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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　通信相手が有する機能を認識する認識手段と、
　前記認識手段により認識した前記機能と、通信対象データの種類とに応じて、前記通信
対象データに対して所定の処理を実行するアプリケーションを選択する選択手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記認識手段により認識した前記機能と、送信対象である送信データ
の種類とに応じて、前記通信装置または前記通信相手が実行するアプリケーションを選択
することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記選択手段により選択された前記通信相手が実行するアプリケーションを、前記通信
相手に通知する通知手段をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記送信データの種類を前記通信相手から取得する取得手段をさらに有することを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信装置または前記通信相手が前記送信データの形式を変換して所定の処理を行う
場合、
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　前記通信相手の電源の種類に応じて、前記送信データの形式を変換する変換手段とをさ
らに有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信装置または前記通信相手が前記送信データの形式を変換して所定の処理を行う
場合、
　前記通信相手が前記送信データの形式を変換可能か否かに応じて、前記送信データの形
式を変換する変換手段とをさらに有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、前記認識手段により認識した前記機能と、前記送信データの種類と、
前記通信相手のメモリ空き容量とに応じて、前記送信データに対して実行する処理を選択
することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記選択手段は、複数の前記送信データのそれぞれについて前記送信データに対して実
行する処理を選択することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信装置
。
【請求項９】
　前記選択手段により前記通信装置が実行するアプリケーションが選択されなかった場合
、ユーザにエラーの報知または送信データの選択を促す報知を行う報知手段をさらに有す
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記通信装置は、前記通信相手に送信データを送信する装置であることを特徴とする請
求項１に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記通信装置は、前記通信相手から送信データを受信する装置であることを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項１２】
　通信装置の制御方法であって、
　通信相手が有する機能を認識し、
　前記認識した前記機能と、通信対象データの種類とに応じて、前記通信対象データに対
して所定の処理を実行するアプリケーションを選択することを特徴とする通信装置の制御
方法。
【請求項１３】
　コンピュータにより実行され、通信装置の制御を行うためのプログラムであって、
　請求項１２に記載の制御方法を実現す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、通信アプリケーションの決定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信装置であるＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）からプリンタに画
像データを送信して印刷させる際には、ユーザはＰＣのＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を用いて画像データを指定し、さらに印刷を指示していた。ＰＣはユーザからの印
刷指示に従って、印刷のための送信アプリケーションを起動し、プリンタに画像データを
送信していた（特許文献１）。また、ＰＣからメモリカードに画像データを送信して保存
させる際には、ユーザはＰＣのＵＩを用いて画像データを指定し、さらに保存を指示して
いた。ＰＣはユーザからの保存指示に従って、保存の送信アプリケーションを起動し、メ
モリカードに画像データを送信していた。
【０００３】



(3) JP 5511230 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

　一方、電磁誘導を利用した非接触ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カー
ド無線通信やＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｃａｔｉｏｎ）、誘導電界を
利用したＴｒａｎｓｆｅｒ　ＪＥＴ（登録商標）といった通信方式がある。これらの通信
方式では、通信装置間を近付けることで、接続を確立することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１５２５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電磁誘導や誘導電界を利用した通信を行う場合、接続を確立するためにユーザは通信装
置を通信相手に近付ける必要がある。例えば、プリンタで印刷する場合、ユーザは通信装
置をプリンタに近付けて接続を確立する。しかしながら、従来技術を適用すると、ユーザ
はＵＩを用いてデータの印刷を指示した後に、接続を確立するために通信装置をプリンタ
に近付けることになる。このように、通信相手にデータを送信し所定の処理をさせるため
には、ユーザが通信装置のＵＩ上で所定の処理の指示を行った上で、通信装置を通信相手
に近付けなければならず、ユーザの操作が煩雑であった。
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、通信装置と通信相手との間でデータを送受信す
る際、ユーザの操作を簡便にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の通信装置は、通信相手が有する機能を認識する認
識手段と、前記認識手段により認識した前記機能と、通信対象データの種類とに応じて、
前記通信対象データに対して所定の処理を実行するアプリケーションを選択する選択手段
と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、データの種類と、通信装置が有するアプリケーションと、通信相手が
有するアプリケーションとに基づいて通信アプリケーションを決定し、データを送受信す
るので、ユーザはデータの送受信を簡便に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】通信システムの構成図である。
【図２】携帯電話およびプリンタのハードウェア構成を示す図である。
【図３】対応表を示す図である。
【図４】表示部に表示する例を示す図である。
【図５】携帯電話が実行するフローチャートおよびプリンタが実行するフローチャートで
ある。
【図６】携帯電話が実行するフローチャートおよびプリンタが実行するフローチャートで
ある。
【図７】携帯電話およびプリンタのハードウェア構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１に、本実施形態における通信システム構成を示す。１０１は、誘導電界を利用した
通信（例えば、Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｊｅｔ）により、通信対象データ（以下、データ）の
送受を実施可能である通信装置としての携帯電話である。携帯電話１０１はデータを通信
相手に送信する通信アプリケーションとしての送信アプリケーション（以下、送信アプリ
）を有する。具体的には、送信したデータを通信相手に保存させるための転送用送信アプ
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リと、表示させるための表示用送信アプリとを有する。さらに、携帯電話１０１は送信し
たデータを通信相手に印刷させるための印刷用送信アプリを有する。印刷用送信アプリは
、表計算ソフト形式またはワープロ形式のデータについては、データの形式を印刷形式に
変換して送信する。なお、印刷用送信アプリは、データの形式を変換せずにそのままの形
式で送信することもできる。また、この印刷用送信アプリは、画像形式のデータを印刷形
式のデータに変換することができず、画像形式のデータについてはデータの形式を変換せ
ずにそのままの形式で送信する。さらに、携帯電話１０１は動画形式のデータを通信相手
にストリーミング送信し、ストリーミング送信したデータを通信相手に表示させるための
ストリーミング用送信アプリを有する。
【００１１】
　１０２は、誘導電界を利用した通信を行う携帯電話１０１の通信相手としてのプリンタ
である。プリンタ１０２は、データを通信相手から受信する通信アプリケーションとして
の受信アプリケーション（以下、受信アプリ）を有する。具体的には、表計算ソフト形式
、ワープロ形式、画像形式または印刷形式のデータを通信相手から受信し、印刷する印刷
用受信アプリを有する。印刷用受信アプリは、表計算ソフト形式、ワープロ形式および画
像形式のデータを印刷形式のデータに変換して、印刷することができる。なお、印刷用受
信アプリは、印刷用送信アプリを用いて送信されたデータを受信することができるが、転
送用送信アプリやストリーミング用送信アプリを用いて送信されたデータを受信すること
はできない。
【００１２】
　１０３は、誘導電界を利用した通信を行う携帯電話１０１の通信相手としてのディスプ
レイである。ディスプレイ１０３は、動画形式のデータを通信相手から受信し、ストリー
ミング再生するストリーミング用受信アプリを有する。なお、ストリーミング用受信アプ
リは、ストリーミング用送信アプリを用いて送信されたデータを受信できる。さらに、デ
ィスプレイ１０３は、表示用送信アプリを用いて送信されたデータを受信し、表示させる
ための表示用受信アプリを有する。１０４は、誘導電界を利用した通信を行う携帯電話１
０１の通信相手としてのパーソナルコンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
、ＰＣ）である。ＰＣ１０４において、起動または停止させるアプリケーションをユーザ
が選択できる。なお、本実施形態においてアプリケーション（以下、アプリ）とは通信装
置上で実行され、所定の機能を実現するためのソフトウェアである。
【００１３】
　図２（ａ）に携帯電話１０１のハードウェア構成を示す。２０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等から構成される制御部である。制御部２０
１は、後述する記憶部に記憶されたプログラムを読み出して実行する。２０２は、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）といったメモリ等から構成される記憶部である。記憶部２０２は後述するプ
ログラム２３０および各種データ等を記憶している。さらに、記憶部２０２は転送用送信
アプリ、印刷用送信アプリ、ストリーミング用送信アプリおよび表示用送信アプリを記憶
している。さらに、記憶部２０２は送信ファイルの種類（表計算ソフト形式、ワープロ形
式、画像形式、動画形式）と送信アプリを対応させた図３に示すような対応表３０１を記
憶している。対応表３０１を用いることによって、送信ファイルの種類に適した送信アプ
リを抽出することができる。
【００１４】
　ここでは、画像形式のファイルは保存、印刷および表示のために送信されるが、ストリ
ーミング送信はできない。従って、対応表３０１において、送信対象のファイルが画像形
式の場合には転送用、印刷用および表示用送信アプリが送信アプリの候補となるが、スト
リーミング用送信アプリは候補にならない。一方、動画形式のファイルは保存、ストリー
ミングおよび表示のために送信されるが、印刷のためには送信されない。従って、対応表
３０１において、動画形式の場合には転送用、ストリーミング用および表示用送信アプリ
は送信アプリの候補となるが、印刷用送信アプリは候補にならない。表計算ソフト形式お
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よびワープロ形式においても、同様である。このような対応表３０１を用いることによっ
て、送信ファイルの種類に適した送信アプリを抽出することができる。また、ファイルの
種類に適していない送信アプリを用いてファイルを送信してしまうことを防ぐことができ
る。
【００１５】
　２０３は、表示器等から構成される表示部である。表示部２０３は送信ファイルをユー
ザに選択させるために、例えば図４に示すような表示を行う。２０４は、操作キー等から
構成される操作部である。操作部２０４を介してユーザは記憶部２０２に記憶されたデー
タの中から受信装置に送信するデータ（以下、送信ファイル）を選択することができる。
なお、表示部２０３と操作部２０４とを、例えばタッチパネル等で構成し、一体型として
もよい。２０５は、ユーザが操作部２０４を介して送信ファイルを選択したか否かを判定
する判定部である。２０６は、送信ファイルの種類に基づいて送信ファイルを送信するた
めに用いるアプリの候補を抽出する抽出部である。２０７は、誘導電界を利用した通信を
行う通信部である。また、通信部２０７は誘導電界を利用した通信を確立できるか否かの
判定および誘導電界を利用した通信を用いて受信装置との接続も行う。２０８は、通信部
２０７を介して受信装置に対して通信アプリ能力要求を送信する要求部である。通信アプ
リ能力要求とは、受信装置が有するアプリの情報を取得するための要求である。例えば、
通信アプリ能力要求を受信したプリンタ１０２は、プリンタ１０２が印刷用受信アプリを
有していることを、後述する通信アプリ能力情報として携帯電話１０１に通知する。これ
により、携帯電話１０１はプリンタ１０２が実施可能な機能を認識することができる。２
０９は、通信アプリ能力要求に応答して受信装置から通知された通信アプリ能力情報を、
通信部２０７を介して取得する取得部である。通信アプリ能力情報とは、受信装置が有す
るアプリの情報である。例えば、プリンタ１０２が印刷用受信アプリを有していることを
示す情報である。さらに、「印刷用受信アプリが、表計算ソフト形式、ワープロ形式およ
び画像形式のデータを印刷形式のデータに変換して、印刷することができる」といった付
加的な情報が含まれていてもよい。２１０は、送信ファイルの送信アプリおよび受信アプ
リを決定する決定部である。２１１は、決定部２１０がアプリを決定したか否かを判断す
る判断部である。２１２は、決定部２１０が決定した受信アプリを起動するよう、通信部
２０７を介して受信装置に指示する指示部である。２１３は、決定部２１０が決定した送
信のためのアプリを起動する起動部である。２１４は、起動部２１３が起動したアプリを
終了し、通信相手との誘導電界を利用した通信を切断する切断部である。
【００１６】
　図２（ｂ）にプリンタ１０２のハードウェア構成を示す。２５１は、ＣＰＵ等から構成
される制御部である。制御部２５１は、後述する記憶部に記憶されたプログラムを読み出
して実行する。２５２は、ＲＡＭおよびＲＯＭといったメモリ等から構成される記憶部で
ある。記憶部２５２は後述するプログラムおよび印刷用受信アプリを記憶している。２５
３は、誘導電界を利用した通信を行う通信部である。２５４は、通信アプリ能力要求を、
通信部２５３を介して受信する要求受信部である。２５５は通信部２５３を介して、プリ
ンタ１０２が有する通信アプリの情報を送信装置に通知する通知部である。２５６は通信
部２５３を介して、送信装置からのアプリ起動の指示を受付ける指示受付部である。２５
７は、指示受付部２５６を介して受付けた指示に基づいてアプリを起動する起動部である
。２５８は、起動部２５７が起動したアプリを終了し、通信相手との誘導電界を利用した
通信を切断する切断部である。なお、上述したハードウェア構成の一部をソフトウェアに
て構成するようにしてもよい。
【００１７】
　ディスプレイ１０３およびＰＣ１０４もプリンタ１０２と同様のハードウェア構成を有
しているが、記憶部が記憶する内容が異なっている。即ち、ディスプレイ１０３の記憶部
は、後述するプログラムおよびストリーミング用受信アプリ、表示用受信アプリを記憶し
ている。また、ＰＣ１０４の記憶部は、後述するプログラムおよび転送用受信アプリ、ス
トリーミング用受信アプリ、表示用受信アプリを記憶している。なお、ＰＣ１０４では動
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画再生アプリ、画像ビューワーのそれぞれをユーザの操作により動作中とするか停止状態
とするかを切り替えることができる。動画再生アプリは、ストリーミング用受信アプリに
より受信した動画形式のデータを再生することができる。また、画像ビューワーは、表示
用受信アプリにより受信した各種データを表示することができる。
【００１８】
　本実施形態において、携帯電話１０１は送信装置として動作し、プリンタ１０２、ディ
スプレイ１０３およびＰＣ１０４は受信装置として動作する。ここでは、プリンタ１０２
を受信装置として動作させた場合を例に説明する。図５（ａ）に制御部２０１が記憶部２
０２に記憶されたプログラムを読み出して実行するフローチャートを示す。また、図５（
ｂ）に制御部２５１が記憶部２５２に記憶されたプログラムを読み出して実行するフロー
チャートを示す。なお、本実施形態においては、携帯電話１０１とプリンタ１０２との間
で誘導電界を利用して送信データの送受信を行う前に、送信ファイルを選択する。
【００１９】
　ステップＳ５０１において、携帯電話１０１の制御部２０１の指示により判定部２０５
は、ユーザにより送信ファイルが選択されたか否かを判定する。送信ファイルが選択され
たと判定された場合はステップＳ５０２に進み、選択されていない場合はステップＳ５０
１の判定を繰り返す。ここでは、ユーザは画像形式のデータであるｐｉｃｔｕｒｅ００３
．ｊｐｇを選択する。次にステップＳ５０２において、制御部２０１の指示により抽出部
２０６は、送信ファイルの種類に基づいて送信ファイルを送信するために用いる送信アプ
リの候補を抽出する。ここで、携帯電話１０１は送信アプリとして、転送用送信アプリ、
印刷用送信アプリ、ストリーミング用送信アプリおよび表示用送信アプリを有している。
また、送信ファイルとして画像形式のデータが選択されている。そこで、抽出部２０６は
図３に示す対応表３０１を参照して、転送用送信アプリ、印刷用送信アプリ、ストリーミ
ング用送信アプリおよび表示用送信アプリの中から、転送用送信アプリ、印刷用送信アプ
リおよび表示用送信アプリを抽出する。このようにして、送信ファイルの種類に応じて、
データの送信に適した送信アプリを抽出することができる。なお、携帯電話１０１の有す
る印刷用送信アプリでは画像形式のデータを印刷形式のデータに変換することはできない
。次に、ステップＳ５０３において、制御部２０１の指示により通信部２０７は、誘導電
界を利用した通信を確立できるか否かを判定する。通信を確立できた（即ち、接続が完了
した）場合には、ステップＳ５０４に進む。ここでは、ユーザが送信ファイルを選択した
後に、携帯電話１０１とプリンタ１０２とを近付けることによって、誘導電界を利用した
通信を確立できるようになるものとする。ステップＳ５０４において、制御部２０１の指
示により要求部２０８は、通信部２０７を介して受信装置（ここでは、プリンタ１０２）
に対して通信アプリ能力要求を送信する。
【００２０】
　プリンタ１０２の制御部２５１の指示により要求受信部２５４は、ステップＳ５５１に
おいて、送信装置（ここでは、携帯電話１０１）から送信された通信アプリ能力要求を、
通信部２５３を介して受信する。次にステップＳ５５２において、制御部２５１の指示に
より通知部２５５は通信部２５３を介して、プリンタ１０２が有する通信アプリ能力情報
を送信装置（ここでは、携帯電話１０１）に通知する。ここでは、プリンタ１０２が印刷
用受信アプリを有していることを通知部２５５は携帯電話１０１に通知する。また、印刷
用受信アプリが表計算ソフト形式、ワープロ形式および画像形式のデータを印刷形式のデ
ータに変換して印刷することができること（以下、データの変換に関する情報）を、通知
部２５５は携帯電話１０１に通知する。
【００２１】
　携帯電話１０１の制御部２０１の指示により取得部２０９は、ステップＳ５０５におい
て、通信アプリ能力要求に応答して受信装置（ここでは、プリンタ１０２）から通知され
た通信アプリ能力情報を、通信部２０７を介して取得する。なお、通信アプリ能力情報を
取得する取得部（第１の取得部）とは異なる第２の取得部を設け、第２の取得部がデータ
の変換に関する情報を取得するようにしてもよい。この場合、プリンタ１０２は、通信ア
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プリ能力情報とは別にデータの変換に関する情報を通知する。このようにして、携帯電話
１０１はプリンタ１０２が有する機能を認識することができる。次に、ステップＳ５０６
において、制御部２０１の指示により決定部２１０は、ステップＳ５０２において抽出さ
れたアプリとステップＳ５０５において取得されたアプリの情報とに基づいて、起動する
送信アプリおよび起動させる受信アプリを決定する。ここでは、ステップＳ５０２におい
て転送用送信アプリ、印刷用送信アプリ（画像形式のデータを印刷形式のデータに変換す
ることはできない）および表示用送信アプリが抽出されている。また、ステップＳ５０５
において、プリンタ１０２が印刷用受信アプリを有しており、表計算ソフト形式、ワープ
ロ形式および画像形式のデータを印刷形式のデータに変換して、印刷することができるこ
とを携帯電話１０１は認識している。ここで、携帯電話１０１が転送用送信アプリまたは
表示用送信アプリを用いて画像形式のデータを送信したとしても、プリンタ１０２の印刷
用受信アプリではデータを受信することができない。しかし、携帯電話１０１が印刷用送
信アプリを用いて画像形式のデータを送信した場合、プリンタ１０２の印刷用受信アプリ
は画像形式のデータを受信することができる。また、プリンタ１０２の印刷用受信アプリ
は画像形式のデータを受信し、受信したデータを印刷形式のデータに変換し、印刷するこ
とができる。従って、ここでは携帯電話１０１は印刷用送信アプリを起動し、プリンタ１
０２には印刷用受信アプリを起動させることに決定する。このようにして、プリンタ１０
２が有する機能と送信ファイルの種類とに応じて、送信ファイルに対して実行する処理（
ここでは、印刷）が決定され、さらに、実行する処理に対応したアプリ（ここでは、印刷
用送信アプリおよび印刷用受信アプリ）が選択される。
【００２２】
　なお、例えば、送信ファイルがワープロ形式のデータであった場合、携帯電話１０１で
もプリンタ１０２でも印刷形式のデータに変換可能である。このような場合には、携帯電
話１０１が印刷形式のデータに変換した後にデータを送信する。また、これに代えてワー
プロ形式のデータを受信したプリンタ１０２が印刷形式のデータに変換するようにしても
よい。また、例えば、通信アプリ能力情報中にプリンタ１０２が商用電源を用いて駆動し
ているといった情報を含ませるようにする。そして、携帯電話１０１が電池駆動しており
、プリンタ１０２が商用電源を用いて駆動（以下、商用電源駆動）している場合には、商
用電源駆動であるプリンタ１０２が印刷形式のデータに変換する。これにより、携帯電話
１０１が印刷形式のデータに変換する場合と比べ、携帯電話１０１を省電力とすることが
できる。即ち、携帯電話１０１の電池の減りを軽減することができる。また、携帯電話１
０１が商用電源駆動しており、プリンタ１０２が電池駆動している場合には、商用電源駆
動である携帯電話１０１が印刷形式のデータに変換する。これにより、プリンタ１０２が
印刷形式のデータに変換する場合と比べ、プリンタ１０２を省電力とすることができる。
即ち、プリンタ１０２の電池の減りを軽減することができる。また、携帯電話１０１とプ
リンタ１０２とが共に商用電源駆動または電池駆動であった場合には、プリンタ１０２が
印刷形式のデータに変換する。これにより、携帯電話１０１が印刷形式のデータに変換す
る場合と比べ、携帯電話１０１を省電力とすることができる。また、これに代えて、通信
アプリ能力情報中にプリンタ１０２のメモリ（ＲＡＭ）空き容量を含ませるようにし、メ
モリ空き容量の多い装置が印刷形式のデータに変換するようにしてもよい。これにより、
印刷形式へのデータ変換速度が向上する。なお、通信アプリ能力情報を取得する取得部（
第１の取得部）とは異なる第２の取得部を設け、第２の取得部が、プリンタ１０２のメモ
リ（ＲＡＭ）空き容量を取得するようにしてもよい。この場合、プリンタ１０２は、通信
アプリ能力情報とは別にプリンタ１０２のメモリ（ＲＡＭ）空き容量を通知する。
【００２３】
　なお、起動するアプリが決定されない場合もある。例えば、ステップＳ５０２において
送信装置の転送用送信アプリのみが抽出されており、受信装置が印刷用受信アプリのみを
有している場合には、データの送受信を行うことができないので、起動するアプリが決定
されない。また、例えば、送信装置の印刷用送信アプリが抽出されており、受信装置が印
刷用受信アプリを有しているが、どちらも送信ファイルのデータを印刷形式のデータに変
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換できない場合には、印刷することができないため、起動するアプリが決定されない。こ
のようにして、送信したファイルのデータを印刷形式のデータに変換できないことに起因
するエラーの発生を防止することができる。また、送信装置と受信装置との間でデータの
送受信が可能なアプリの組合せが存在しない場合には、起動するアプリが決定されない。
これにより、データの送受信が不可能なアプリの組合せが起動してしまうことを防止し、
エラーの発生を抑えることができる。
【００２４】
　ステップＳ５０７において、制御部２０１の指示により判断部２１１は、ステップＳ５
０６において決定部２１０が起動するアプリを決定したか否かを判断する。アプリが決定
している場合にはステップＳ５０９に進み、決定していない場合にはステップＳ５０８に
進む。ここでは、携帯電話１０１は印刷用送信アプリを起動し、プリンタ１０２には印刷
用受信アプリを起動させることを決定しているので、ステップＳ５０９に進む。ステップ
Ｓ５０８において、制御部２０１の指示により表示部２０３は通信アプリを実行できない
旨のエラーを表示（報知）し、ステップＳ５１２に進む。なお、表示に限らずエラーを音
声やＬＥＤの点滅等で報知してもよい。これにより、ユーザは送信ファイルを通信相手に
送信できないことを知ることができるので、ユーザの利便性が向上する。なお、再びステ
ップＳ５０１に戻り、ユーザに送信ファイルの選択を再度促す構成としてもよい。ステッ
プＳ５０９において、制御部２０１の指示により指示部２１２は、ステップＳ５０６にお
いて決定部２１０が決定した受信アプリを起動するよう、通信部２０７を介して受信装置
に指示する。ここでは、指示部２１２は印刷用受信アプリを起動するようにプリンタ１０
２に指示する。
【００２５】
　プリンタ１０２の制御部２５１の指示により指示受付部２５６は、ステップＳ５５３に
おいて、通信部２５３を介して送信装置からアプリ起動の指示を受付ける。ここでは、指
示受付部２５６は携帯電話１０１から印刷用受信アプリ起動の指示を受付ける。なお、携
帯電話１０１から起動の指示は無くとも、指示受付部２５６が受信アプリの情報を受付け
た場合には、プリンタ１０２は該受信アプリを起動する指示と見なすようにしてもよい。
ステップＳ５５４において、制御部２５１の指示により起動部２５７は、指示受付部２５
６を介して受信した指示に基づいてアプリを起動する。ここでは起動部２５７は印刷用受
信アプリを起動する。
【００２６】
　携帯電話１０１の制御部２０１の指示により起動部２１３は、ステップＳ５１０におい
て、ステップＳ５０６において決定部２１０が決定した送信アプリを起動する。ここでは
、起動部２１３は印刷用送信アプリを起動する。ステップＳ５１１において、制御部２０
１の指示により起動したアプリは、送信ファイルを受信装置に送信する。なお、制御部２
０１の指示により表示部２０３は、送信ファイルの送信と共に起動した送信アプリに応じ
た表示を行うようにしてもよい。例えば、印刷用送信アプリを起動した場合、印刷中であ
る旨の表示を行う。また、例えば転送用送信アプリを起動した場合、ファイルを転送中で
ある旨の表示を行う。このように、起動した送信アプリに応じた表示を行うことで、ユー
ザはどのような通信が行われているかを知ることができ、利便性が向上する。また、ファ
イルの送信中にユーザにより通信を中断できるようにしてもよい。これにより、ユーザは
ファイルの送信完了を待つことなく通信を中断できるので、利便性が向上する。送信ファ
イルを受信装置に送信し終えると、ステップＳ５１２に進む。ここでは、印刷用送信アプ
リが画像形式のデータであるｐｉｃｔｕｒｅ００３．ｊｐｇをプリンタ１０２に送信し、
送信し終えるとステップＳ５１２に進む。なお、印刷用送信アプリはページ設定等の印刷
に必要な情報もプリンタ１０２に送信する。
【００２７】
　プリンタ１０２の制御部２５１の指示により受信アプリは、ステップＳ５５５において
、送信装置から送信されたデータを受信する。ここでは、印刷用受信アプリが、携帯電話
１０１から送信されたデータを受信する。さらに、受信したデータは画像形式のデータで
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あるので、印刷用受信アプリは受信したデータを印刷形式のデータに変換して印刷する。
データの受信を終了すると、ステップＳ５５６に進み、制御部２５１の指示により切断部
２５８は、ステップＳ５５４で起動した印刷用受信アプリを終了し、通信相手との誘導電
界を利用した通信を切断する。
【００２８】
　携帯電話１０１の制御部２０１の指示により切断部２１４は、ステップＳ５１２におい
て、ステップＳ５１０において起動部２１３が起動したアプリを終了し、通信相手との誘
導電界を利用した通信を切断する。ここでは、切断部２１４は印刷用送信アプリを終了し
、プリンタ１０２との誘導電界を利用した通信を切断する。
【００２９】
　上述のようにして、通信装置がデータの送信アプリと受信アプリとを決定し、通信装置
および通信相手でアプリを起動するように動作するので、データの送受信を簡便に行うこ
とができる。
【００３０】
　上述の実施例においては、ユーザは１つの送信ファイルを選択した。しかし、ユーザが
複数の送信ファイルを選択できるようにしてもよい。例えばユーザが画像形式のデータで
あるｐｉｃｔｕｒｅ００２．ｊｐｇおよびｐｉｃｔｕｒｅ００３．ｊｐｇを選択した場合
、印刷用送信アプリと印刷用受信アプリとを起動する。そして、印刷用送信アプリは複数
のファイルを送信し、印刷用受信アプリは複数のファイルを受信する。このように、複数
のファイルを一度に送信することで、ユーザの利便性を向上することができる。
【００３１】
　＜第２実施形態＞
　実施形態１において、プリンタ１０２は印刷用受信アプリを有していた。本実施形態に
おいては、プリンタ１０２は印刷用受信アプリに加え、データを通信相手から受信し、メ
モリカード等の記憶媒体に保存する転送用受信アプリを有している。
【００３２】
　ここでも、ステップＳ５０１において、ユーザが送信ファイルとしてｐｉｃｔｕｒｅ０
０３．ｊｐｇを選択するものとする。この場合、送信アプリとして印刷用送信アプリを、
受信アプリとして印刷用受信アプリを起動しても、送信アプリとして転送用送信アプリを
、受信アプリとして転送用受信アプリを起動してもデータを送受信できる。ここでは、携
帯電話１０１の記憶部２０２に転送よりも印刷の優先度が高いことが記憶されている。ス
テップＳ５０６において、決定部２１０は記憶部２０２に記憶された優先度に従って、送
信アプリとして印刷用送信アプリを、受信アプリとして印刷用受信アプリを起動させるこ
とを決定する。しかし、これに限らず優先度を設定せず組合せ可能なアプリを順次実行す
るようにしてもよい。例えば、転送の後に印刷するようにすればよい。また、データを転
送してメモリカードに保存した後に、メモリカードからデータを読み出して印刷させるよ
うにしてもよい。上述のようにすることで、データを送受信可能なアプリの組合せが複数
あったとしても、ユーザが送信アプリおよび受信アプリを起動させることなく、データを
送信することができるので、ユーザはデータの送受信を簡便に行うことができる。
【００３３】
　また、例えばステップＳ５０１において、ユーザが画像形式のデータであるｐｉｃｔｕ
ｒｅ００３．ｊｐｇおよび動画形式のデータであるｍｏｖｉｅ００１．ｍｐｇを選択する
。この場合、ステップＳ５０６において、それぞれについて、送信アプリおよび受信アプ
リを決定する。即ち、転送よりも印刷の優先度が高くなるように設定されている場合には
、ステップＳ５１０において印刷用送信アプリを、およびステップＳ５５４において印刷
用受信アプリを起動し、ｐｉｃｔｕｒｅ００３．ｊｐｇを送受信する。その後、ステップ
Ｓ５１０において転送用送信アプリを、およびステップＳ５５４において転送用受信アプ
リを起動し、ｍｏｖｉｅ００１．ｍｐｇを送受信する。これにより、種類の異なるデータ
が選択されたとしても、ユーザは送信アプリおよび受信アプリを手動で起動させることな
くデータを送信することができるので、ユーザはデータの送受信を簡便に行うことができ
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る。
【００３４】
　また、プリンタ１０２にセットされている印刷用紙サイズや枚数を通信アプリ能力情報
に含ませる。そして、ステップＳ５０６において印刷用送信アプリでファイルを送信する
ことが決定されたが、選択されたファイルの全てを印刷できないとする。この場合、ステ
ップＳ５０６とステップＳ５０７の間において、表示部２０３はファイル送信前にユーザ
に全て印刷できない旨を表示する。これにより、ユーザは選択した全ての画像形式のデー
タを印刷することができないことをファイル送信前に知ることができるため、ユーザの利
便性が向上する。
【００３５】
　また、通信アプリ能力情報にプリンタ１０２のメモリ（ＲＡＭ）空き容量を含ませる。
そして、ステップＳ５０６において印刷用送信アプリでファイルを送信することが決定し
、ステップＳ５０６とステップＳ５０７の間において、制御部２０１により、選択された
複数のファイルの合計容量よりもメモリ空き容量が大きいと判定されたとする。この場合
には、ステップＳ５０９において、選択された複数のファイルをプリンタ１０２にまとめ
て送信してメモリに記憶させ、メモリに記憶したファイルを印刷するよう指示する。これ
により、データの送信がまとめて行われるため、通信時間を短縮することができる。また
、制御部２０１により、選択された複数のファイルの合計容量よりもメモリ空き容量が小
さいか同じと判定された場合には、選択された複数のファイルを順次、プリンタ１０２送
信するようにする。これにより、プリンタ１０２のメモリ空き容量が小さい場合であって
も複数のファイルを送信することができる。
【００３６】
　また、受信装置がディスプレイ１０３であり、ステップＳ５０１において、ユーザが動
画形式のデータであるｍｏｖｉｅ００１．ｍｐｇを選択したとする。この場合、ステップ
Ｓ５０２において、抽出部２０６は転送用送信アプリ、ストリーミング用送信アプリおよ
び表示用送信アプリを抽出する。また、ステップＳ５０５において、取得部２０９は受信
装置がストリーミング用受信アプリを有していることを取得する。次に、ステップＳ５０
６において、決定部２１０は、携帯電話１０１はストリーミング用送信アプリを起動し、
ディスプレイ１０３にはストリーミング用受信アプリを起動させることを決定する。
【００３７】
　さらに、ディスプレイ１０３が携帯電話１０１から送信されたデータを受信し、メモリ
カードに保存する転送用受信アプリをさらに有していた場合、通信アプリ能力情報にメモ
リカードのメモリ空き容量を含ませる。ステップＳ５０６において、制御部２０１により
、メモリカードのメモリ空き容量が、携帯電話１０１が送信するデータの容量と比較して
不足していると判定されたとする。この場合、決定部２１０は転送用送信アプリおよび転
送用受信アプリを起動せず、ストリーミング用送信アプリおよびストリーミング用受信ア
プリを起動することを決定する。また、ステップＳ５０６とステップＳ５０７の間におい
て、メモリカードのメモリ空き容量が、携帯電話１０１が送信するデータの容量と比較し
て不足していないと判定されたとする。この場合には、ステップＳ５０６において、転送
用送信アプリおよび転送用受信アプリを起動し、メモリカードにデータを保存することを
決定する。これによって、メモリカードのメモリ空き容量に応じて起動するアプリを変更
するので、ユーザの利便性が向上する。
【００３８】
　また、ステップＳ５０１において送信ファイルが選択されると、制御部２０１は携帯電
話１０１が送信するデータの容量に基づいて、該データをストリーミング送信する際にか
かる送信時間を算出する。そして、ステップＳ５０６では、算出された送信時間と携帯電
話１０１の電池残量とに基づいて、転送用送信アプリを用いてデータを転送するか、スト
リーミング用送信アプリを用いてデータをストリーミング送信するかを決定する。例えば
、電池残量が少ない場合には長時間通信しなければならないストリーミング送信ではなく
、データを転送することを決定する。これにより、選択されたデータをストリーミング再
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生し終わることなく電池が切れてしまう場合には、データを転送した後にデータを再生す
るので、ユーザの利便性が向上する。
【００３９】
　また、通信アプリ能力情報に通信アプリ能力情報中にディスプレイ１０３が商用電源ま
たは電池を用いて駆動しているといった情報を含ませる。そして、ステップＳ５０６にお
いて、例えば、ディスプレイ１０３が商用電源で駆動している場合にはストリーミング送
信、ディスプレイ１０３が電池で駆動している場合にはデータ転送した後にデータを再生
することを決定する。なお、通信アプリ能力情報を取得する取得部（第１の取得部）とは
異なる第２の取得部を設け、第２の取得部が、ディスプレイ１０３が商用電源または電池
を用いて駆動しているという情報を取得するようにしてもよい。この場合、ディスプレイ
１０３は、通信アプリ能力情報とは商用電源または電池を用いて駆動しているという情報
を通知する。
【００４０】
　また、受信装置がＰＣ１０４である場合、ユーザは起動または停止させるアプリケーシ
ョン選択することができる。この場合、ステップＳ５５２において、受信装置は動作中の
アプリケーションに対応する通信アプリの情報を通信アプリ能力情報に含めて携帯電話１
０１に通知する。例えば、ＰＣ１０４において動画再生アプリが作動している場合には、
ストリーミング用受信アプリを有していることを通信アプリ能力情報に含めて携帯電話１
０１に通知する。なお、動画再生アプリが作動していない場合には、ストリーミング用受
信アプリを有していることを通信アプリ能力情報に含めない。これにより、受信装置にお
いて作動しているアプリケーションに応じて送信装置および受信装置で起動するアプリを
決定することができるので、ユーザはデータの送受信を簡便に行うことができる。なお、
動画再生アプリが動作中でない場合であっても、ストリーミング用受信アプリを有してい
ることを通信アプリ能力情報に含めるようにしてもよい。そして、ストリーミング用受信
アプリを起動するよう送信装置から要求された場合には、動画再生アプリも合わせて起動
する。これにより、受信するデータの形式に合わせて、受信したデータを処理するための
アプリも起動するので、ユーザの利便性が向上する。
【００４１】
　＜実施形態３＞
　実施形態１および２においては、送信装置が通信アプリの決定をした。実施形態３にお
いては、受信装置が通信アプリを決定する。
【００４２】
　本実施形態における通信システム構成は実施形態１と同様であるので、ここでは説明を
省略する。
【００４３】
　図７（ａ）に携帯電話１０１のハードウェア構成を示す。実施形態と同様の部分につい
ては同一の符号を付し、ここでは説明を省略する。２７１は、通信アプリ能力要求を、通
信部２５３を介して受信する要求受信部である。２７２は、通信部２０７を介して、抽出
部２０６が抽出した通信アプリの情報を受信装置に通知する通知部である。なお、通知部
２７２が、携帯電話１０１が有する通信アプリの情報を受信装置に通知するようにしても
よい。２７３は、通信部２０７を介して、受信装置からのアプリ起動の指示を受付ける指
示受付部である。
【００４４】
　図７（ｂ）にプリンタ１０２のハードウェア構成を示す。実施形態と同様の部分につい
ては同一の符号を付し、ここでは説明を省略する。２９１は、通信部２５３を介して送信
装置に対して通信アプリ能力要求を送信する要求部である。２９２は、通信アプリ能力要
求に応答して送信装置から通知された通信アプリ能力情報を、通信部２５３を介して取得
する取得部（実施形態１および２で既出の第１の取得部および第２の取得部とは異なる第
３の取得部）である。２９３は、送信ファイルの送信アプリおよび受信アプリを決定する
決定部である。２９４は、決定部２９３がアプリを決定したか否かを判断する判断部であ
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る。２９５は表示器等から構成される表示部である。２９６は、決定部２９３が決定した
送信アプリを起動するよう、通信部２５３を介して送信装置に指示する指示部である。２
９７は、送信ファイルの種類に基づいて、送信装置が送信ファイルを送信するために用い
るアプリの候補を抽出する抽出部である。なお、本実施形態において、プリンタ１０２の
記憶部２５２は対応表３０１を記録している。
【００４５】
　図６（ａ）に制御部２０１が記憶部２０２に記憶されたプログラムを読み出して実行す
るフローチャートを示す。また、図６（ｂ）に制御部２５１が記憶部２５２に記憶された
プログラムを読み出して実行するフローチャートを示す。図６（ｂ）に示されたフローチ
ャートは、携帯電話１０１とプリンタ１０２とが通信を確立した際に実行される。
【００４６】
　ステップＳ６０１において、携帯電話１０１の制御部２０１の指示により判定部２０５
は、ユーザにより送信ファイルが選択されたか否かを判定する。送信ファイルが選択され
たと判定された場合はステップＳ６０２に進み、選択されていない場合はステップ６５０
１の判定を繰り返す。ここでは、ユーザは画像形式のデータであるｐｉｃｔｕｒｅ００３
．ｊｐｇを選択する。次にステップＳ６０２において、制御部２０１の指示により通信部
２０７は、誘導電界を利用した通信を確立できるか否かを判定する。通信を確立できた場
合には、ステップＳ６０３に進む。
【００４７】
　通信が確立すると、プリンタ１０２の制御部２５１の指示により要求部２９１は、ステ
ップＳ６５１において、通信部２５３を介して送信装置（ここでは、携帯電話１０１）に
対して通信アプリ能力要求を送信する。
【００４８】
　通信アプリ能力要求を送信された携帯電話１０１では、ステップＳ６０３において、制
御部２０１の指示により要求受信部２７１は、通信アプリ能力要求を受信する。
【００４９】
　ステップＳ６０４において、制御部２０１の指示により通知部２７２は、携帯電話１０
１の有する送信アプリの情報およびステップＳ６０１において選択されたファイルの種類
を通信アプリ能力情報として、受信装置（ここでは、プリンタ１０２）に送信する。ここ
では、携帯電話１０１は送信アプリとして、転送用送信アプリ、印刷用送信アプリ、スト
リーミング用送信アプリおよび表示用送信アプリを有していること、および画像形式のフ
ァイルが選択されていることをプリンタ１０２に送信する。なお、送信ファイルの種類に
基づいて送信ファイルを送信するために用いる送信アプリの候補の情報を通信アプリ能力
情報として、受信装置（ここでは、プリンタ１０２）に通知してもよい。これにより、受
信装置は送信ファイルの種類を認識することなく、送信ファイルの種類に適した送信アプ
リを認識することができるので、受信装置の処理負荷を軽減することができる。
【００５０】
　プリンタ１０２の制御部２５１の指示により取得部２９２は、ステップＳ６５２におい
て、通信アプリ能力情報を取得する。次に、ステップＳ６５３において、制御部２０１の
指示により抽出部２９７は、送信ファイルの種類に基づいて送信装置（ここでは、携帯電
話１０１）が送信ファイルを送信するために用いる送信アプリの候補を抽出する。ここで
は、携帯電話１０１が送信アプリとして、転送用送信アプリ、印刷用送信アプリ、ストリ
ーミング用送信アプリおよび表示用送信アプリを有していることを取得している。また、
送信ファイルとして画像形式のデータが選択されていることを取得している。そこで、抽
出部２９７は図３に示す対応表３０１を参照して、転送用送信アプリ、印刷用送信アプリ
、ストリーミング用送信アプリおよび表示用送信アプリの中から、転送用送信アプリ、印
刷用送信アプリおよび表示用送信アプリを抽出する。ステップＳ６５４において、決定部
２９３は、プリンタ１０２が有する受信アプリとステップＳ６５３において抽出されたア
プリの情報とに基づいて、起動する送信アプリおよび起動させる受信アプリを決定する。
ここでは、プリンタ１０２は印刷用受信アプリを有する。また、ステップＳ６５３におい
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て、携帯電話１０１が転送用送信アプリ、印刷用送信アプリおよび表示用送信アプリが抽
出されている。従って、ここでは携帯電話１０１は印刷用送信アプリを起動し、プリンタ
１０２には印刷用受信アプリを起動させることに決定する。なお、送信装置と受信装置と
の間でデータの送受信が可能なアプリの組合せが存在しない場合には、起動するアプリが
決定されない。
【００５１】
　ステップＳ６５５において、制御部２５１の指示により判断部２９４は、ステップＳ６
５４において決定部２９３が起動するアプリを決定したか否かを判断する。アプリが決定
している場合にはステップＳ６５７に進み、決定していない場合にはステップＳ６５６に
進む。ステップＳ６５６において、制御部２５１の指示により表示部２９５は通信アプリ
を実行できない旨のエラーを表示し、ステップＳ６６０に進む。ステップＳ６５７におい
て、制御部２５１の指示により起動部２５７は、ステップＳ６５４において決定部２９３
が決定した受信アプリを起動する。ここでは、起動部２５７は印刷用受信アプリを起動す
る。ステップＳ６５８において、制御部２５１の指示により指示部２９６は、ステップＳ
６５４において決定部２９３が決定した送信アプリを起動するよう、通信部２５３を介し
て送信装置に指示する。ここでは、指示部２９６は印刷用送信アプリを起動するように携
帯電話１０１に指示する。このように、受信アプリを起動した後に送信アプリの起動を指
示することで、受信アプリが起動するよりも前に送信アプリがデータを送信していまい、
データの受信にエラーが発生する可能性を低減することができる。
【００５２】
　携帯電話１０１の制御部２０１の指示により指示受付部２７３は、ステップＳ６０５に
おいて、通信部２０７を介して受信装置からアプリ起動の指示を受付ける。ステップＳ６
０６において、制御部２０１の指示により起動部２１３は、指示受付部２７３を介して受
信した指示に基づいてアプリを起動する。ここでは起動部２１３は印刷用送信アプリを起
動する。ステップＳ６０７において、制御部２０１の指示により起動したアプリは、送信
ファイルを受信装置に送信する。送信ファイルを受信装置に送信し終えると、ステップＳ
６０８に進む。ここでは、印刷用送信アプリが画像形式のデータであるｐｉｃｔｕｒｅ０
０３．ｊｐｇをプリンタ１０２に送信し、送信し終えるとステップＳ６０８に進む。ステ
ップＳ６０８において、制御部２０１の指示により切断部２１４は、ステップＳ６０６に
おいて起動部２１３が起動したアプリを終了し、通信相手との誘導電界を利用した通信を
切断する。ここでは、切断部２１４は印刷用送信アプリを終了し、プリンタ１０２との誘
導電界を利用した通信を切断する。
【００５３】
　ステップＳ６５９において、プリンタ１０２の制御部２５１の指示により受信アプリは
、送信装置から送信されたデータを受信する。ここでは、印刷用受信アプリが、携帯電話
１０１から送信されたデータを受信する。データの受信を終了すると、ステップＳ６６０
に進み、制御部２５１の指示により切断部２５８は、ステップＳ６５７で起動した受信ア
プリ（ここでは、印刷用受信アプリ）を終了し、通信相手との誘導電界を利用した通信を
切断する。
【００５４】
　上述のようにして、通信装置がデータの送信アプリと受信アプリとを決定し、通信装置
および通信相手でアプリを起動するように動作するので、データの送受信を簡便に行うこ
とができる。
【００５５】
　本発明は前述の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録したコンピュー
タで読み取り可能な記録媒体をシステムあるいは装置に供給し、システムあるいは装置が
記録媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１０１　携帯電話ｓ
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　１０２　プリンタ
　１０３　ディスプレイ
　１０４　ＰＣ

【図１】 【図２】
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【図７】
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