装置ＳＶへ接続不許可
コマンドを送信し（処理８４７）、このときの動作を終了する。
【０２６９】
　（第１０の実施例）



(35) JP 4551866 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

　本実施例では、第２の実施例と同様に、呼制御サーバ装置ＳＶはエイリアス－ＩＰアド
レス対応テーブルをＩＰ電話とＩＰファクシミリ装置ＦＺとで分けて管理する。
【０２７０】
　また、上述した第５の実施例と同様にして、ＩＰファクシミリ装置ＦＺａはＳｅｔｕｐ
メッセージのパラメータであるｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓにＩＰファクシミ
リ装置ＦＺｃのエイリアス番号を、またｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄｄｒｅｓ
ｓに自端末のＩＰアドレスを、さらに、Ｓｅｔｕｐ－ＵＵＩＥのパラメータであるｃｏｎ
ｆｅｒｅｎｃｅＩＤにユーザコードをセットして、呼制御サーバ装置ＳＶへ送信する。
【０２７１】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このＳｅｔｕｐメッセージを受信すると、このＳｅｔｕｐメ
ッセージが送られたＴＣＰパケットのヘッダーより、送信元であるＩＰファクシミリ装置
ＦＺａのＩＰアドレスを取得する。そして、このＩＰアドレスが、ＩＰ電話用とＩＰファ
クシミリ装置ＦＺ用のどちらのエイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルにあるかを判断す
る。このＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置ＦＺ用のものであると判断すると、着呼通
知イベントを監視装置ＣＶへ出す。
【０２７２】
　監視装置ＣＶはこのイベントを受信すると、呼制御サーバ装置ＳＶへＳｅｔｕｐメッセ
ージデータの取得要求コマンドを出す。このコマンドはＨＴＴＰのＧＥＴメソッドを用い
て送信する。
【０２７３】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ
をＨＴＴＰの「２００　ＯＫ」レスポンスに含めて監視装置ＣＶへ渡す。監視装置ＣＶは
このＳｅｔｕｐメッセージを受け取ると、このメッセージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉ
ｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号、ｓｏｕｒｃｅＣａｌｌＳｉｇｎａｌＡｄ
ｄｒｅｓｓに含まれたＩＰアドレス、ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅＩＤの値であるユーザコード
を取得して、これらの組み合わせがユーザレベル通信許可アドレステーブルにあるか否か
をチェックする。このユーザレベル通信許可アドレステーブルにあることを確認すると、
呼制御サーバ装置ＳＶへ接続を許可するコマンドを送信する。このコマンドはＨＴＴＰの
ＰＯＳＴメソッドを用いて送信する。
【０２７４】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、このコマンドを受信すると、先に受信したＳｅｔｕｐメッセ
ージに含まれたｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得
し、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。そ
して、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺｃと接続し、ＩＰファクシ
ミリ装置ＦＺａへ正常応答であるＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返して、ＩＰファクシミリ
装置ＦＺａとＩＰファクシミリ装置ＦＺｃとの間でファクシミリ通信用のチャネルを接続
してＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したファクシミリ通信を実行する。
【０２７５】
　一方、送信元のＩＰアドレスがＩＰ電話用のものである場合は、呼制御サーバ装置ＳＶ
は、着呼通知イベントを監視装置ＣＶへは出さずに、Ｓｅｔｕｐメッセージに含まれたｄ
ｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓの値であるエイリアス番号を取得し、ＩＰ電話用の
エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る。そして
、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話と接続し、送信元のＩＰ電話へ正常応答であるＣ
ｏｎｎｅｃｔメッセージを返す。そして、ＩＰ電話間で音声用のチャネルを接続して、音
声データの送受信を行う。
【０２７６】
　上記の呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローを図２８，２９に示す。なお、この場合の監
視装置ＣＶの動作フローは図２４と同じであるので、説明を省略する。
【０２７７】
　呼制御サーバ装置ＳＶは、Ｓｅｔｕｐメッセージを受信すると（判断９０１の結果がＹ
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ＥＳ）、送信元のＩＰアドレスがＩＰファクシミリ装置用のエイリアス－ＩＰアドレス対
応テーブルにあるかどうかを調べ（判断９０２）、判断９０２の結果がＹＥＳになるとき
には、監視装置ＣＶへ着呼通知イベントを送信し（処理９０３）、監視装置ＣＶよりＳｅ
ｔｕｐデータ取得要求コマンドを受信するまで待つ（判断９０４のＮＯループ）。判断９
０４の結果がＹＥＳになると、Ｓｅｔｕｐメッセージのデータ（ユーザコードを含む）を
監視装置ＣＶへ渡す（処理９０５）。そして、監視装置ＣＶから接続許可情報コマンドを
受信するまで待つ（判断９０６のＮＯループ）。
【０２７８】
　判断９０６の結果がＹＥＳになると、受信した接続許可情報コマンドを調べて、接続許
可されているかどうかを調べる（判断９０７）。判断９０７の結果がＮＯになるときには
、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＲｅｌｅａｓｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセー
ジを返し（処理９０８）、このときの処理を終了する。
【０２７９】
　また、接続許可された場合は（判断９０７の結果がＹＥＳ）、先に受信したＳｅｔｕｐ
メッセージからエイリアス番号を取得し（処理９０９）、エイリアス番号は０から始まる
番号かどうかを調べる（判断９１０）。
【０２８０】
　判断９１０の結果がＮＯになるときには、エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルを参
照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理９１１）。
【０２８１】
　そして、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続し、発呼依頼元
のＩＰファクシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理９１２）。これに
より、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装置ＦＺと接続先のＩＰファクシミリ装置ＦＺとの
間で所定の画像データの伝送動作が行われる（処理９１３）。
【０２８２】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、呼制御用コネクションの切断処理を実行
して（処理９１４）、このときの動作を終了する。
【０２８３】
　また、判断９１０の結果がＹＥＳになるときには、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを接
続先と判断する（処理９１５）。そして、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷのＩＰアドレス
へ発呼して、その先にあるグループ３ファクシミリ装置と接続し、発呼依頼元のＩＰファ
クシミリ装置ＦＺへＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理９１６）。
【０２８４】
　これにより、ＶｏＩＰゲートウェイ装置ＧＷを介し、発呼依頼元のＩＰファクシミリ装
置ＦＺと接続先のグループ３ファクシミリ装置との間で所定の画像データの伝送動作が行
われる（処理９１７）。
【０２８５】
　そして、画像データの伝送動作が終了すると、処理９１４へ移行し、呼制御用コネクシ
ョンの切断処理を実行して、このときの動作を終了する。
【０２８６】
　また、判断９０２の結果がＮＯになるときには、ＩＰ電話端末装置用のエイリアス－Ｉ
Ｐアドレス対応テーブルを参照して接続先のＩＰアドレスを得る（処理９２０）。次いで
、そのＩＰアドレスへ発呼してＩＰ電話端末装置と接続し、発呼依頼元のＩＰ電話端末装
置へＣｏｎｎｅｃｔメッセージを返す（処理９２１）。
【０２８７】
　これにより、ＩＰ電話端末装置間で音声データが伝送されるので（処理９２２）、通話
の終了操作があるまで待つ（判断９２３のＮＯループ）。通話の終了操作があり、判断９
２３の結果がＹＥＳになると、呼制御用コネクションの切断処理を実行して（処理９２４
）、このときの動作を終了する。
【０２８８】
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　ところで、上述した各実施例において、監視装置ＣＶに実装される接続監視アプリケー
ションは、サーバ等からダウンロードして使用できるようにしてもよい。
【０２８９】
　また、上述した各実施例では、呼制御用のプロトコルとしてＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．３２３
を使用した場合について説明したが、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　
Ｆｏｒｃｅ）のＲＦＣ３２６１参照）等の他のプロトコルを使用することも可能である。
また、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）は、イン
ターネット（ＩＰ網）のＷｅｂサービスにおいて、ＷｅｂサーバーとＷｅｂクライアント
の間で情報交換を行うための通信プロトコルであり、Ｗ３Ｃ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗ
ｅｂ　Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ）という標準化団体で制定されたものである。
【０２９０】
　また、上述した各実施例では、送信元と送信先の通信を許可する判断時に、通信を許可
する組み合わせテーブルを参照しているが、この代わりに通信を禁止する組み合わせテー
ブルを作成しておき、これを参照するようにしてもよい。
【０２９１】
　なお、上述した各実施例において、呼制御サーバ装置ＳＶの動作、および、監視装置Ｃ
Ｖの動作は、それぞれの装置に実装されるプログラムにより制御されるものである。また
、当該プログラムは、適宜な記憶媒体等に記憶されて、また、ネットワークを介して流通
させることができる。また、上述した各実施例では、ユーザコード、または、ユーザコー
ドと送信元通信端末のアドレスの組み合わせから、操作者を識別するための識別情報を構
成しているが、これ以外の任意の情報の組合せから、操作者を識別するための識別情報を
構成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０２９２】
【図１】本発明の一実施例にかかる通信システムの一例を示したブロック図。
【図２】ＩＰファクシミリ装置ＦＸ（ＦＸａ，ＦＸｂ，ＦＸｃ）の構成の一例を示したブ
ロック図。
【図３】呼制御サーバ装置ＳＶの構成の一例を示したブロック図。
【図４】エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルの一例を示した概略図。
【図５】通信許可アドレステーブルの一例を示した概略図。
【図６】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローの一例を示したフローチャート。
【図７】ＩＰファクシミリ装置用エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルの一例、および
、ＩＰ電話端末装置用エイリアス－ＩＰアドレス対応テーブルの一例を示した概略図。
【図８】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローの他の例を示したフローチャート（図９へ続
く）。
【図９】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローの他の例を示したフローチャート（図８の続
き）。
【図１０】本発明の他の実施例にかかる通信システムの一例を示したブロック図。
【図１１】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのさらに他の例を示したフローチャート。
【図１２】監視装置ＣＶの動作フローの一例を示したフローチャート。
【図１３】本発明のさらに他の実施例にかかる通信システムの一例を示したブロック図。
【図１４】ＩＰファクシミリ装置ＦＺ（ＦＺａ，ＦＺｂ，ＦＺｃ）の構成の一例を示した
ブロック図。
【図１５】ユーザレベル通信許可アドレステーブルの２つの例を示した概略図。
【図１６】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローの別な例を示したフローチャート。
【図１７】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのさらに別な例を示したフローチャート。
【図１８】グループレベル通信許可アドレステーブルの一例を示した概略図。
【図１９】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのまたさらに他の例を示したフローチャー
ト。
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【図２０】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのさらに他の例を示したフローチャート（
図２１へ続く）。
【図２１】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのさらに他の例を示したフローチャート（
図２０の続き）。
【図２２】本発明の別な実施例にかかる通信システムの一例を示したブロック図。
【図２３】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのさらに別な例を示したフローチャート。
【図２４】監視装置ＣＶの動作フローの別な例を示したフローチャート。
【図２５】監視装置ＣＶの動作フローのさらに別な例を示したフローチャート。
【図２６】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのまたさらに別な例を示したフローチャー
ト。
【図２７】監視装置ＣＶの動作フローのまたさらに別な例を示したフローチャート。
【図２８】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのまたさらに他の例を示したフローチャー
ト（図２９へ続く）。
【図２９】呼制御サーバ装置ＳＶの動作フローのまたさらに他の例を示したフローチャー
ト（図２８の続き）。
【符号の説明】
【０２９３】
　ＳＶ　呼制御サーバ装置
　ＣＶ　監視装置

【図１】 【図２】
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【図２６】 【図２７】
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              Ｈ０４Ｍ　　３／００，　３／１６－　３／２０，　３／３８－　３／５８，
              　　　　　　７／００－　７／１６，１１／００－１１／１０，
              Ｈ０４Ｌ　１２／５６，　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　１／００，１／３２　　　　
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