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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情
報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する手段と、
　受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り出す
手段と、
　前記取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにあ
る第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する
手段と、
　受信時に前記判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する手段と、
　更新の対象外としたい識別情報を更新対象外テーブルとして記憶する手段と、
を備え、
　前記更新する手段は、前記更新対象外テーブルに設定されている識別情報をもつ送信元
から受信した場合、前記通信相手候補テーブルの更新を行わないことを特徴とする制御装
置。
【請求項２】
　２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情
報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する手段と、
　受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り出す
手段と、
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　前記取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにあ
る第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する
手段と、
　受信時に前記判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する手段と、
を備え、
　前記通信相手候補テーブルは、テーブル内にある各識別情報のペアに対して、通信相手
候補テーブルの自動更新対象か、または対象外かを記憶し、
　前記更新する手段は、前記通信相手候補テーブルで自動更新対象外に設定されている第
１の識別情報または第２の識別情報をもつ送信元から受信した場合、通信相手候補テーブ
ルの更新を行わないことを特徴とする制御装置。
【請求項３】
　前記２つの識別情報が必要な通信が、IPアドレスとエイリアス番号を識別情報とするIP
-FAX通信の場合に、
　前記更新する手段は、受信時に送信元のIPアドレス、エイリアス番号のどちらか一方が
前記通信相手候補テーブルにあり、もう一方がない場合は、ない方の値を送信元と同じ値
に更新することを特徴とする請求項１又は２記載の制御装置。
【請求項４】
　前記２つの識別情報がIPアドレスとエイリアス番号であるIP-FAXの場合に、
　前記更新する手段は、受信時に送信元のIPアドレス、エイリアス番号の両方が前記通信
相手候補テーブルにない時は、送信元のIPアドレスとエイリアス番号を前記通信相手候補
テーブルに追加することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の制御装置。
【請求項５】
　前記通信相手候補テーブルは、自動更新を有効にするか無効にするかの設定を記憶し、
　前記設定に応じて自動更新を行う、または行わない、を切り替える手段と、
　前記更新する手段は、自動更新を行わない設定になっている場合は、いかなる場合も受
信時に前記通信相手候補テーブルの自動更新を行わないことを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項記載の制御装置。
【請求項６】
　前記通信相手候補テーブルを更新する際に、通信相手候補テーブルが更新されたことを
画面表示して通知する手段を備えることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項記載
の制御装置。
【請求項７】
　記憶する手段が、２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情
報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する工程と、
　取り出す手段が、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識
別情報を取り出す工程と、
　判断する手段が、前記取り出す工程により取り出した第１の識別情報及び第２の識別情
報と、前記通信相手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して
該当する情報があるかどうか判断する工程と、
　更新する手段が、受信時に前記判断する工程による判断を受けて、前記通信相手候補テ
ーブルを更新する工程と、
　記憶する手段が、更新の対象外としたい識別情報を更新対象外テーブルとして記憶する
工程と、
　更新する手段が、前記更新対象外テーブルに設定されている識別情報をもつ送信元から
受信した場合、前記通信相手候補テーブルの更新を行わない工程と、
を含むこと特徴とする制御方法。
【請求項８】
　記憶する手段が、２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情
報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する工程と、
　取り出す手段が、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識
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別情報を取り出す工程と、
　判断する手段が、前記取り出す工程により取り出した第１の識別情報及び第２の識別情
報と、前記通信相手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して
該当する情報があるかどうか判断する工程と、
　更新する手段が、受信時に前記判断する工程による判断を受けて、前記通信相手候補テ
ーブルを更新する工程と、
　記憶する手段が、テーブル内にある各識別情報のペアに対して、通信相手候補テーブル
の自動更新対象か、または対象外かを、前記通信相手候補テーブルに記憶する工程と、
　更新する手段が、前記通信相手候補テーブルで自動更新対象外に設定されている第１の
識別情報または第２の識別情報をもつ送信元から受信した場合、通信相手候補テーブルの
更新を行わない工程と、
を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項９】
　制御装置のコンピュータに、
　２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情
報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する処理と、
　受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り出す
処理と、
　前記取り出す処理により取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相
手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があ
るかどうか判断する処理と、
　受信時に前記判断する処理による判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する
処理と、
　更新の対象外としたい識別情報を更新対象外テーブルとして記憶する処理と、
　前記更新対象外テーブルに設定されている識別情報をもつ送信元から受信した場合、前
記通信相手候補テーブルの更新を行わない処理と、
を実現させるためのプログラム。
【請求項１０】
　制御装置のコンピュータに、
　２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情
報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する処理と、
　受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り出す
処理と、
　前記取り出す処理により取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相
手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があ
るかどうか判断する処理と、
　受信時に前記判断する処理による判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する
処理と、
　テーブル内にある各識別情報のペアに対して、通信相手候補テーブルの自動更新対象か
、または対象外かを、前記通信相手候補テーブルに記憶する処理と、
　前記通信相手候補テーブルで自動更新対象外に設定されている第１の識別情報または第
２の識別情報をもつ送信元から受信した場合、通信相手候補テーブルの更新を行わない処
理と、
を実現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、制御装置、方法、プログラム及び記録媒体に関し、特に２つの識別情報が必
要な通信において、通信相手候補テーブルを正確に自動更新する制御装置、方法、プログ
ラム及び記録媒体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　IP（Internet Protocol）-FAX（Facsimile）はその機器のIPアドレスを宛先に指定して
送受信することができる。しかし毎回宛先にIPアドレスを手動で入力することは、ユーザ
の負担になる。そこでIP-FAXでは、その機器のIPアドレスに対応した番号（エイリアス番
号）を端末自身で設定することが既に知られている。エイリアス番号は、ゲートキーパー
に使われることを前提に用意された識別番号である。ゲートキーパーとはIP-FAX送受信に
おいて、送信端末と受信端末の間を結びつける装置である。ゲートキーパーの中には各送
受信端末のIPアドレスとそれに対応したエイリアス番号が登録されている（各送受信端末
の方から定期的に登録にくる）。そしてIP-FAX送受信の際は送信側が指定してきたエイリ
アス番号をもとに、それに対応するIPアドレスの受信端末を送信端末と結びつける。
【０００３】
　ファクシミリ装置の操作性を向上する技術としては、例えば、ワンタッチダイヤル機能
を備えたファクシミリ装置も知られている。このファクシミリ装置では、時刻指定送信等
の各種送信条件の指定や複数の宛先電話番号等のワンタッチ情報をワンタッチキーに割り
付けてファクシミリ装置のメモリに登録することが出来る。例えば、頻繁に送信する宛先
の送信操作手順を簡略化して、ファクシミリ装置の操作性を向上させることが出来る。ワ
ンタッチ情報の登録及び変更（更新）を手動で行うことは手間がかかるため、ワンタッチ
情報の自動更新も提案されている（特許文献１参照）。具体的には、FAX受信すると、受
信機は送信元の端末情報（送信元ユーザが手動で設定した値）を取り出し、それを自機内
のワンタッチ宛先情報と比較し、違いがあった場合にワンタッチ宛先の情報を更新する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術には、以下のような問題がある。
【０００５】
　ゲートキーパーを購入していない（用意していない）ユーザの場合は、自機以外の各送
信端末のIPアドレスとそれに対応するエイリアス番号を自ら自機に設定する必要がある。
通信相手候補として自機に保管しているメンバーのエイリアス番号またはIPアドレスが変
更されると、ユーザがその変更をしたメンバーから変更したことを聞いて、ユーザ自身が
手入力で変更後のIPアドレスやエイリアス番号を新たに設定しなくてはならず、ユーザに
負担がかかるという問題があった。また、ユーザがその修正をし忘れた場合、変更をした
メンバーにIP-FAX送信しようとすると、誤った宛先に送信してしまうというセキュリティ
的な問題があった。
【０００６】
　また、上記特許文献１に記載の発明は、受信時に自機内に保存している送信元の情報を
自動更新する際に、自機内に保管されているワンタッチ宛先の情報と受信した端末情報と
を比較している。しかしながら、ワンタッチナンバーの情報はユーザが自分で使用するた
めにユーザ自身で登録するものであるため、情報に誤りがある可能性も十分にある。この
場合、自動更新が正しく出来ないという問題がある。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、２つの識別情報が必要な通信に
おいて、通信相手候補テーブルを正確に自動更新することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る制御装置は、２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補の第１
の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する手段と、
受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り出す手
段と、前記取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブル
にある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断
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する手段と、受信時に前記判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する手段と、
更新の対象外としたい識別情報を更新対象外テーブルとして記憶する手段と、を備え、前
記更新する手段は、前記更新対象外テーブルに設定されている識別情報をもつ送信元から
受信した場合、前記通信相手候補テーブルの更新を行わないことを特徴とする。
　また、本発明に係る制御装置は、２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補
の第１の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブルとして記憶する手
段と、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報と第２の識別情報を取り
出す手段と、前記取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テ
ーブルにある第１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどう
か判断する手段と、受信時に前記判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する手
段と、を備え、前記通信相手候補テーブルは、テーブル内にある各識別情報のペアに対し
て、通信相手候補テーブルの自動更新対象か、または対象外かを記憶し、前記更新する手
段は、前記通信相手候補テーブルで自動更新対象外に設定されている第１の識別情報また
は第２の識別情報をもつ送信元から受信した場合、通信相手候補テーブルの更新を行わな
いことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る制御方法は、記憶する手段が、２つの識別情報が必要な通信において、通
信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブルとして
記憶する工程と、取り出す手段が、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別
情報と第２の識別情報を取り出す工程と、判断する手段が、前記取り出す工程により取り
出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにある第１の識
別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する工程と、更
新する手段が、受信時に前記判断する工程による判断を受けて、前記通信相手候補テーブ
ルを更新する工程と、記憶する手段が、更新の対象外としたい識別情報を更新対象外テー
ブルとして記憶する工程と、更新する手段が、前記更新対象外テーブルに設定されている
識別情報をもつ送信元から受信した場合、前記通信相手候補テーブルの更新を行わない工
程と、を含むこと特徴とする。
　また、本発明に係る制御方法は、記憶する手段が、２つの識別情報が必要な通信におい
て、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テーブル
として記憶する工程と、取り出す手段が、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１
の識別情報と第２の識別情報を取り出す工程と、判断する手段が、前記取り出す工程によ
り取り出した第１の識別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにある第
１の識別情報及び第２の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する工程
と、更新する手段が、受信時に前記判断する工程による判断を受けて、前記通信相手候補
テーブルを更新する工程と、記憶する手段が、テーブル内にある各識別情報のペアに対し
て、通信相手候補テーブルの自動更新対象か、または対象外かを、前記通信相手候補テー
ブルに記憶する工程と、更新する手段が、前記通信相手候補テーブルで自動更新対象外に
設定されている第１の識別情報または第２の識別情報をもつ送信元から受信した場合、通
信相手候補テーブルの更新を行わない工程と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るプログラムは、制御装置のコンピュータに、２つの識別情報が必要な通信
において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手候補テ
ーブルとして記憶する処理と、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識別情報
と第２の識別情報を取り出す処理と、前記取り出す処理により取り出した第１の識別情報
及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２の識別
情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する処理と、受信時に前記判断する処
理による判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する処理と、更新の対象外とし
たい識別情報を更新対象外テーブルとして記憶する処理と、前記更新対象外テーブルに設
定されている識別情報をもつ送信元から受信した場合、前記通信相手候補テーブルの更新
を行わない処理と、を実現させることを特徴とする。
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　また、本発明に係るプログラムは、制御装置のコンピュータに、２つの識別情報が必要
な通信において、通信相手候補の第１の識別情報と第２の識別情報とをセットで通信相手
候補テーブルとして記憶する処理と、受信時に呼接続のプロトコルから送信元の第１の識
別情報と第２の識別情報を取り出す処理と、前記取り出す処理により取り出した第１の識
別情報及び第２の識別情報と、前記通信相手候補テーブルにある第１の識別情報及び第２
の識別情報とを比較して該当する情報があるかどうか判断する処理と、受信時に前記判断
する処理による判断を受けて、前記通信相手候補テーブルを更新する処理と、テーブル内
にある各識別情報のペアに対して、通信相手候補テーブルの自動更新対象か、または対象
外かを、前記通信相手候補テーブルに記憶する処理と、前記通信相手候補テーブルで自動
更新対象外に設定されている第１の識別情報または第２の識別情報をもつ送信元から受信
した場合、通信相手候補テーブルの更新を行わない処理と、を実現させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、２つの識別情報が必要な通信において、通信相手候補テーブルを正確
に自動更新することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る自動更新について説明するための模式図である
【図２】本発明の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態に係る通信相手候補テーブルのイメージ図である。
【図４】本発明の実施形態に係る識別情報１がエイリアス番号で、識別情報２がIPアドレ
スの場合を例として自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係る自動更新対象外テーブルのイメージ図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係る通信相手候補テーブルのイメージ図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである
。
【図１１】本発明の実施形態に係るIP-FAXの構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に述べる
実施形態は、本発明の好適な実施形態であるから、技術的に好ましい種々の限定が付され
ているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限
り、これらの態様に限られるものではない。
【００１５】
　本実施形態では、制御装置の一例としてファクシミリ装置を用いて説明する。
【００１６】
　図１は、本実施形態に係る自動更新について説明するための模式図である。IP-FAX １
からIP-FAX ２にIP-FAX送信が行われた場合を例として説明する。
【００１７】
　各IP-FAXは、自機のIPアドレスとエイリアス番号を備えていることを前提とする。本実
施形態に係るIP-FAXは、IP-FAX通信における通信相手のIPアドレスとエイリアス番号のセ
ットをリストとして保持している（通信相手候補テーブル）。
【００１８】
　IP-FAXは、受信時に、送信元のIPアドレス及びエイリアス番号を参照し、自機が保持し
ているリスト内のIPアドレス及びエイリアス番号に該当するかどうかを判断する。
【００１９】
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　該当しないとした場合は、リストを自動更新し、リストの内容が送信元の情報と合致す
るようにする。
【００２０】
　このように、各IP-FAXで設定されるIPアドレス及びエイリアス番号という２つの切り離
せないペアとなった識別情報を用いることを特徴とする。また、本実施形態は送信元の識
別情報を取得するタイミングを呼接続の時点としているため、ここで得られる情報は現在
の正しい送信元の情報である。従ってセキュリティ的にも信頼がおける。これにより、IP
-FAXにおいて、エイリアス番号とIPアドレスのテーブルを、最新の間違いのない情報に維
持することが出来る。また、通信相手候補のアドレス変更による誤送信も防げる。
【００２１】
　ここで、エイリアス番号とIPアドレスは自機端末外である各ファクシミリ装置において
（若しくはゲートキーパーで）セットで登録される識別情報である。この識別情報のセッ
トは外部に公開され、他の端末から参照することが可能であり、使用される情報である。
各端末において設定されるため、その識別情報の組み合わせに誤りはない。本実施形態で
は、このような誤りのない情報を用いることで宛先アドレスを正確に把握することが可能
である。
【００２２】
　図２に、本実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートを示す。図２では
、図１に示すIP-FAX２の動作処理を説明する。図３は、本実施形態に係る通信相手候補テ
ーブルのイメージ図である。
【００２３】
　着呼すると（ステップＳ１）、着呼時に送信元から送られてきたデータの中に送信元の
識別情報１及び識別情報２が入っているため、それをデコードする（ステップＳ２）。２
つの識別情報は、受信時に呼接続のプロトコルから取得した送信元の確実に間違いのない
識別情報である。
【００２４】
　次に、デコードした２つの識別情報と、自機の通信相手候補テーブル内の識別情報１、
識別情報２を比較する。まず、デコードした識別情報１が通信相手候補テーブルの中にあ
るかを確認する（ステップＳ３）。
【００２５】
　デコードした識別情報１が通信相手候補テーブルの中にある場合は（ステップＳ３／Ｙ
ｅｓ）、デコードした識別情報２が通信相手候補テーブルの中にあるかを確認する（ステ
ップＳ４）。
【００２６】
　識別情報２が通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ４／Ｎｏ）、送信元
の識別情報１に対応した、通信相手候補テーブル内の識別情報２を送信元の識別情報２と
同じ値に更新する（ステップＳ５）。
【００２７】
　識別情報１が通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ３／Ｎｏ）、デコー
ドした識別情報２が通信相手候補テーブルの中にあるかを確認する（ステップＳ６）。
【００２８】
　識別情報２が通信相手候補テーブルの中にある場合は（ステップＳ６／Ｙｅｓ）、送信
元の識別情報２に対応した、通信相手候補テーブル内の識別情報１を送信元の識別情報１
と同じ値に更新する（ステップＳ７）。
【００２９】
　識別情報２も通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ６／Ｎｏ）、送信元
の識別情報１と識別情報２を通信相手候補テーブルに追加する（ステップＳ８）。
【００３０】
　以上により、２つの識別情報が必要な通信の場合、自機に保管している通信相手候補の
識別情報を最新で信頼のおける情報に維持できるため、通信相手候補のアドレス変更によ
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る誤送信を防げる。
【００３１】
　図４は、識別情報１がエイリアス番号で、識別情報２がIPアドレスの場合を例として自
動更新の動作処理を示すフローチャートである。
【００３２】
　着呼すると（ステップＳ１０）、着呼時に送信元から送られてきたデータの中に送信元
のエイリアス番号及びIPアドレスが入っているため、それをデコードする（ステップＳ１
１）。２つの識別情報は、受信時に呼接続のプロトコルから取得した送信元の確実に間違
いのない識別情報である。
【００３３】
　次に、デコードした２つの識別情報と、自機の通信相手候補テーブル内のエイリアス番
号、IPアドレスを比較する。まず、デコードしたエイリアス番号が通信相手候補テーブル
の中にあるかを確認する（ステップＳ１２）。
【００３４】
　デコードしたエイリアス番号が通信相手候補テーブルの中にある場合は（ステップＳ１
２／Ｙｅｓ）、デコードしたIPアドレスが通信相手候補テーブルの中にあるかを確認する
（ステップＳ１３）。
【００３５】
　IPアドレスが通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ１３／Ｎｏ）、送信
元のエイリアス番号に対応した、通信相手候補テーブル内のIPアドレスを送信元のIPアド
レスと同じ値に更新する（ステップＳ１４）。
【００３６】
　エイリアス番号が通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ１２／Ｎｏ）、
デコードしたIPアドレスが通信相手候補テーブルの中にあるかを確認する（ステップＳ１
５）。
【００３７】
　IPアドレスが通信相手候補テーブルの中にある場合は（ステップＳ１５／Ｙｅｓ）、送
信元のIPアドレスに対応した、通信相手候補テーブル内のエイリアス番号を送信元のエイ
リアス番号と同じ値に更新する（ステップＳ１６）。
【００３８】
　IPアドレスも通信相手候補テーブルの中にない場合は（ステップＳ１５／Ｎｏ）、送信
元のエイリアス番号とIPアドレスを通信相手候補テーブルに追加する（ステップＳ１７）
。
【００３９】
　以上により、IP-FAX受信した際にエイリアス番号とIPアドレスの両方をチェックし、ど
ちらか一方だけ自機内に保管されている情報と異なる場合、その異なる方を送信元の値に
更新する。これにより、IP-FAX通信でエイリアス番号とIPアドレスを最新の状態に保てる
ため、通信相手候補のアドレス変更による誤送信を防げる。
【００４０】
　また、IP-FAX受信した際にエイリアス番号とIPアドレスの両方をチェックし、どちらも
自機内に保管されている情報と一致しなかった場合、その送信元のエイリアス番号とIPア
ドレスを新たなIP-FAX通信相手の候補の宛先として、自機内に保管する。これにより、IP
-FAX通信をするメンバーが増えた際、ユーザが手動でそのメンバーの宛先を自機に入力し
、保存するという負担を軽減できる。
【００４１】
　図５は、本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである
。本実施形態では、全ての識別情報を自動更新しないようにすることが出来る。本実施形
態では、IP-FAX２は自動更新対象外テーブルを有する。図６は、本実施形態に係る自動更
新対象外テーブルのイメージ図である。
【００４２】
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　図５の各処理において、ステップＳ２０、Ｓ２１、Ｓ２３～Ｓ２８は、図２のフローチ
ャートに示すステップＳ１～Ｓ８と同様である。本実施形態の特徴はステップＳ２２で、
送信元の識別情報が自動更新対象外テーブルの中にあるかどうかを確認する。Yesならば
そのまま終了になり、自動更新は行わない。Noならば送信元の識別情報１が通信相手候補
テーブル内にあるかどうかを確認し（ステップＳ２３）、図２のフローチャートのステッ
プＳ３以降と同様の処理を行う。
【００４３】
　以上により、自動更新の対象外としたい識別情報を設定できるテーブルがあり、そこに
設定されている識別情報を持つ送信元からの受信時は自動更新を行わないため、更新した
くない識別情報を保護できる。
【００４４】
　図７、本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである。
図８は、本実施形態に係る通信相手候補テーブルのイメージ図である。
【００４５】
　図７の各処理において、ステップＳ３０～Ｓ３２、Ｓ３４～Ｓ３６、Ｓ３８、Ｓ３９は
、図２のフローチャートに示すステップＳ１～Ｓ８と同様である。本実施形態の特徴はス
テップＳ３３及びＳ３７である。通信相手候補テーブル内に該当する識別情報１があった
場合に（ステップＳ３２／Ｙｅｓ）、かかる識別情報１が通信相手候補テーブル内の設定
で自動更新対象になっているかを確認する（ステップＳ３３）。対象ならばデコードした
識別情報２が通信相手候補テーブル内にあるか判断する（ステップＳ３４）。対象外なら
ばそのまま終了する。
【００４６】
　通信相手候補テーブル内に該当する識別情報２があった場合に（ステップＳ３６／Ｙｅ
ｓ）、かかる識別情報２が通信相手候補テーブル内の設定で自動更新対象になっているか
を確認する（ステップＳ３７）。対象ならばデコードした識別情報１を更新する（ステッ
プＳ３８）。対象外ならばそのまま終了する。
【００４７】
　以上により、識別情報１と識別情報２がペアで保管されている通信相手候補テーブル内
の識別情報１と識別情報２の各ペアに対して自動更新の対象または対象外を設定でき、そ
こで対象外と設定されている識別情報を持つ送信元から受信した場合は自動更新を行わな
いため、更新したくない識別情報を更新対象外と設定する際にユーザにかかる負担を軽減
できる。
【００４８】
　図９は、本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである
。図９の各処理において、ステップＳ４０、Ｓ４２～Ｓ４８は、図２のフローチャートに
示すステップＳ１～Ｓ８と同様である。本実施形態の特徴はステップＳ４１であり、通信
相手候補テーブルの自動更新が有効になっているかどうかを判断する。有効ならば送信元
の識別情報１、識別情報２のデコードを行う（ステップＳ４２～Ｓ４８）。無効ならばそ
のまま終了する。
【００４９】
　以上により、機器の設定で自動更新の有効、無効を設定でき、無効と設定すればその機
器はいかなる識別情報をもった送信元から受信した際も自動更新を行わないため、自機に
保存している端末の識別情報全てを自動更新の対象外としたい場合、それを設定するユー
ザの負担を軽減できる。
【００５０】
　図１０、本発明の他の実施形態に係る自動更新の動作処理を示すフローチャートである
。図１０の各処理において、ステップＳ５０～Ｓ５７は、図２のフローチャートに示すス
テップＳ１～Ｓ８と同様である。本実施形態の特徴はステップＳ５８であり、通信相手候
補テーブルに更新があったことをユーザにユーザインターフェース（画面）から通知する
。通知は画面表示の他、音声通知、ユーザＰＣへのメール通知等でも良い。
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　以上により、受信した際に自動更新が行われると、ユーザインターフェース（画面）に
自動更新があったことを表示するため、ユーザに自機の設定に変更があったことを気づか
せることが出来る。
【００５２】
　また、識別情報１及び識別情報２のいずれもが通信相手候補テーブルにない場合は受信
を拒否するよう設定することも可能である。これにより、知らない人からの受信を防げる
。
【００５３】
　以上説明した各実施形態に係る自動更新を実現するIP-FAXの構成を図１１に示す。図１
１は本実施形態に係るIP-FAXの構成を示すブロック図である。
【００５４】
　システム制御部（ＣＰＵ；Central Processing Unit）１０１、システムメモリ１０２
、パラメータメモリ１０３、時計回路１０４、スキャナ１０５、プロッタ１０６、操作表
示部１０７、T.38符号化復号化部１０８、呼接続メッセージ符号化復号化部１０９、磁気
ディスク装置１１０、ネットワーク通信制御部１１１、識別情報取り出し部１１２、識別
情報の有無判断部１１３、更新部１１４がバス１００を介して接続されている。
【００５５】
　なお、各図のフローチャートに示す処理を、ＣＰＵが実行するためのプログラムは本発
明によるプログラムを構成する。このプログラムを記録する記録媒体としては、半導体記
憶部や光学的及び／又は磁気的な記憶部等を用いることができる。このようなプログラム
及び記録媒体を、前述した各実施形態とは異なる構成のシステム等で用い、そこのＣＰＵ
で上記プログラムを実行させることにより、本発明と実質的に同じ効果を得ることができ
る。
【００５６】
　以上、本発明を好適な実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記のものに限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまで
もない。
【符号の説明】
【００５７】
　１、２　　IP-FAX
　１０１　　システム制御部
　１０２　　システムメモリ
　１０３　　パラメータメモリ
　１０４　　時計回路
　１０５　　スキャナ
　１０６　　プロッタ
　１０７　　操作表示部
　１０８　　T.38符号化復号化部
　１０９　　呼接続メッセージ符号化復号化部
　１１０　　磁気ディスク装置
　１１１　　ネットワーク通信制御部
　１１２　　識別情報取り出し部
　１１３　　識別情報の有無判断部
　１１４　　更新部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５８】
【特許文献１】特許第３４５２６９９号公報
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