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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、記録媒体に画像を記録する画像記録装置とを含む画像記録システムであっ
て、
　前記携帯端末は、
　画像データと、当該画像データを特定するための画像データ特定情報とを対応付けて記
憶するための携帯端末側記憶手段と、
　前記携帯端末と前記画像記録装置との間の距離が所定の通信可能距離内となる場合に確
立される第１無線通信にて、前記画像記録装置との間でデータ通信を行うための携帯端末
側第１通信手段と、
　前記携帯端末及び前記画像記録装置のそれぞれに係る通信設定情報に基づいて確立され
、前記第１無線通信よりも通信速度が速い第２無線通信にて、前記画像記録装置との間で
データ通信を行うための携帯端末側第２通信手段と、
　前記携帯端末側第１通信手段、及び前記携帯端末側第２通信手段を制御するための携帯
端末側制御手段と
を備えており、
　前記画像記録装置は、
　前記第１無線通信にて、前記携帯端末との間でデータ通信を行うための画像記録装置側
第１通信手段と、
　前記第２無線通信にて、前記携帯端末との間でデータ通信を行うための画像記録装置側
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第２通信手段と、
　前記画像データと、前記画像データ特定情報とを対応付けて記憶するための画像記録装
置側記憶手段と、
　前記画像データに係る画像を記録媒体に記録するための画像記録手段と、
　前記画像記録装置側第１通信手段、前記画像記録装置側第２通信手段、及び前記画像記
録手段を制御する画像記録装置側制御手段と
を備えており、
　前記携帯端末側制御手段は、
　前記第１無線通信により、前記携帯端末に係る前記通信設定情報の送信又は前記画像記
録装置に係る前記通信設定情報の受信の少なくとも何れかを行い、かつ、前記第１無線通
信により、前記画像データ特定情報を前記画像記録装置に送信させるよう前記携帯端末側
第１通信手段を制御し、
　前記携帯端末側第１通信手段及び前記携帯端末側第２通信手段の少なくとも何れか一方
により、前記画像データ特定情報により特定される前記画像データの送信要求を前記画像
記録装置から受信したときに、前記携帯端末側記憶手段に記憶されている前記画像データ
特定情報により特定される前記画像データを前記第２無線通信により前記画像記録装置に
送信させるよう前記携帯端末側第２通信手段を制御するものであり、
　前記画像記録装置側制御手段は、
　前記画像記録装置側第１通信手段により前記画像データ特定情報を受信した場合に、
　前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報と一致する前
記画像データ特定情報が対応付けられた前記画像データが前記画像記録装置側記憶手段に
記憶されているときには、当該画像記録装置側記憶手段に記憶されている前記画像データ
に係る画像を記録媒体に記録させるよう前記画像記録手段を制御し、
　前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報と一致する前
記画像データ特定情報が対応付けられた前記画像データが前記画像記録装置側記憶手段に
記憶されていないときには、前記第１無線通信により前記送信要求を前記携帯端末に送信
させるよう前記画像記録装置側第１通信手段を制御する及び前記第２無線通信にて前記送
信要求を前記携帯端末に送信させるよう前記画像記録装置側第２通信手段を制御するの少
なくとも何れかを行い、当該送信要求に応じて前記画像記録装置側第２通信手段により受
信した前記画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう前記画像記録手段を制御し
、且つ、前記画像記録装置側第２通信手段により受信した前記画像データと、前記画像記
録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報とを対応付けて前記画像記
録装置側記憶手段に記憶し、且つ、
　前記携帯端末は、前記画像記録装置にて記録すべき前記画像データを選択するための選
択手段を更に備えており、
　前記携帯端末側制御手段は、
　前記選択手段により選択された前記画像データに係る前記画像データ特定情報を作成し
、前記画像データ及び前記画像データ特定情報を前記携帯端末側記憶手段に記憶させ、且
つ、
　前記選択手段により選択されている前記画像記録装置にて記録すべき前記画像データが
変更されたとき、前記第２無線通信にて削除指示を前記画像記録装置に送信させるよう前
記携帯端末側第２通信手段を制御し、
　前記画像記録装置側制御手段は、
　前記画像記録装置側第２通信手段により前記削除指示を受信した場合、前記画像データ
及び当該画像データに対応付けられた前記画像データ特定情報を前記画像記録装置側記憶
手段から削除することを特徴とする画像記録システム。
【請求項２】
　前記画像記録装置側制御手段は、前記第１無線通信にて前記画像記録装置の宛先情報を
少なくとも含む前記通信設定情報を前記携帯端末に送信させるよう前記画像記録装置側第
１通信手段を制御し、
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　前記携帯端末側制御手段は、前記携帯端末側第１通信手段により前記通信設定情報を受
信したときに、当該通信設定情報に基づいて前記第２無線通信を確立させるよう前記携帯
端末側第２通信手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の画像記録システム。
【請求項３】
　前記携帯端末側制御手段は、前記第１無線通信にて前記携帯端末の宛先情報を少なくと
も含む前記通信設定情報を前記画像記録装置に送信させるよう前記携帯端末側第１通信手
段を制御し、
　前記画像記録装置側制御手段は、前記画像記録装置側第１通信手段により前記通信設定
情報を受信したときに、当該通信設定情報に基づいて前記第２無線通信を確立させるよう
前記画像記録装置側第２通信手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の画像記録
システム。
【請求項４】
　前記画像記録装置側制御手段は、
　前記画像記録手段による前記画像データに係る画像の記録媒体への記録が終了してから
所定時間経過した後に、当該記録媒体への記録が終了した前記画像データ及び当該画像デ
ータに対応付けられた前記画像データ特定情報を前記画像記録装置側記憶手段から削除す
ることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の画像記録システム。
【請求項５】
　前記画像記録装置が、前記所定時間を設定するための時間設定手段を更に備えているこ
とを特徴とする請求項４に記載の画像記録システム。
【請求項６】
　前記画像記録装置側記憶手段は、複数の前記画像データを記憶することが可能にされて
おり、
　前記画像記録装置側制御手段は、
　前記画像記録装置側記憶手段の残りの記憶容量が所定の閾値以下となったときに、
　前記画像記録装置側記憶手段に記憶されている前記画像データのうち、前記画像記録手
段による記録媒体への画像の記録が終了した時刻が最も古い前記画像データ、及び当該画
像データに対応付けられた前記画像データ特定情報を前記画像記録装置側記憶手段から削
除することを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の画像記録システム。
【請求項７】
　前記携帯端末は、前記携帯端末側記憶手段に記憶された前記画像データに係る画像を表
示するための表示装置を更に備えており、
　前記選択手段は、前記表示装置に表示されている画像に係る前記画像データを、前記画
像記録装置にて記録すべき前記画像データとして選択することを特徴とする請求項１～６
の何れか一項に記載の画像記録システム。
【請求項８】
　前記携帯端末側制御手段は、
　前記第１無線通信が確立されたときに、前記画像データ特定情報に加えて、前記携帯端
末のユーザを示すユーザ情報も前記第１無線通信にて前記画像記録装置に送信させるよう
前記携帯端末側第１通信手段を制御するものであり、
　前記画像記録装置側記憶手段は、前記画像データ特定情報に加えて前記ユーザ情報も前
記画像データと対応付けて記憶するものであり、
　前記画像記録装置側制御手段は、
　前記画像記録装置側第１通信手段により前記画像データ特定情報及び前記ユーザ情報を
受信した場合に、
　前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報及び前記ユー
ザ情報と一致する前記画像データ特定情報及び前記ユーザ情報が対応付けられた前記画像
データが、前記画像記録装置側記憶手段に記憶されているときには、当該画像記録装置側
記憶手段に記憶されている前記画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう前記画
像記録手段を制御し、



(4) JP 5987730 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

　前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報及び前記ユー
ザ情報と一致する前記画像データ特定情報及び前記ユーザ情報が対応付けられた前記画像
データが、前記画像記録装置側記憶手段に記憶されていないときには、前記第１無線通信
にて前記送信要求を前記携帯端末に送信させるよう前記画像記録装置側第１通信手段を制
御する及び前記第２無線通信にて前記送信要求を前記携帯端末に送信させるよう前記画像
記録装置側第２通信手段を制御するの少なくとも何れかを行い、当該送信要求に応じて前
記画像記録装置側第２通信手段により受信した前記画像データに係る画像を記録媒体に記
録させるよう前記画像記録手段を制御し、且つ、前記画像記録装置側第２通信手段により
受信した前記画像データと、前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像デ
ータ特定情報及び前記ユーザ情報とを対応付けて前記画像記録装置側記憶手段に記憶する
ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の画像記録システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像記録システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末に記憶されている画像データを画像記録装置に送信し、当該画像記録装置にお
いて画像データに係る画像の記録処理を行う画像記録システムが知られている。例えば、
下記特許文献１では、携帯端末（携帯通信端末装置）と画像記録装置（プリンタ装置）と
の間で、容量が異なる二つの通信機能で無線通信を行うことが可能に構成された画像記録
システム（ドキュメント処理システム）が開示されている。この画像記録システムでは、
比較的小容量の第２通信機能により、携帯端末から画像記録装置に対して、第１通信機能
による接続を設定するための設定情報、及び画像データ（ドキュメント）を特定するパス
情報が伝送される。そして、画像記録装置が、受信した情報を用いて比較的大容量の第１
通信機能による接続設定を行うとともに、パス情報で特定される画像データの取得要求を
携帯端末に送信する。その後、画像記録装置は、当該第１通信機能にて携帯端末からパス
情報に該当する画像データを受信して記録処理を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１６３７９１号公報
【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、上記特許文献１に記載された画像記録システムでは、画像記録装置が第
２通信機能によりパス情報を取得する毎に、携帯端末に対して取得要求を送信して、携帯
端末から画像データを受信することになるため、携帯端末及び画像記録装置間の通信処理
の負担が大きい。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、携帯端末及び画像記録装置間の通信処理の負担を軽減可能な
画像記録システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の画像記録システムは、携帯端末と、記録媒体に
画像を記録する画像記録装置とを含む画像記録システムであって、前記携帯端末は、画像
データと、当該画像データを特定するための画像データ特定情報とを対応付けて記憶する
ための携帯端末側記憶手段と、前記携帯端末と前記画像記録装置との間の距離が所定の通
信可能距離内となる場合に確立される第１無線通信にて、前記画像記録装置との間でデー
タ通信を行うための携帯端末側第１通信手段と、前記携帯端末及び前記画像記録装置のそ
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れぞれに係る通信設定情報に基づいて確立され、前記第１無線通信よりも通信速度が速い
第２無線通信にて、前記画像記録装置との間でデータ通信を行うための携帯端末側第２通
信手段と、前記携帯端末側第１通信手段、及び前記携帯端末側第２通信手段を制御するた
めの携帯端末側制御手段とを備えており、前記画像記録装置は、前記第１無線通信にて、
前記携帯端末との間でデータ通信を行うための画像記録装置側第１通信手段と、前記第２
無線通信にて、前記携帯端末との間でデータ通信を行うための画像記録装置側第２通信手
段と、前記画像データと、前記画像データ特定情報とを対応付けて記憶するための画像記
録装置側記憶手段と、前記画像データに係る画像を記録媒体に記録するための画像記録手
段と、前記画像記録装置側第１通信手段、前記画像記録装置側第２通信手段、及び前記画
像記録手段を制御する画像記録装置側制御手段とを備えており、前記携帯端末側制御手段
は、前記第１無線通信により、前記携帯端末に係る前記通信設定情報の送信又は前記画像
記録装置に係る前記通信設定情報の受信の少なくとも何れかを行い、かつ、前記第１無線
通信により、前記画像データ特定情報を前記画像記録装置に送信させるよう前記携帯端末
側第１通信手段を制御し、前記携帯端末側第１通信手段及び前記携帯端末側第２通信手段
の少なくとも何れか一方により、前記画像データ特定情報により特定される前記画像デー
タの送信要求を前記画像記録装置から受信したときに、前記携帯端末側記憶手段に記憶さ
れている前記画像データ特定情報により特定される前記画像データを前記第２無線通信に
より前記画像記録装置に送信させるよう前記携帯端末側第２通信手段を制御するものであ
り、前記画像記録装置側制御手段は、前記画像記録装置側第１通信手段により前記画像デ
ータ特定情報を受信した場合に、前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画
像データ特定情報と一致する前記画像データ特定情報が対応付けられた前記画像データが
前記画像記録装置側記憶手段に記憶されているときには、当該画像記録装置側記憶手段に
記憶されている前記画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう前記画像記録手段
を制御し、前記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報と一
致する前記画像データ特定情報が対応付けられた前記画像データが前記画像記録装置側記
憶手段に記憶されていないときには、前記第１無線通信により前記送信要求を前記携帯端
末に送信させるよう前記画像記録装置側第１通信手段を制御する及び前記第２無線通信に
て前記送信要求を前記携帯端末に送信させるよう前記画像記録装置側第２通信手段を制御
するの少なくとも何れかを行い、当該送信要求に応じて前記画像記録装置側第２通信手段
により受信した前記画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう前記画像記録手段
を制御し、且つ、前記画像記録装置側第２通信手段により受信した前記画像データと、前
記画像記録装置側第１通信手段により受信した前記画像データ特定情報とを対応付けて前
記画像記録装置側記憶手段に記憶し、且つ、前記携帯端末は、前記画像記録装置にて記録
すべき前記画像データを選択するための選択手段を更に備えており、前記携帯端末側制御
手段は、前記選択手段により選択された前記画像データに係る前記画像データ特定情報を
作成し、前記画像データ及び前記画像データ特定情報を前記携帯端末側記憶手段に記憶さ
せ、且つ、前記選択手段により選択されている前記画像記録装置にて記録すべき前記画像
データが変更されたとき、前記第２無線通信にて削除指示を前記画像記録装置に送信させ
るよう前記携帯端末側第２通信手段を制御し、前記画像記録装置側制御手段は、前記画像
記録装置側第２通信手段により前記削除指示を受信した場合、前記画像データ及び当該画
像データに対応付けられた前記画像データ特定情報を前記画像記録装置側記憶手段から削
除することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、携帯端末と画像記録装置との間で第１無線通信が確立されたときに、
携帯端末の携帯端末側記憶手段に記憶されている画像データに係る画像が、画像記録装置
において記録媒体へ記録されることになる。また、このとき、携帯端末の携帯端末側記憶
手段に記憶されている画像データが、画像記録装置の画像記録装置側記憶手段に記憶され
ている場合には、携帯端末と画像記録装置との間で画像データの送受信が行われずに、画
像記録装置の画像記録装置側記憶手段に記憶されている画像データを用いて記録媒体に画
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像が記録される。その結果、携帯端末及び画像記録装置間の通信処理の負担を軽減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係る画像記録システムの外観斜視図である。
【図２】図１に示す画像記録システムの電気的構成図である。
【図３】（ａ）は印刷指示情報のデータ構成を示す図であり、（ｂ）は画像データ情報を
示す図である。
【図４】図１に示す携帯端末の動作フロー図である。
【図５】図１に示す画像記録装置の動作フロー図である。
【図６】携帯端末と画像記録装置との間のデータ通信の手順を示すシーケンス図である。
【図７】第２実施形態に係る画像記録システムの電気的構成図である。
【図８】第２実施形態に係る携帯端末の動作フロー図である。
【図９】第２実施形態に係る画像記録装置の動作フロー図である。
【図１０】第２実施形態に係る携帯端末と画像記録装置との間のデータ通信の手順を示す
シーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　まず、図１及び図２を参照して、本実施形態に係る画像記録システム１について説明す
る。画像記録システム１は、携帯端末１０と、記録媒体（例えば、用紙など）に画像を記
録する画像記録装置５０とを備えている。また、本実施形態の画像記録システム１は、あ
る画像データに係る画像を記録媒体に記録した後、同じ画像データに係る画像を新たな記
録媒体に再記録するリプリント機能を有している。さらに、画像記録システム１は、近距
離無線通信（第１無線通信）及び無線通信（第２無線通信）の二種類の無線の通信により
携帯端末１０と画像記録装置５０との間のデータ通信が可能に構成されている。
【００１３】
　近距離無線通信は、１０ｃｍ程度の極近距離を通信可能距離とする通信であり、携帯端
末１０と画像記録装置５０とを近接（または接触）させることで通信が確立される。近距
離無線通信としては、例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ２１４８１またはＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９
２の国際標準規格に基づいて、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）規格に従った通信方式を用いることができる。また、近距離無線通信は、無線通信
（第２無線通信）と比べて、通信速度が遅いため、比較的小容量のデータの通信に用いら
れる。
【００１４】
　無線通信は、例えば、通信可能距離が数メートル～数十メートル程度のローカルな通信
であり、近距離無線通信が確立されたときに、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で
送受信が行われる通信設定情報に基づいて通信が確立される。無線通信としては、例えば
、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１ｂ／ｇ等の規格に準拠した無線ＬＡＮ等を
用いることができる。また、無線通信は、近距離無線通信と比べて、通信速度が速いため
、比較的大容量のデータの通信に用いられる。
【００１５】
　ここで、近距離無線通信の場合、その通信可能距離の物理的制限から通信相手の特定が
容易であり、その分、通信を確立させるための通信設定が、無線通信の場合よりも容易で
ある。例えば、無線通信の場合、通信可能距離内に複数のデバイスが存在するとき、どの
デバイスと通信を行うかをユーザが指定する必要がある。これに対して近距離無線通信の
場合、その通信可能距離が短いため、基本的に通信相手が１台に特定される。従って、ユ
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ーザは、自身が所有するデバイスを通信相手となるデバイスに近接させる必要があるが、
その行為自体が通信相手のデバイスを指定することになる。
【００１６】
　本実施形態の画像記録システム１では、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で近距
離無線通信が確立されたとき、無線通信を確立させるのに必要な通信設定情報が近距離無
線通信にて携帯端末１０から画像記録装置５０に送信され、当該通信設定情報に基づいて
、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立される（いわゆる、ハンドオ
ーバー）ように構成されている。これにより、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で
無線通信を確実に確立させることができる。
【００１７】
　次に、携帯端末１０について詳細に説明する。携帯端末１０は、携帯電話機やＰＤＡ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等の携帯端末であり、図２
に示すように、各種プログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）１１、プログラム等を記憶するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）１２、ＣＰＵ１１によるプログラム実行時に作業領域として使用されるＲＡＭ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、不揮発性記憶装置１４、データ記憶装置
（携帯端末側記憶手段）１５、操作キー１６、タッチパネル１７、近距離無線通信部（携
帯端末側第１通信手段）１８、及び無線通信部（携帯端末側第２通信手段）１９を有して
いる。
【００１８】
　不揮発性記憶装置１４には、オペレーティングシステム（ＯＳ）１４１、文章データ等
を作成するためのアプリケーションプログラム１４２、及び、その他の各種の制御プログ
ラム１４３が記憶されている。データ記憶装置１５には、ＣＰＵ１１がアプリケーション
プログラム１４２を実行することで起動されるアプリケーション上で作成された画像デー
タが記憶される。また、本実施形態においては、データ記憶装置１５には印刷指示情報も
記憶される。印刷指示情報は、図３（ａ）に示すように、通信設定情報、及び印刷設定情
報を含む。通信設定情報は、無線通信を確立させるために必要な情報であり、本実施形態
では、携帯端末１０自身の固有の宛先情報（例えば、ＩＰアドレス）や認証情報（パスキ
ーなど）が含まれる。印刷設定情報には、画像記録装置５０にて記録すべき画像データを
特定するための画像データ特定情報（例えば、データ名などのＩＤ情報）、携帯端末１０
を所有するユーザを示すユーザ情報、及び画像記録装置５０において実行される画像記録
における、片面／両面印刷や用紙サイズなどの印刷条件を設定するための印刷条件情報が
含まれる。
【００１９】
　操作キー１６は、メカニカルキーであり、ユーザの操作指令を受け付け、操作指令に応
じた電気信号をＣＰＵ１１に出力する。タッチパネル１７は、ＣＰＵ１１から受信した制
御信号に基づいて、種々の画像を表示するとともに、ユーザの操作指令を受け付け、操作
指令に応じた電気信号をＣＰＵ１１に出力する。
【００２０】
　近距離無線通信部１８は、画像記録装置５０の後述の近距離無線通信部５９との間の距
離が近距離無線通信の通信可能距離未満となったときに、近距離無線通信部５９との近距
離無線通信を確立して画像記録装置５０との間でデータ通信を行うための通信回路である
。具体的には、近距離無線通信部１８は、ＩＳＯ／ＩＥＣ２１４８１またはＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ１８０９２の国際標準規格およびそれに準ずる規格に準拠した，ＮＦＣ方式の通信を可
能にするインターフェースである。
【００２１】
　無線通信部１９は、画像記録装置５０のとの間で無線通信にて、データ通信を行うため
の通信回路である。具体的には、ＩＥＥＥの８０２．１１の規格およびそれに準ずる規格
に基づいて，無線ＬＡＮ等の無線通信を可能にするインターフェースである。
【００２２】
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　次に、画像記録装置５０について詳細に説明する。画像記録装置５０は、図１に示すよ
うに、直方体形状の筐体５０ａを有する。また、画像記録装置５０は、図２に示すように
、各種プログラムを実行するＣＰＵ５１、プログラム等を記憶するＲＯＭ５２、ＣＰＵ５
１によるプログラム実行時に作業領域として使用されるＲＡＭ５３、不揮発性記憶装置５
４、画像データ記憶装置（画像記録装置側記憶手段）５５、操作キー５６、表示装置５７
、画像記録部（画像記録手段）５８、近距離無線通信部５９（画像記録装置側第１通信手
段）、無線通信部（画像記録装置側第２通信手段）６０、印刷指示情報記憶装置６１、及
び削除時間記憶装置６２を有している。また、図１に示すように、操作キー５６、表示装
置５７、及び近距離無線通信部５９は、筐体５０ａの上部に設けられている。
【００２３】
　操作キー５６は、各種操作ボタンを備えた入力装置であり、ユーザの操作指令に応じた
電気信号をＣＰＵ５１に出力する。表示装置５７は、小型の液晶ディスプレイ等から構成
され、ＣＰＵ５１から受信した制御信号に基づいて、種々の画像を表示する。画像記録部
５８は、インクジェット方式、又は、レーザ方式等の印刷機構を備え、ＣＰＵ５１からの
指示に従って、画像データに係る画像を記録媒体に記録する。
【００２４】
　不揮発性記憶装置５４は、記憶データの書換えが可能な不揮発性の記憶装置であり、オ
ペレーティングシステム１４４、及び各種の制御プログラム１４５が記憶されている。
【００２５】
　近距離無線通信部５９は、携帯端末１０の近距離無線通信部１８との間の距離が近距離
無線通信の通信可能距離未満となったときに、近距離無線通信部１８との近距離無線通信
を確立して携帯端末１０との間でデータ通信を行うための通信回路である。具体的には、
ＩＳＯ／ＩＥＣ２１４８１またはＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２の国際標準規格およびそれに
準ずる規格に準拠した、ＮＦＣ方式の通信を可能にするインターフェースである。
【００２６】
　無線通信部６０は、携帯端末１０との間で無線通信にて、データ通信を行うための通信
回路である。具体的には、ＩＥＥＥの８０２．１１の規格およびそれに準ずる規格に基づ
いて，無線ＬＡＮ等の無線通信を可能にするインターフェースである。印刷指示情報記憶
装置６１には、携帯端末１０から受信した印刷指示情報が一時的に記憶される。また、削
除時間記憶装置６２には、画像データ記憶装置５５に記憶された画像データを削除する際
に用いられる削除時間が記憶される。
【００２７】
　画像データ記憶装置５５には、再記録（リプリント）に備えて、画像記録部５８により
記録媒体に画像が記録された画像データと、当該画像データに係る画像データ情報とが対
応付けられて記憶される。ここで、画像データ情報とは、図３（ｂ）に示すように、近距
離無線通信部５９により受信された印刷指示情報に含まれる画像データ特定情報及びユー
ザ情報、並びに、画像記録部５８による記録媒体への画像の記録が完了した時刻（以下、
画像記録完了時刻）を含み、画像データ記憶装置５５に記憶された画像データ毎に対応付
けられる情報である。また、本実施形態において、画像データ記憶装置５５の記憶容量は
、複数の画像データを記憶することが可能な容量に設定されている。
【００２８】
　次に、携帯端末１０のＣＰＵ１１について詳細に説明する。ＣＰＵ１１（携帯端末側制
御手段の一例）は、ＯＳ１４１の制御の下、アプリケーションプログラム１４２及び制御
プログラム１４３を実行することで、以下の機能を実現することができる。
【００２９】
　ＣＰＵ１１は、操作キー１６やタッチパネル１７を介して入力された電気信号に基づい
て、アプリケーション上で画像データを作成し、作成された画像データと、当該画像デー
タを特定するための画像データ特定情報とを対応付けてデータ記憶装置１５に記憶する。
【００３０】
　また、ＣＰＵ１１は、操作キー１６やタッチパネル１７を介して入力された電気信号に
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基づいて、データ記憶装置１５に記憶された画像データのうち一つの画像データに係る画
像を表示させるようタッチパネル１７を制御する。さらに、ＣＰＵ１１は、データ記憶装
置１５に記憶されている画像データのうち、画像記録装置５０に記録すべき画像データを
選択する。本実施形態において、ＣＰＵ１１は、タッチパネル１７に表示させている画像
に係る画像データを画像記録装置５０に記録すべき画像データとして選択する。これによ
り、画像記録装置５０において記録させる画像データを、ユーザが容易に把握することが
可能となる。変形例として、ＣＰＵ１１は、操作キー１６やタッチパネル１７を介して入
力された電気信号に基づいて、画像記録装置５０に記録すべき画像データを選択してもよ
い。本実施形態では、ＣＰＵ１１が本発明の選択手段に相当する。
【００３１】
　ＣＰＵ１１は、操作キー１６やタッチパネル１７を介したユーザからの操作指令に基づ
いて、画像記録装置５０に記録させるべき画像データに係る印刷指示情報（図３（ａ）参
照）を作成して、作成した印刷指示情報をデータ記憶装置１５に記憶する。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は、画像記録装置５０との間で、近距離無線通信にてデータ通信が行われる
よう近距離無線通信部１８を制御する。具体的には、ＣＰＵ１１は、携帯端末１０の近距
離無線通信部１８と、画像記録装置５０の近距離無線通信部５９との間で近距離無線通信
が確立されたときに、データ記憶装置１５に記憶されている印刷指示情報を画像記録装置
５０に送信させるように近距離無線通信部１８を制御する。
【００３３】
　ここで、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と画像記録装置５０の近距離無線通信部
５９との間で近距離無線通信が確立されたとは、携帯端末１０のＣＰＵ１１と画像記録装
置５０のＣＰＵ５１が、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と画像記録装置５０の近距
離無線通信部５９間の相互通信が可能であることを判断した状態のこと等をいう。例えば
、画像記録装置５０に電源がＯＮになっている場合に、画像記録装置５０のＣＰＵ５１は
、近距離無線通信を確立することが可能な携帯端末１０が近距離無線の通信可能範囲に入
ったかどうかを検知するための検知電波を、近距離無線通信部５９により発信させている
。この検知電波には近距離無線通信を行うために必要な情報（例えば、通信規格に関する
情報や画像記録装置５０の認証情報など）が含まれている。携帯端末１０が画像記録装置
５０の近距離無線通信可能な範囲に入ると、携帯端末１０のＣＰＵ１１は近距離無線通信
部１８を介して画像記録装置５０の近距離無線通信部５９が発信している検知電波を受信
し、受信した検知電波に含まれている情報を判断して画像記録装置５０間で近距離無線通
信が可能と判断した場合に応答電波を近距離無線通信部１８により画像記録装置５０に発
信する。この応答電波には受信した検知電波に対応する情報（例えば画像記録装置５０の
認証情報と携帯端末１０の認証情報など）などが含まれており、この応答信号を近距離無
線通信部５９で受信した画像記録装置５０のＣＰＵ５１は携帯端末１０との間で近距離無
線通信が可能と判断する。なお、これらの通信確立方法は公知の通信確立技術を用いるこ
とができる。
【００３４】
　また、ＣＰＵ１１は、画像記録装置５０との間で、無線通信にてデータ通信が行われる
よう無線通信部１９を制御する。具体的には、ＣＰＵ１１は、画像記録装置５０から後述
の送信要求を受信した場合、データ記憶装置１５に記憶されている画像データのうち、選
択されている画像データを、無線通信にて画像記録装置５０に送信させるよう無線通信部
１９を制御する。
【００３５】
　次に、画像記録装置５０のＣＰＵ５１について詳細に説明する。ＣＰＵ５１（画像記録
装置側制御手段の一例）は、ＯＳ１４４の制御の下、制御プログラム１４５を実行するこ
とで、以下の機能を実現することができる。
【００３６】
　ＣＰＵ５１は、携帯端末１０との間で、近距離無線通信にてデータ通信が行われるよう
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近距離無線通信部５９を制御する。また、ＣＰＵ５１は、携帯端末１０の近距離無線通信
部１８と、画像記録装置５０の近距離無線通信部５９との間で近距離無線通信が確立され
たときに、近距離無線通信部５９により受信された印刷指示情報を印刷指示情報記憶装置
６１に一時的に記憶する。
【００３７】
　ＣＰＵ５１は、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示情報に含まれる画像デ
ータ特定情報及びユーザ情報と一致する画像データ情報及びユーザ情報が対応付けられた
画像データ（以下、関連画像データと称す）が画像データ記憶装置５５に記憶されている
か否かを判断する。
【００３８】
　ＣＰＵ５１は、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示情報の通信設定情報に
基づいて、携帯端末１０との間で無線通信が確立されるよう無線通信部６０を制御する。
具体的には、ＣＰＵ５１は、印刷指示情報の通信設定情報の宛先情報が示す携帯端末１０
に対して、無線通信の接続を要求する接続要求を無線通信にて送信されるよう無線通信部
６０を制御する。この後、携帯端末１０から接続要求に対する応答が画像記録装置５０に
対して送信されることで、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で無線通信が確立され
る。また、ＣＰＵ５１は、関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されていない
と判断した場合には、当該画像データ特定情報により特定される画像データを送信するよ
う要求する送信要求を、無線通信にて携帯端末１０に送信させるよう無線通信部６０を制
御する。ここで、携帯端末１０との間で無線通信が確立されたとは、携帯端末１０のＣＰ
Ｕ１１と画像記録装置５０のＣＰＵ５１が、携帯端末１０の無線通信部１９と画像記録装
置５０の無線通信部６０間の相互通信が可能であることを判断した状態のこと等をいう。
なお、無線通信の確立については、公知の通信確立技術を用いることができる。
【００３９】
　ＣＰＵ５１は、携帯端末１０から受信した画像データに係る画像を、印刷指示情報記憶
装置６１に記憶された印刷指示情報の印刷条件情報に従って記録媒体に記録させるよう画
像記録部５８を制御する。具体的には、ＣＰＵ５１は、関連画像データが画像データ記憶
装置５５に記憶されていると判断した場合には、画像データ記憶装置５５に記憶されてい
る関連画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう画像記録部５８を制御する。
【００４０】
　一方、ＣＰＵ５１は、関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されていないと
判断した場合には、携帯端末１０に送信要求を送信させるよう無線通信部６０を制御した
後に、無線通信部６０にて受信される画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう
画像記録部５８を制御する。また、ＣＰＵ５１は、受信した画像データと印刷指示情報記
憶装置６１に記憶されている印刷指示情報の画像データ特定情報及びユーザ情報、並びに
画像記録完了時刻とを対応付けて画像データ記憶装置５５に記憶する。
【００４１】
　また、ＣＰＵ５１は、操作キー１６やタッチパネル１７を介して入力された電気信号に
基づいて、記録媒体への記録が終了した画像記録完了時刻から、当該記録媒体への記録が
終了した画像に係る画像データを画像データ記憶装置５５から削除する時刻までの期間を
示す削除時間を設定し、設定された削除時間を削除時間記憶装置６２に記憶する。これに
より、ユーザは、画像データを画像データ記憶装置５５から削除する時間を設定すること
ができる。変形例として、印刷指示情報に削除時間に係る情報を含ませておき、ＣＰＵ５
１が、携帯端末１０から受信した印刷指示情報に含まれる当該削除時間に係る情報に基づ
いて、画像データ毎に削除時間を設定してもよい。本実施形態においては、操作キー１６
やタッチパネル１７が本発明の時間設定手段に相当する。
【００４２】
　ＣＰＵ５１は、画像データ記憶装置５５に記憶された画像データのうち、画像記録完了
時刻から、削除時間記憶装置６２に記憶された削除時間経過した画像データがある場合に
は、当該画像データ、及び、画像データに対応付けられた画像データ情報を画像データ記
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憶装置５５から削除する。これにより、画像データ記憶装置５５に記憶された画像データ
は、画像記録完了時刻してから削除時間経過後に削除されるので、画像データが外部に漏
洩する危険性を低減することができる。
【００４３】
　また、ＣＰＵ５１は、画像データ記憶装置５５の残りの記憶容量が所定の閾値以下とな
ったときに、画像データ記憶装置５５に記憶されている画像データのうち、画像記録完了
時刻が最も古い画像データ、及び、当該画像データに対応付けられた画像データ情報を画
像データ記憶装置５５から削除する。
【００４４】
　次に、携帯端末１０の動作について、図４を参照しつつ説明する。なお、図４に示す動
作フローの開始時における状態は、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と、画像記録装
置５０の近距離無線通信部５９との間の距離が、近距離無線通信の通信可能距離よりも離
れている状態である。
【００４５】
　まず、ＣＰＵ１１が、タッチパネル１７に表示された画像に係る画像データを、画像記
録装置５０に記録させる画像データとして選択し、選択された画像データに係る印刷指示
情報を作成する（Ａ１）。そして、ＣＰＵ１１が、作成された印刷指示情報を携帯端末１
０のデータ記憶装置１５に記憶する（Ａ２）。
【００４６】
　次に、ユーザが携帯端末１０と画像記録装置５０とを近距離無線通信の通信可能距離内
へ近接させることで、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の近距離無線通信が確立さ
れる（Ａ３：ＹＥＳ）と、ＣＰＵ１１は、データ記憶装置１５に記憶された印刷指示情報
を、画像記録装置５０に送信させるよう近距離無線通信部１８を制御する（Ａ４）。これ
により、携帯端末１０から通信設定情報が画像記録装置５０に送信されるため、携帯端末
１０と画像記録装置５０との間の無線通信を確立することが可能となる。
【００４７】
　次に、ＣＰＵ１１が、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立された
か否かを判断する（Ａ５）。無線通信が確立されていないと判断した場合（Ａ５：ＮＯ）
には、無線通信が確立されるまでステップＡ５の処理を繰り返す。一方、無線通信が確立
されたと判断した場合（Ａ５：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ１１が、画像記録装置５０からの送
信要求を無線通信部１９が受信したか否かを判断する（Ａ６）。画像記録装置５０からの
送信要求を受信したと判断した場合（Ａ６：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ１１は、データ記憶装
置１５に記憶されている画像データのうち、選択されている画像データを無線通信にて画
像記録装置５０に送信させるよう無線通信部１９を制御する（Ａ７）。このステップＡ７
の処理が終了すると、ステップＡ６の処理に戻る。
【００４８】
　ステップＡ６の処理において、ＣＰＵ１１が、画像記録装置５０からの送信要求を無線
通信部１９が受信していないと判断した場合（Ａ６：ＮＯ）には、ＣＰＵ１１が、画像記
録装置５０からの記録完了情報を無線通信部１９が受信したか否かを判断する（Ａ８）。
ここで、記録完了情報とは、画像記録装置５０において、画像記録装置５０に対して送信
した印刷指示情報に含まれる画像データ特定情報により特定される画像データに係る画像
の記録媒体への記録が完了したことを示す情報である。画像記録装置５０からの記録完了
情報を受信していないと判断し場合（Ａ８：ＮＯ）には、ステップＡ６の処理に戻る。一
方、画像記録装置５０からの記録完了情報を受信したと判断した場合（Ａ８：ＹＥＳ）に
は、ＣＰＵ１１が、記録媒体への画像の記録が完了したことを示す画像を表示させるよう
タッチパネル１７を制御して（Ａ９）、本処理を終了する。以上、携帯端末１０の動作に
ついて説明した。
【００４９】
　次に、画像記録装置５０の動作について、図５を参照しつつ説明する。なお、図５に示
す動作フローの開始時における状態は、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と、画像記
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録装置５０の近距離無線通信部５９との間の距離が、近距離無線通信の通信可能距離より
も離れている状態である。
【００５０】
　まず、ＣＰＵ５１が、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と画像記録装置５０の近距
離無線通信部５９との間の近距離無線通信が確立されたか否かを判断する（Ｂ１）。近距
離無線通信が確立されたと判断した場合（Ｂ１：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１が、近距離無
線通信部５９により印刷指示情報を携帯端末１０から近距離無線通信にて受信し（Ｂ２）
、当該印刷指示情報を印刷指示情報記憶装置６１に記憶する（Ｂ３）。次に、ＣＰＵ５１
が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示情報から通信設定情報を抽出し、当
該通信設定情報に基づいて、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立さ
れるよう無線通信部６０を制御する（Ｂ４）。
【００５１】
　次に、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示情報に含まれる
画像データ特定情報及びユーザ情報と一致する画像データ情報及びユーザ情報が対応付け
られた関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されているか否かを判断する（Ｂ
５）。画像データ記憶装置５５に関連画像データが記憶されていると判断した場合（Ｂ５
：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷条件情報に
従って、関連画像データに係る画像を記録媒体に記録させるよう画像記録部５８を制御す
る（Ｂ６）。そして、ＣＰＵ５１が、画像データ記憶装置５５に記録されている関連画像
データに係る画像データ情報の画像記録完了時刻を、ステップＢ６の処理により記録媒体
への画像の記録が完了した時刻に更新して（Ｂ７）、ステップＢ１４の処理に移る。
【００５２】
　一方、画像データ記憶装置５５に関連画像データが記憶されていないと判断した場合（
Ｂ５：ＮＯ）には、ＣＰＵ５１が、画像データ記憶装置５５の残りの記憶容量が所定の閾
値以下であるか否かを判断する（Ｂ８）。所定の閾値以下ではないと判断した場合（Ｂ８
：ＮＯ）には、ステップＢ１０の処理に移る。一方、所定の閾値以下であると判断した場
合（Ｂ８：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１は、画像データ記憶装置５５に記憶された画像デー
タ情報を参照して、画像データ記憶装置５５に記憶されている画像データのうち、対応付
けられている画像記録完了時刻が最も古い画像データ、及び、当該画像データに対応付け
られた画像データ情報を画像データ記憶装置５５から削除する（Ｂ９）。これにより、携
帯端末１０から受信した新たな画像データを、確実に画像データ記憶装置５５に記憶する
ことができる。このステップＢ９の処理が終了すると、ステップＢ１０の処理に移る。
【００５３】
　ステップＢ１０の処理では、ＣＰＵ５１が、送信要求を、印刷指示情報記憶装置６１に
記憶された印刷指示情報の通信設定情報に含まれる宛先情報が示す携帯端末１０に対して
送信させるよう無線通信部６０を制御する。次に、ＣＰＵ５１が、送信した送信要求に応
じて携帯端末１０から送信された画像データを無線通信部６０が受信したか否かを判断す
る（Ｂ１１）。画像データを受信していないと判断した場合（Ｂ１１：ＮＯ）には、無線
通信部６０が画像データを受信するまで、ステップＢ１１の処理を繰り返す。一方、画像
データを受信したと判断した場合（Ｂ１１：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報
記憶装置６１に記憶された印刷条件情報に従って、受信した画像データに係る画像を記録
媒体に記録させるよう画像記録部５８を制御する（Ｂ１２）。そして、ＣＰＵ５１が、受
信した画像データと、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された画像データ特定情報及びユ
ーザ情報とを対応付けて画像記録装置５０に記憶する（Ｂ１３）。また、このとき、ＣＰ
Ｕ５１は、ステップＢ１２の処理により記録媒体への画像の記録が完了した時刻について
も画像記録完了時刻として、画像データと対応付けて記憶する。このステップＢ１３の処
理が終了すると、ステップＢ１４の処理に移る。
【００５４】
　ステップＢ１４の処理では、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された通
信設定情報の宛先情報が示す携帯端末１０に記録完了情報を送信させるよう無線通信部６
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０を制御する。この後、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示
情報を削除して（Ｂ１５）、ステップＢ１の処理に戻る。
【００５５】
　また、ステップＢ１の処理において、携帯端末１０の近距離無線通信部１８と画像記録
装置５０の近距離無線通信部５９との間の近距離無線通信が確立されていないと判断した
場合（Ｂ１：ＮＯ）には、ＣＰＵ５１が、画像データ記憶装置５５に記憶された画像デー
タのうち、画像記録完了時刻から、削除時間記憶装置６２に記憶された削除時間経過した
画像データがあるか否かを判断する（Ｂ１６）。画像記録完了時刻から削除時間経過した
画像データがないと判断した場合（Ｂ１６：ＮＯ）には、ステップＢ１の処理に戻る。一
方、画像記録完了時刻から削除時間経過した画像データがあると判断した場合（Ｂ１６：
ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１は、当該画像データ、及び、画像データに対応付けられた画像
データ情報を画像データ記憶装置５５から削除して（Ｂ１７）、ステップＢ１の処理に戻
る。以上、画像記録装置５０の動作について説明した。
【００５６】
　続いて、図６を参照しつつ、携帯端末１０と画像記録装置５０との間におけるデータ通
信手順について説明する。図６に示すように、ユーザが携帯端末１０を画像記録装置５０
に近接させることにより近距離無線通信が確立すると（Ｓ１）、携帯端末１０は、印刷指
示情報を近距離無線通信にて画像記録装置５０に送信する（Ｓ２）。印刷指示情報を受信
した画像記録装置５０は、当該印刷指示情報を印刷指示情報記憶装置６１に記憶する（Ｓ
３）。この後、携帯端末１０及び画像記録装置５０間で送受信された通信設定情報を用い
て、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立する（Ｓ４）。
【００５７】
　そして、画像記録装置５０において、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示
情報に含まれる画像データ特定情報及びユーザ情報と一致する画像データ情報及びユーザ
情報が対応付けられた関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されている場合に
は、画像記録装置５０は、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷条件情報に従って
、関連画像データに係る画像を記録媒体に記録する（Ｓ５）。このステップＳ５の処理が
終了すると、ステップＳ１０の処理に移る。
【００５８】
　一方、画像記録装置５０において、関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶さ
れていない場合には、画像記録装置５０は、携帯端末１０に対して送信要求を無線通信に
て送信する（Ｓ６）。送信要求を受けた携帯端末１０は、データ記憶装置１５に記憶され
ている画像データのうち、選択されている画像データを無線通信にて画像記録装置５０に
送信する（Ｓ７）。この後、画像データを受信した画像記録装置５０が、印刷指示情報記
憶装置６１に記憶された印刷条件情報に従って、受信した画像データに係る画像を記録媒
体に記録する（Ｓ８）。そして、画像記録装置５０が、受信した画像データと、印刷指示
情報記憶装置６１に記憶された画像データ特定情報及びユーザ情報とを対応付けて画像記
録装置５０に記憶する（Ｓ９）。このステップＳ９の処理が終了すると、ステップＳ１０
の処理に移る。
【００５９】
　ステップＳ１０の処理では、画像記録装置５０が、携帯端末１０に対して記録完了情報
を送信する。この後、画像記録装置５０が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷
指示情報を削除する（Ｓ１１）。以上、携帯端末１０と画像記録装置５０との間における
データ通信手順について説明した。
【００６０】
　以上、本実施形態によると、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で近距離無線通信
が確立されたときに、携帯端末１０のデータ記憶装置１５に記憶されている画像データに
係る画像が、画像記録装置５０において記録媒体へ記録されることになる。また、このと
き、携帯端末１０のデータ記憶装置１５に記憶されている画像データが、画像データ記憶
装置５５に記憶されている場合には、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で画像デー



(14) JP 5987730 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

タの送受信が行われずに、画像データ記憶装置５５に記憶されている画像データを用いて
記録媒体に画像が記録される。その結果、携帯端末１０及び画像記録装置５０間の通信処
理の負担を軽減することができる。
【００６１】
　また、本実施形態によると、画像データ記憶装置５５には、画像データ特定情報に加え
てユーザ情報も画像データに対応付けられて記憶されているため、画像記録装置５０と、
複数のユーザの携帯端末１０との間で交互に近距離無線通信が確立された場合においても
、画像記録装置５０において正確に画像データに係る画像の記録媒体への記録を行うこと
ができる。
【００６２】
　また、本実施形態によると、携帯端末１０のタッチパネル１７に表示させている画像に
係る画像データが画像記録装置５０に記録すべき画像データとして選択されるため、ユー
ザが画像記録装置５０に記録すべき画像データ容易に選択することができる。
【００６３】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について、図７～図１０を参照して説明する。第２実施形
態において第１実施形態と異なる点は、第１実施形態では、携帯端末の近距離無線通信部
と画像記録装置の近距離無線通信部がｐｅｅｒ　ｔｏ　ｐｅｅｒで機器間の双方向通信が
可能にされていたが、第２実施形態では、携帯端末の近距離無線通信部にタグが設けられ
、画像記録装置の近距離無線通信部がリーダ／ライタとして構成にされている点である。
また、第２実施形態では、画像記録装置から携帯端末に対して画像記録装置に係る通信設
定情報が近距離無線通信にて送信される。また、画像記録装置から携帯端末への送信要求
の送信は近距離無線通信にて行われる。さらには、第２実施形態では、画像記録装置の画
像データ記憶装置に記憶された画像データの削除は、携帯端末のタッチパネルに表示され
ている画像に係る画像データが変更されたときに行われる。また、記録媒体への画像の記
録が完了したことを示す画像は、画像記録装置の表示装置に表示される。また、第２実施
形態では、画像記録装置は、削除時間記憶装置を備えていない。以下においては、上述し
た実施形態と同一の箇所については同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
【００６４】
　図７に示すように、携帯端末１０の近距離無線通信部１８０は、画像記録装置５０に送
信されるデータが記憶されるタグ１８０ａと、近距離無線通信の確立やデータの送受信を
制御する通信制御プログラム（不図示）とを内蔵したＩＣチップである。このタグ１８０
ａには、印刷指示情報が記憶される。なお、本実施形態においては、印刷指示情報には、
携帯端末１０に係る通信設定情報は含まれていない。
【００６５】
　また、画像記録装置５０の近距離無線通信部５９０は、携帯端末１０との間で近距離無
線通信が確立されたときに、携帯端末１０の近距離無線通信部１８０のタグ１８０ａに記
憶されたデータを非接触で読み出す通信制御プログラムを内蔵したリーダ／ライタ５９０
ａを有している。従って、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で近距離無線通信が確
立されたとき、画像記録装置５０のリーダ／ライタ５９０ａにより、携帯端末１０のタグ
１８０ａ内のデータが読み取られることにより印刷指示情報が画像記録装置５０に送信さ
れることになる。また、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で近距離無線通信が確立
されたとき、画像記録装置５０のリーダ／ライタ５９０ａは、画像記録装置５０に係る通
信設定情報がタグ１８０ａに書き込むことで、画像記録装置５０に係る通信設定情報を携
帯端末１０に送信する。本実施形態においては、ＣＰＵ１１と近距離無線通信部１８０と
で、本発明の携帯端末側制御手段を構成している。また、ＣＰＵ５１と近距離無線通信部
５９０とで、本発明の画像記録装置側制御手段を構成している。
【００６６】
　また、本実施形態において、携帯端末１０のＣＰＵ１１は、近距離無線通信にて通信設
定情報を画像記録装置５０から受信したときに、画像記録装置５０との間で無線通信が確
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立されるよう無線通信部１９の制御を行う。具体的には、ＣＰＵ１１は、通信設定情報の
宛先情報が示す画像記録装置５０に対して、無線通信の接続を要求する接続要求を無線通
信にて送信されるよう無線通信部１９を制御する。この後、画像記録装置５０から接続要
求に対する応答が携帯端末１０に対して送信されることで、携帯端末１０と画像記録装置
５０との間で無線通信を確立される。
【００６７】
　また、ＣＰＵ１１は、タッチパネル１７に表示されている画像に係る画像データが変更
されたとき、削除指令を画像記録装置５０に送信させるよう無線通信部１９の制御も行う
。
【００６８】
　画像記録装置５０のＣＰＵ５１は、画像データ記憶装置５５に関連画像データが記憶さ
れていないと判断した場合には、当該関連画像データに係る送信要求を、近距離無線通信
にて携帯端末１０に送信させるよう近距離無線通信部５９の制御も行う。この送信要求も
、画像記録装置５０に係る通信設定情報と同様に、リーダ／ライタ５９０ａがタグ１８０
ａに送信要求を書き込むことで、画像記録装置５０から携帯端末１０に対して送信される
。
【００６９】
　ＣＰＵ５１は、無線通信部６０が携帯端末１０から削除指示を受信したときに、画像デ
ータ記憶装置５５に記憶されている画像データ及び画像データ情報を削除する。なお、本
実施形態では、画像データ記憶装置５５には、一つの画像データのみ記憶することが可能
に構成されている。
【００７０】
　次に、本実施形態に係る携帯端末１０の動作について、図８を参照しつつ説明する。ま
ず、ＣＰＵ１１が、タッチパネル１７に表示された画像に係る画像データを、画像記録装
置５０に記録させる画像データとして選択し、選択された画像データに係る印刷指示情報
を作成する（Ｃ１）。そして、ＣＰＵ１１が、作成された印刷指示情報を近距離無線通信
部１８０のタグ１８０ａに記憶する（Ｃ２）。
【００７１】
　次に、ユーザが携帯端末１０と画像記録装置５０とを近接させることで、携帯端末１０
と画像記録装置５０との間の近距離無線通信が確立される（Ｃ３：ＹＥＳ）と、携帯端末
１０の近距離無線通信部１８０のタグ１８０ａに記憶されたデータが、画像記録装置５０
の近距離無線通信部５９のリーダ／ライタ５９０ａに読み込まれることで、携帯端末１０
から画像記録装置５０へ印刷指示情報が送信される（Ｃ４）。また、このとき、画像記録
装置５０の近距離無線通信部５９のリーダ／ライタ５９０ａが、画像記録装置５０に係る
通信設定情報をタグ１８０ａに書き込む。これにより、ＣＰＵ１１は、近距離無線通信部
１８０を介して、画像記録装置５０から送信された通信設定情報を受信する（Ｃ５）。こ
れにより、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信を確立することが可能とな
る。
【００７２】
　次に、ＣＰＵ１１が、近距離無線通信部１８０により画像記録装置５０から送信要求を
近距離無線通信にて受信したか否かを判断する（Ｃ６）。画像記録装置５０から送信要求
を受信していないと判断した場合（Ｃ６：ＮＯ）には、ステップＣ９の処理に移る。一方
、画像記録装置５０から送信要求を受信したと判断した場合（Ｃ６：ＹＥＳ）には、ＣＰ
Ｕ１１が、ステップＣ５の処理で受信した通信設定情報に基づいて、携帯端末１０と画像
記録装置５０との間の近距離無線通信が確立されるよう無線通信部１９を制御する（Ｃ７
）。次に、ＣＰＵ１１は、データ記憶装置１５に記憶されている画像データのうち、タッ
チパネル１７に表示されている画像に係る画像データを無線通信にて画像記録装置５０に
送信させるよう無線通信部１９を制御する（Ｃ８）。このステップＣ８の処理が終了する
と、ステップＣ９の処理に移る。
【００７３】
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　ステップＣ９の処理では、ＣＰＵ１１が、タッチパネル１７に表示されている画像に係
る画像データが、ステップＣ１の処理においてＣＰＵ１１が印刷指示情報を作成したとき
にタッチパネル１７に表示されている画像に係る画像データから変更されたか否かを判断
する。画像データが変更されていないと判断した場合（Ｃ９：ＮＯ）には、ステップＣ９
の処理を繰り返す。
【００７４】
　一方、画像データが変更されたと判断した場合（Ｃ９：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ１１は、
画像記録装置５０と携帯端末１０との間で、無線通信が確立されているか否かを判断する
（Ｃ１０）。無線通信が確立されていると判断した場合（Ｃ１０：ＹＥＳ）には、ステッ
プＣ１２に移る。一方、無線通信が確立されていないと判断した場合（Ｃ１０：ＮＯ）に
は、ＣＰＵ１１が、ステップＣ５の処理で受信した通信設定情報に基づいて、携帯端末１
０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立されるよう無線通信部１９を制御する（Ｃ
１１）。このステップＣ１１の処理が終了すると、ステップＣ１２の処理に移る。
【００７５】
　ステップＣ１２の処理では、ＣＰＵ１１は、画像記録装置５０に近距離無線通信にて削
除指令を送信させるよう無線通信部１９を制御する。このステップＣ１２の処理が終了す
ると、本処理を終了する。以上、携帯端末１０の動作について説明した。
【００７６】
　次に、画像記録装置５０の動作について、図９を参照しつつ説明する。まず、携帯端末
１０の近距離無線通信部１８０と画像記録装置５０の近距離無線通信部５９０との間の近
距離無線通信が確立されると（Ｄ１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ５１が、近距離無線通信部５９０
を介して印刷指示情報を携帯端末１０から受信し（Ｄ２）、当該印刷指示情報を印刷指示
情報記憶装置６１に記憶する（Ｄ３）。また、リーダ／ライタ５９０ａが、画像記録装置
５０自身の固有の宛先情報を含む通信設定情報を、携帯端末１０のタグ１８０ａに書き込
むことで、当該通信設定情報を近距離無線通信にて携帯端末１０に送信する（Ｄ４）。
【００７７】
　次に、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷指示情報に含まれる
画像データ特定情報及びユーザ情報と一致する画像データ情報及びユーザ情報が対応付け
られた関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されているか否かを判断する（Ｄ
５）。画像データ記憶装置５５に関連画像データが記憶されていると判断した場合（Ｄ５
：ＹＥＳ）には、ステップＤ６の処理に移る。ステップＤ６，Ｄ７の処理は、上述のステ
ップＢ６，Ｂ７の処理と略同様なので説明を省略する。ステップＤ７の処理が終了すると
、ＣＰＵ５１が、記録媒体への画像の記録が完了したこと示す画像を表示させるよう表示
装置５７を制御する（Ｄ８）。次に、ＣＰＵ５１が、携帯端末１０と画像記録装置５０と
の間の無線通信が確立されているか否かを判断する（Ｄ９）。無線通信が確立されていな
いと判断した場合（Ｄ９：ＮＯ）には、無線通信が確立されるまでステップＤ９の処理を
繰り返す。一方、無線通信が確立されたと判断した場合（Ｄ９：ＹＥＳ）には、ステップ
Ｄ１６の処理に移る。
【００７８】
　ステップＤ５の処理において、画像データ記憶装置５５に関連画像データが記憶されて
いないと判断した場合（Ｄ５：ＮＯ）には、ＣＰＵ５１が、送信要求を、印刷指示情報記
憶装置６１に記憶された印刷指示情報の通信設定情報に含まれる宛先情報が示す携帯端末
１０に対して送信させるよう近距離無線通信部５９を制御する（Ｄ１０）。
【００７９】
　次に、ＣＰＵ５１が、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立されて
いるか否かを判断する（Ｄ１１）。無線通信が確立されていないと判断した場合（Ｄ１１
：ＮＯ）には、無線通信が確立されるまでステップＤ１１の処理を繰り返す。一方、近距
離無線通信が確立されたと判断した場合（Ｄ１１：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１が、送信し
た送信要求に応じて携帯端末１０から送信された画像データを無線通信部６０が受信した
か否かを判断する（Ｄ１２）。画像データを受信していないと判断した場合（Ｄ１２：Ｎ
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Ｏ）には、無線通信部６０が画像データを受信するまで、ステップＤ１２の処理を繰り返
す。一方、画像データを受信したと判断した場合（Ｄ１２：ＹＥＳ）には、ステップＤ１
３の処理に移る。ステップＤ１３，Ｄ１４の処理は、上述のステップＢ１２，Ｂ１３の処
理に略同様なので説明を省略する。ステップＤ１４の処理が終了すると、ＣＰＵ５１が、
記録媒体への画像の記録が完了したこと示す画像を表示させるよう表示装置５７を制御し
（Ｄ１５）、ステップＤ１６の処理に移る。
【００８０】
　ステップＤ１６の処理では、ＣＰＵ５１が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印
刷指示情報を削除する。次に、ＣＰＵ５１が、無線通信部６０が携帯端末１０から削除指
示を受信したか否かを判断する（Ｄ１７）。削除指示を受信していないと判断した場合（
Ｄ１７：ＮＯ）には、ステップＤ１７の処理を繰り返す。一方、削除指示を受信したと判
断した場合（Ｄ１７：ＹＥＳ）には、ＣＰＵ５１は、画像データ、及び、当該画像データ
に対応付けられた画像データ情報を画像データ記憶装置５５から削除して（Ｄ１８）、ス
テップＤ１の処理に戻る。以上、画像記録装置５０の動作について説明した。
【００８１】
　続いて、図１０を参照しつつ、携帯端末１０と画像記録装置５０との間におけるデータ
通信手順について説明する。ステップＭ１～Ｍ３の処理は、上述のステップＳ１～Ｓ３の
処理と略同様なので説明を省略する。
【００８２】
　ステップＭ３の処理の後、画像記録装置５０において、印刷指示情報記憶装置６１に記
憶された印刷指示情報に含まれる画像データ特定情報及びユーザ情報と一致する画像デー
タ情報及びユーザ情報が対応付けられた関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶
されている場合には、画像記録装置５０は、印刷指示情報記憶装置６１に記憶された印刷
条件情報に従って、関連画像データに係る画像を記録媒体に記録する（Ｍ４）。その後、
携帯端末１０及び画像記録装置５０間で送受信された通信設定情報を用いて、携帯端末１
０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立する（Ｍ５）。このステップＭ５の処理が
終了すると、ステップＭ１１の処理に移る。
【００８３】
　一方、画像記録装置５０において、関連画像データが画像データ記憶装置５５に記憶さ
れていない場合には、画像記録装置５０は、携帯端末１０に対して送信要求を近距離無線
通信にて送信する（Ｍ６）。この後、携帯端末１０及び画像記録装置５０間で送受信され
た通信設定情報を用いて、携帯端末１０と画像記録装置５０との間の無線通信が確立する
（Ｍ７）。そして、送信要求を受けた携帯端末１０は、データ記憶装置１５に記憶されて
いる画像データのうち、タッチパネル１７に表示されている画像に係る画像データを無線
通信にて画像記録装置５０に送信する（Ｍ８）。
【００８４】
　この後、画像データを受信した画像記録装置５０が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶
された印刷条件情報に従って、受信した画像データに係る画像を記録媒体に記録する（Ｍ
９）。そして、画像記録装置５０が、受信した画像データと、印刷指示情報記憶装置６１
に記憶された画像データ特定情報及びユーザ情報とを対応付けて画像記録装置５０に記憶
する（Ｍ１０）。このステップＭ１０の処理が終了すると、ステップＭ１１の処理に移る
。
【００８５】
　ステップＭ１１の処理では、画像記録装置５０が、印刷指示情報記憶装置６１に記憶さ
れた印刷指示情報を削除する。その後、携帯端末１０のタッチパネル１７に表示されてい
る画像に係る画像データが変更された場合、携帯端末１０が、画像記録装置５０に対して
削除指令を送信する（Ｍ１２）。そして、削除指令を受信した画像記録装置５０が、画像
データ、及び、当該画像データに対応付けられた画像データ情報を画像データ記憶装置５
５から削除する（Ｍ１３）。以上、携帯端末１０と画像記録装置５０との間におけるデー
タ通信手順について説明した。
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【００８６】
　以上、本実施形態においても、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で近距離無線通
信が確立されたときに、携帯端末１０のデータ記憶装置１５に記憶されている画像データ
に係る画像が、画像記録装置５０において記録媒体へ記録されることになる。また、この
とき、携帯端末１０のデータ記憶装置１５に記憶されている画像データが、画像データ記
憶装置５５に記憶されている場合には、携帯端末１０と画像記録装置５０との間で画像デ
ータの送受信が行われずに、画像データ記憶装置５５に記憶されている画像データを用い
て記録媒体に画像が記録される。その結果、携帯端末１０及び画像記録装置５０間の通信
処理の負担を軽減することができる。
【００８７】
　また、本実施形態によると、携帯端末１０のタッチパネル１７に表示されている画像に
係る画像データが変更された場合には、画像記録装置５０の画像データ記憶装置５５に記
憶された画像データが削除されるので、画像データが外部に漏洩する可能性を低減するこ
とができる。
【００８８】
　なお、本実施形態においては、携帯端末の近距離無線通信部にタグが設けられ、画像記
録装置の近距離無線通信部がリーダ／ライタとして構成にされていたが、携帯端末の近距
離無線通信部をリーダ／ライタとし、画像記録装置の近距離無線通信部にタグを設けても
よい。この場合には、携帯端末のデータ記憶装置等に印刷指示情報を記憶しておき、携帯
端末と画像記録装置との間で近距離無線通信が確立されたときに、携帯端末のＣＰＵがデ
ータ記憶装置等に記憶された印刷指示情報を近距離無線通信部のリーダ／ライタによって
、画像記録装置のタグに書き込むように構成されていればよい。
【００８９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限られ
るものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なものである
。従って、本発明の技術思想の範囲内において、上述の実施形態を組み合わせたり、一部
の構成を変更したりしてもよい。
【００９０】
　例えば、上述の第１実施形態では、ＣＰＵ５１が、画像データ記憶装置５５の残りの記
憶容量が所定の閾値以下となったときに、画像データ記憶装置５５に記憶されている画像
データのうち、画像記録完了時刻が最も古い画像データを画像データ記憶装置５５から削
除していたが、画像データ記憶装置５５に記憶された時刻が最も古い画像データを削除す
るように構成されていてもよい。また、ＣＰＵ５１が、画像データ記憶装置５５に記憶さ
れた画像データ及び画像データ特定情報を削除する契機は、上述の実施形態に限られるも
のではなく、その他の事象を契機としてこれらを削除してもよい。
【００９１】
　また、上述の第１実施形態では、ＣＰＵ５１は、携帯端末１０と画像記録装置５０との
間の近距離無線通信が確立されているときには、画像データ記憶装置５５に記憶された画
像データのうち、画像記録完了時刻から、削除時間記憶装置６２に記憶された削除時間経
過した画像データは削除されないように構成されていたが、非接触無線通信が確立されて
いるときにも、削除時間経過した画像データを画像データ記憶装置５５から削除すること
が可能に構成されていてもよい。
【００９２】
　また、上述の第２実施形態では、画像データ記憶装置５５には、一つの画像データのみ
記憶することが可能に構成されていたが、複数の画像データを記録することが可能に構成
されていてもよい。この場合、ＣＰＵ１１は、タッチパネル１７に表示されている画像に
係る画像データが変更されたとき、変更される前の画像データに係る画像データ特定情報
及びユーザ情報を削除指令に含めて画像記録装置５０に送信し、画像記録装置５０のＣＰ
Ｕ５１が受信した削除指令に含まれる画像データ特定情報及びユーザ情報と一致する画像
データ特定情報及びユーザ情報が対応付けられた画像データを画像データ記憶装置５５か
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【００９３】
　また、上述の第１及び第２実施形態では、画像データ記憶装置５５には、画像データ特
定情報に加えてユーザ情報も画像データに対応付けられて記憶されていたが、ユーザ情報
は記憶されていなくてもよい。この場合、画像記録装置５０は、携帯端末１０から印刷指
示情報を受信したときに、受信した印刷指示情報に含まれる画像データ特定情報と一致す
る画像データ情報が対応付けられた画像データが画像データ記憶装置５５に記憶されてい
るか否かを判断する。そして、画像データ情報が対応付けられた画像データが画像データ
記憶装置５５に記憶されていない場合のみ、画像記録装置５０から携帯端末１０に対して
送信要求を送信するように構成されていればよい。
【００９４】
　また、上述の第１及び第２実施形態では、無線通信の確立に必要な通信設定情報は、携
帯端末１０及び画像記録装置５０の何れか一方から他方に向けて送信するように構成され
ていたが、携帯端末１０及び画像記録装置５０の双方から他方に向けて、自身の宛先情報
を送信するように構成されていてもよい。この場合、携帯端末１０と画像記録装置５０と
の間で無線通信を確実に確立させることができる。
【００９５】
　また、上述の実施形態において、ＣＰＵが単一のＣＰＵにより各処理を実行してもよい
し、複数のＣＰＵ、あるいは特定のＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＣＰＵと特定のＡＳＩＣの組み合わせに
より処理を実行してもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　　　１　画像記録システム
　　１０　携帯端末
　　１１　ＣＰＵ（携帯端末側制御手段）
　　１８，１８０　近距離無線通信部（携帯端末側第１通信手段）
　　１９　無線通信部（携帯端末側第２通信手段）
　　１５　データ記憶装置（携帯端末側記憶手段）
　　５０　画像記録装置
　　５１　ＣＰＵ（画像記録装置側制御手段）
　　５５　画像データ記憶装置（画像記録装置側記憶手段）
　　５８　画像記録部（画像記録手段）
　　５９，５９０　近距離無線通信部（画像記録装置側第１通信手段）
　　６０　無線通信部（画像記録装置側第２通信手段）
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