
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と通信する通信手段を有する画像形成装置であって、
　前記携帯端末に表示されている表示内容に対応する情報を前記通信手段を介して取得す
る取得手段と、
　前記取得手段で取得した情報が、前記携帯端末が有するファイルが選択されていること
を示す情報であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段による判断の結果、前記取得手段で取得した情報が、前記携帯端末が有す
るファイルが選択されていることを示す情報である場合、前記ファイルの印刷を指示する
ための画面を示す情報を、前記通信手段を介して前記携帯端末に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　所定の距離の範囲内に携帯端末が存在することを検出する検出手段を更に有し、前記取
得手段は、前記検出手段で携帯端末が存在することが検出された場合、前記表示内容に対
応する情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記通信手段は、近距離間での通信を行う第１の通信手段と、該第１の通信手段よりも
高い通信速度の第２の通信手段とを含み、
　前記検出手段は、前記第１の通信手段で前記携帯端末と通信可能となったか否かを判断
することで、前記携帯端末が存在することを検出することを特徴とする請求項２に記載の
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画像形成装置。
【請求項４】
　更に、ファイルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されているファイルを選択するファイル選択手段とを備え、
　前記送信手段は、前記ファイル選択手段によってファイルが選択されている場合、前記
ファイルを前記携帯端末に保存する指示を行う為の画面を示す情報を前記携帯端末に送信
することを特徴とする請求項１乃至３いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記判断手段による判断の結果、前記取得手段で取得した情報が、前記携帯端末が有す
るファイルが選択されていることを示す情報でなく、且つ前記ファイル選択手段によって
ファイルが選択されていない場合、前記送信手段は、エラー通知を行うための画面を示す
情報を前記携帯端末に送信することを特徴とする請求項４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記通信手段は、無線による通信手段であって、前記携帯端末は携帯電話であることを
特徴とする請求項１乃至５いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　携帯端末と通信する通信手段を有する画像形成装置の制御方法であって、
　前記携帯端末に表示されている表示内容に対応する情報を前記通信手段を介して取得す
る取得工程と、
　前記取得手段で取得した情報が、前記携帯端末が有するファイルが選択されていること
を示す情報であるか否かを判断する判断工程と、
　前記判断工程による判断の結果、前記取得工程で取得した情報が、前記携帯端末が有す
るファイルが選択されていることを示す情報である場合、前記ファイルの印刷を指示する
ための画面を示す情報を、前記通信手段を介して前記携帯端末に送信する送信工程と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末と通信可能な画像形成装置及び に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やＰＤＡ等の携帯端末が普及してきている。ＰＤＡは勿論であるが、昨今の携
帯電話はより多機能になってきており、情報入力し記憶保持することが可能になってきて
いる。かかる背景から、携帯端末が保持してる情報を、印刷する要望が高い。
【０００３】
　かかる点に鑑み、携帯端末に記憶保持された情報を、印刷装置や複合機等の画像形成装
置に無線通信手段を利用して送信し、印刷させる技術が知られている（例えば特許文献１
）。
【０００４】
　また、携帯端末をプリンタに向けると、その携帯端末の表示器に印刷に関する画面を表
示し、携帯端末をＦＡＸに向けると送信先を選択させる画面を携帯端末の表示器に表示す
る技術も知られている（例えば特許文献２）。
【特許文献１】特開２００３－２４８５６６公報
【特許文献２】特開平１０－２４０５５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術では、処理すべき情報の流れは携帯端末から印刷装置等の
出力装置への一方向のみであって、逆方向については考慮されていない。また、携帯端末
に表示される内容も、通信相手である出力装置によって一義的に決められたものにとどま
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るものであった。
【０００６】
　本発明は、携帯端末と画像形成装置とが通信し、携帯端末の操作画面を、通信可能時の
携帯端末の操作状況又は画像形成装置の操作状況に応じたものとし、携帯端末の操作性を
より向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題を解決するため、例えば本発明の画像形成装置は以下の構成を備える。すなわ
ち、
　携帯端末と通信する通信手段を有する画像形成装置であって、
　前記携帯端末に表示されている表示内容に対応する情報を前記通信手段を介して取得す
る取得手段と、
　前記取得手段で取得した情報に基づき、前記携帯端末に表示すべき画面を指示する情報
を、前記通信手段を介して前記携帯端末に送信する送信手段とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、携帯端末と画像形成装置とが通信し、携帯端末の操作画面を、通信可
能時の携帯端末の操作状況又は画像形成装置の操作状況に応じたものとするので、携帯端
末の操作性がより向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下添付図面に従って本発明に係る実施形態を詳細に説明する。
【００１０】
　この課題を解決するため、例えば本発明の画像形成装置は以下の構成を備える。すなわ
ち、
　携帯端末と通信する通信手段を有する画像形成装置であって、
　前記携帯端末に表示されている表示内容に対応する情報を前記通信手段を介して取得す
る取得手段と、
　

　

を、前記通信手段を介して前記携帯端末に送信する送信手段とを備
える。
【００１１】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）１０１はＲＯＭ（Ｒｅａｄ
 Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）１０２内、またはハードディスク１０３に記憶された制御プロ
グラムに従ってシステムバス１１８に接続される各構成要素の駆動制御を行う。そして、
その制御に必要なデータをＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）１０４に
記憶する。なお、ハードディスク１０３に格納されたプログラムを実行する場合には、Ｒ
ＡＭ１０４にロードした上で実行する。
【００１２】
　表示部１０６は、液晶表示器で構成され、駆動条件、装置状態、あるいは入力情報など
の各種情報を表示する。
【００１３】
　操作部１０７はユーザによる設定や命令等の入力操作を行うためのテンキーやスタート
キー等のキー、または一部は表示部１０６の表示画面上に表示されたソフトキーを指示す
るためのタッチパネル等で構成される。
【００１４】
　通信制御部１０８は無線や有線のネットワークを経由して、イントラネットまたはイン
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ターネットに接続して、画像データを含む文書データや制御コマンドの送受信を実行する
。この通信制御部１０８は、後述する携帯端末と無線通信可能に構成されている。通信は
無線通信でダイレクトに通信しても良いし、有線ネットワーク上に設置したアクセスポイ
ントを介して通信しても構わない。また、通信方法としてはＷｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ  Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）やｂｕｌｕｅｔｏｏｔｈ等を含む。
【００１５】
　網制御装置１０９は、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ  Ｓｗｉｔｃｈｅｄ  Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
 Ｎｅｔｗｏｒｋ）に接続し、発着信の際に所定の回線制御を実行して回線接続あるいは
その切断を行う。そして画像データや制御信号を、内蔵するモデム装置により変復調し網
制御装置１０９を介してファクシミリ送受信を実行する。
【００１６】
　読み取り装置１１１は、送信、複写または保存する原稿に照射した光の画像に応じた反
射光を光電変換して画像データを読み取り、印刷制御部１１０を介して画像データを送信
、複写、または保存する。
【００１７】
　記録装置１１２は、読み取り装置またはクライアントコンピュータなどの情報発生源よ
り受信した画像データ、もしくは印字データを、印刷制御部を介して受け取り永久可視像
として記録紙に形成し記録紙を排出する。記録方式はレーザビームプリンタ等の電子写真
方式とするが、インク液滴を吐出するタイプでも構わず、その方式の種類は問わない。
【００１８】
　画像メモリ１１３は、読み取りまたは受信した画像データ、もしくは印字データを一時
的に蓄積する。機器や状態によってはハードディスク１０３やＲＡＭ１０４内にあっても
よい。
【００１９】
　画像処理部１１４は、送信する画像データの圧縮符号化、受信した画像データを伸張復
号を行う。また、保存する画像データを適切なまたはユーザから指定されたフォーマット
（例えばＰＤＦフォーマット等）へのフォーマット変換、読み取り装置１１１の光学応答
特性やセンダのばらつき等に応じた画像補正処理を行う。また、ユーザが操作部１０７か
ら入力操作する画像の変倍処理等の画像加工処理、更には、記録装置１１２の書き込み特
性等に適した画像データにする画像最適化処理などを要求に応じて行う。
【００２０】
　認証処理部１１５はユーザやワークグループの認証に加えて、印刷ジョブ認証を行った
りする。
【００２１】
　カードリーダ１１７は、ＮＦＣ（ Near Field Communication；ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＩＳ　
１８０９２）等の短距離無線通信技術を用いて、非接触型ＩＣカードとの間でコマンドや
データを送信（書き込み）及び受信（読み取り）する。Ｉ／Ｏ制御部１１６を介してユー
ザ情報などのデータを送信、あるいは通知する。このカードリーダ１１７は図示しない、
対応のカードと近距離通信を行うため、そのカードをかざす部分（アンテナ）を備えてい
る。
【００２２】
　システムバス１１８は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ハードディスク１０３、ＲＡＭ
１０４、制御部１０５、表示部１０６、操作部１０７を接続する。更に、システムバス１
１８は、通信制御部１０８、印刷制御部１１０、画像メモリ１１３、画像処理部１１４、
認証処理部１１５、およびＩ／Ｏ制御部１１６を接続している。
【００２３】
　したがって、本複合機は、読み取り画像データを伝送するファクシミリ通信や、文書管
理サーバコンピュータにデータ転送する転送機能と、読み取り画像データを記録出力する
複写機能を備える。更に、本複合機は、受信画像データをファクシミリ受信する受信印刷
機能と、クライアントコンピュータからの印刷データを受信して印刷する印刷機能を備え
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ている。即ち、本複合機は、複写機としてだけではなく、ファクシミリ装置、プリンタ装
置、スキャナ装置としても利用することが可能になっている。
【００２４】
　また、実施形態における複合機１００は、読取装置１１１で読取った原稿画像を所定形
式のファイル（実施形態ではＰＤＦファイル）として、ハードディスク１０３に保存する
機能を有する。また、ネットワークから保存要求されたファイルも同様に保存する機能を
有する。そして、必要時になった場合に印刷出力等の処理を行うことが可能である。
【００２５】
　図２は、本実施形態における携帯端末２００のブロック構成図である。図示の携帯端末
は非接触カード機能を実装した、或いは装着可能な携帯電話の概略構成を示すブロック図
である。なお、本実施形態では以下の構成を例に記載するが、本発明は情報通信を行うこ
とが可能な機器に関して適用可能なものであり、特にこの図のとおりに機能を限定するも
のではない。
【００２６】
　この携帯電話２００は、制御部２０５を中心とし、デジタル信号処理部２０３、表示部
２０６、操作部２０７、外部Ｉ／Ｆ２０８、非接触ＩＣカード部２１０が接続されて構成
される。
【００２７】
　制御部２０５は、携帯電話機の機能を実現するための主要部であり、図示しないＣＰＵ
，ＥＥＰＲＯＭ，Ｆｌａｓｈ、ＳＲＡＭ等で構成される。さらに本実施形態では、非接触
ＩＣカード部２１０との間でコマンドやデータの授受を行うためのカードインターフェー
スモジュール２１５を含む。
【００２８】
　デジタル信号処理部２０３は、マイク２１３を接続した音声入力部２０１、スピーカ２
１４を接続した音声出力部２０２、アンテナ２１２を接続したＲＦ入出力部２０４とそれ
ぞれ接続されている。そして、デジタル音声信号のエンコード、およびデジタル音声信号
へのデコード等を行う。
【００２９】
　音声入力部２０１は、マイク２１３からのアナログ音声信号をデジタル信号に変換する
。音声出力部２０２は、受信したデジタル音声信号をスピーカ駆動するための部位である
。ＲＦ入出力部２０４は、高周波送受信を行う。
【００３０】
　表示部２０６は、ユーザに対して情報の表示出力を行い、ＬＣＤドライバ、ＬＣＤ表示
デバイス等で構成される。操作部２０７は、ユーザが携帯電話２００に対して操作情報を
入力するための部位である。２３０はカメラ部であり、撮像した画像データは制御部２０
５が有するＦｌａｓｈメモリに格納される。また、無線通信部２３１は無線ＬＡＮと通信
するためのアンテナ２３２を備える。
【００３１】
　外部Ｉ／Ｆ２０８は、外部装置との間のインターフェースを提供し、通信インターフェ
ース回路、１６ピンコネクタ等で構成される。電源部２０９は、バッテリ電源を基に各ブ
ロックに必要な電力を発生、供給を行う。
【００３２】
　非接触ＩＣカード部２１０は、制御部２０５のカードインターフェースモジュール２１
５と接続されている。また、内部に専用のＣＰＵ２１６、データやプログラム等を保持す
る不揮発性メモリであるＦｌａｓｈ  ＲＯＭ（ＭＥＭ）２１７、リーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ
）モジュール２１８、その他図示しないインターフェース等を備える。非接触ＩＣカード
部２１０は、ＮＦＣなどの短距離無線通信技術（通信距離が数十センチメートル程度）の
ためのアンテナ２１１を介して、ＩＣカード対応の外部端末２２０との間でデータ等の授
受を行う。なお、短距離無線通信を利用している例としては、大手鉄道会社が採用してい
るＩＣカード定期券（Ｓｕｉｃａ（登録商標））等が知られている。
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【００３３】
　カードインターフェースモジュール２１５は、制御部２０５の一部として組み込まれた
ものであり、ユーザと非接触ＩＣカード部２１０との間でのユーザインターフェースと、
非接触ＩＣカードインターフェースを兼ね備えたソフトウェアモジュールである。電源部
２１９は、バッテリ電源を基に各ブロックに必要な電力を発生、供給を行う。
【００３４】
　上記構成の携帯端末２００の制御部２０５内にメモリには、先に説明したように、カメ
ラ部２３０で撮像した画像データは勿論、携帯端末の操作部２０７より入力したメモデー
タ、或いは、電子メールの送受信した文章等が格納されることになる。
【００３５】
　以上、実施形態における複合機１００と携帯端末２００の構成を説明したが、ここで注
意したい点は双方共にＮＦＣなどの短距離無線通信機能と、ＬＡＮ通信機能を備えている
点である。
【００３６】
　図３は、本実施形態における複合機１００と携帯端末２００で構成される画像形成シス
テムの構成を説明する図である。
【００３７】
　図３において、複合機１００と携帯端末２００との間の通信は２種類存在する。１つは
、短距離無線通信（通信距離で数十センチメートル）であり、もう１つは短距離無線通信
よりも通信距離が長い無線ＬＡＮ通信である。通信の種類が２つある理由は後述する。な
お、後者の通信の場合、携帯端末２００側が無線ＬＡＮ通信機能を有するものの、複合機
１００は必ずしも無線ＬＡＮ通信機能を有することを必須としない。複合機１００が有線
ＬＡＮを有し、その有線ＬＡＮ上にアクセスポイントが設置されていれば良いからである
。
【００３８】
　実施形態における複合機は、操作１０５による複写やＦＡＸ送信、ネットワーク上のク
ライアントＰＣ等からの印刷データを受信して印刷処理を行うプリントサーバとして機能
するが、これらは本発明には直接には関係がない。そこで、以下では、複合機１００と携
帯端末２００との通信に的を絞って説明することとする。
【００３９】
　図４は、実施形態における複合機１００（のＣＰＵ１０１）が実行する処理である。
【００４０】
　先ず、ステップＳ４０１では、携帯端末２００（の非接触ＩＣカード２１０）がカード
リーダ１１７で検出されるのを待つ。携帯端末２００がカードリーダ１１７によって検出
された場合には、ステップＳ４０２に進む。
【００４１】
　ステップＳ４０２に処理が進むと、ＣＰＵ１０１は、Ｉ／Ｏ制御部１１６を介してその
携帯端末の非接触ＩＣカード部２１０と通信を行う。このとき、非接触ＩＣカード部２１
０に格納されている携帯端末２００の無線ＬＡＮのアドレス（ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロ
トコルを用いている場合にはＩＰアドレス）を取得すると共に、複合機１００の通信制御
部１０８のアドレスを携帯端末２００に通知する。なお、このステップＳ４０２は、所定
時間だけ繰り返し行う。
【００４２】
　次いで、ステップＳ４０３において、ＣＰＵ１０１は、複合機１００の表示部１０６に
ＰＩＮ（ Personal Identification Number)認証のためのＰＩＮ入力画面（図８）を表示
し、ＰＩＮを入力させる。そして、ＰＩＮの入力後にＯＫボタンがタッチされると、その
入力されたＰＩＮ情報を受信し、認証処理部１１５による認証処理を行わせる。認証処理
部１１５は、複合機１００のハードディスク１０３に予め格納されている利用可能ユーザ
用のＰＩＮを格納されたテーブル（不図示）に、入力したＰＩＮ情報と一致するものがあ
るか否かを判定することで、認証処理を行う（ステップＳ４０４）。
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【００４３】
　そして、ステップＳ４０５では、認証が成功したか否かを判断する。認証が成功した場
合にはステップＳ４０８へ進み、失敗した場合にはステップＳ４０６へ進む。
【００４４】
　ステップＳ４０６に処理が進んだ場合には、認証が失敗したことを示すエラー画面を表
示部１０６に表示させる。
【００４５】
　また、Ｉ／Ｏ制御部１１６を介して携帯電話に認証が失敗したことを示すエラーメッセ
ージを送信し、そのメッセージを表示させ、本処理を終了する。
【００４６】
　また、ＰＩＮの認証が成功した場合には、カードリーダ１１７－非接触ＩＣカード間の
通信から、通信制御部１０８－無線通信部２３１間の通信に切り変える。すなわち、互い
に相手先ネットワークアドレスを用いての通信に切り替える。このとき、複合機１００の
表示部１０６には、ＰＩＮの認証が成功したので、ユーザに対して「携帯端末２００をか
ざす必要がありません」というメッセージを表示し、ユーザに楽な状態での操作を許容す
る。
【００４７】
　以下の処理における通信は、複合機１００の通信制御部１０８と携帯端末２００の無線
通信部２３１によるものである。
【００４８】
　さて、ステップＳ４０８に処理が進むと、携帯端末２００からユーザ情報（ユーザＩＤ
やユーザ名）を取得し、ユーザの認証を認証処理部１１５で行わせる。この認証も、ハー
ドディスクに予め格納されたユーザ情報テーブルを参照して行われる。
【００４９】
　ステップＳ４０９では、認証処理部１１５による認証が成功したか否かを判断する。認
証が成功した場合にはステップＳ４１２に進み、認証が失敗した場合にはステップＳ４１
０に処理を進める。
【００５０】
　ステップＳ４１０では、ＣＰＵ１０１は、認証が失敗したことを示すエラーメッセージ
を表示部１０６に表示し、ステップＳ１０７で携帯端末２００にもエラー発生する伝え、
エラーが発生した画面を表示させる。
【００５１】
　さて、ステップＳ４０９において認証成功と判断した場合、ＣＰＵ１０１は、携帯端末
２００に対してファイル選択状況にあるか否かを問い合わせるための要求メッセージを送
信し、その応答内容を判断する。
【００５２】
　例えば、携帯端末１００において、図１０に示す画面情報を表示している場合（ファイ
ルｂｂｂ．ｐｄｆ、ｄｄｄ．ｐｄｆが選択状態にある）には、その旨の情報を受信するこ
とで、ステップＳ４１６に進む。また、携帯端末１００でファイルが未選択状態であった
場合には、ステップＳ４１３に進む。即ち、携帯端末２００は、図１０に示す表示画面を
表示させることで、ユーザは、携帯端末が保持しているデータの中から、複合機１００に
よって印刷させたいデータを選択することができる。
【００５３】
　ステップＳ４１３に処理が進むと、複合機１００において、ハードディスク１０３に保
存されているファイルの少なくとも１つがユーザによって選択状態にあったか否かを判断
する。
【００５４】
　図９は複合機１００における表示部１０６の表示例を示しており、図示の場合には、フ
ァイル一覧を表示は行っているものの、いずれのファイルも非選択状態（選択すると選択
ファイル名がハイライト表示される）であることを示している。この場合には、ステップ
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Ｓ４１４に進み、携帯端末２００に対して実行すべき処理がないのでエラーメッセージを
送信し、表示させる。図１４は、携帯端末１００に表示されるエラーメッセージを示して
いる。即ち、複合機１００は、図９に示す画面を表示させることで、ユーザは、複合機が
保持しているデータの中から、携帯端末２００に送信すべきデータを選択することができ
る。
【００５５】
　また、ステップＳ４１３において、複合機１００側において、少なくとも１つのファイ
ルが選択状態にあると判断した場合には、ステップＳ４１５に進む。このステップＳ４１
５に処理が進むのは、結局、携帯端末２００側で選択状態のファイルが存在せず、複合機
１００側で選択状態のファイルが存在する場合である。それ故、複合機１００から携帯端
末２００へのファイルの転送、すなわち、携帯端末２００側からみれば複合機１００内に
保持されたファイルを保存することを意味する。従って、携帯端末２００に対して保存要
求を送信し、携帯端末２００の表示画面に保存ボタンを表示させる。この結果、携帯端末
２００には、図１１に示す画面（「Ｓａｖｅ」ボタン）が表示される。
【００５６】
　また、ステップＳ４１２において、携帯端末２００側で少なくとも１つのファイルが選
択状態にあると判断した場合には、ステップＳ４１６に進む。このステップＳ４１６では
、複合機１００側で選択状態のファイルがあるか否かを判断する。
【００５７】
　複合機１００側で選択状態のファイルが存在しない場合には、ステップＳ４１７に進み
、存在する場合にはステップＳ４１８に進む。
【００５８】
　ステップＳ４１７に処理が進む条件は、携帯端末２００側にて選択ファイルが存在し、
複合機１００側にて選択ファイルが存在しない場合である。そこで、携帯端末２００に対
して、印刷要求情報を送信し、図１２に示す画面（「Ｐｒｉｎｔ」ボタン）を表示させる
。
【００５９】
　また、ステップＳ４１８に処理が進む条件は、複合機１００及び携帯端末２００の双方
で選択ファイルが存在する場合である。すなわち、ファイル転送は双方向を意味する。従
って、携帯端末２００に対して、保存と印刷を行う要求情報を送信し、図１３に示す画面
を携帯端末２００側の表示部２０６に表示させる。
【００６０】
　ここまでの処理をまとめると次のようになる。携帯端末２００内に保存されているファ
イルを印刷させたい場合、その対象となるファイルを選択状態にする。また、複合機１０
０内に保存されているファイルを携帯端末２００に保存させたい場合には、複合機１００
の操作部１０７を操作して、そのファイルを選択状態にする。そして、上記いずれか、或
いは、両方を操作して、携帯端末２００を複合機１００の所定位置にかざす操作を行うと
、ＰＩＮ及びユーザ情報の認証処理が行わる。そして、複合機１００→携帯端末２００、
携帯端末→複合機１００、或いは、複合機１００←→携帯端末２００のファイル転送が行
うための、操作画面が携帯端末２００に表示される。つまり、少なくとも携帯端末２００
において、ファイル選択状況にあるか否かに応じた操作画面が携帯端末に表示されること
になる。
【００６１】
　さて、次に、図４のステップＳ４１５に後続する処理を図５のフローチャートに従って
説明する。この処理は、複合機１００で選択されたファイルを携帯端末２００に保存する
場合であり、携帯端末２００には図１１の画面が表示されている場合の処理でもある。
【００６２】
　先ず、ステップＳ５０１において、携帯端末２００側でのユーザによる保存指示を受信
する。この保存指示とは、具体的には、携帯端末２００にて、図１１の画面の「Ｓａｖｅ
」ボタンが選択されたことを示す情報である。
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【００６３】
　保存指示がなされたことを検出すると、処理はステップＳ５０２に進み、ＣＰＵ１０１
は携帯端末２００に対して、携帯端末２００内のメモリの空き容量の確認すため、そのメ
モリ空き容量の要求情報を送信する。この結果、携帯端末２００からはメモリ空き容量情
報が通知されるので、ステップＳ５０３に進み、複合機１００側で選択されているファイ
ルの総データ量と比較することで、携帯端末２００内に保存するのに十分なメモリ空き容
量があるかどうかを判断する。
【００６４】
　携帯端末２００内に、複合機１００で選択したファイルを保存するのに十分なメモリ空
き容量があると判断した場合には、ステップＳ５０４へと進み、十分な空き容量がないと
判断された場合にはステップＳ５０８へと進む。
【００６５】
　ステップＳ５０８に処理が進んだ場合には、携帯端末２００にメモリ空き容量が少なく
保存不可を示す情報を送信する。この結果、携帯端末２００には、保存できない旨のメッ
セージが表示され、本処理を終了する。
【００６６】
　また、ステップＳ５０４に処理が進んだ場合には、複合機１００のＣＰＵ１０１は、通
信制御部１０８を介して、複合機１００側でユーザが選択されているファイルを携帯端末
２００に送信を開始する。
【００６７】
　ファイル転送中においては、通信制御部１０８を介して、保存中であることを示すメッ
セージを携帯端末２００に送信する（ステップＳ５０５）。この結果、携帯端末２００に
は、図１５に示す画面が表示される。
【００６８】
　ステップＳ５０６において、携帯端末２００から保存完了通知を受信したかを判断する
。保存完了通知を受信した場合には、通信制御部１０８を介して、保存完了したことを表
示する要求を送信し、携帯端末２００に「保存完了画面」を表示させる。図１６はこのと
きに表示される画面を示している。
【００６９】
　なお、ユーザが携帯端末２００を操作して、図１６の画面の「Ｙｅｓ」ボタンが指示す
ると、保存したデータのプレビューを携帯端末に表示させることができる。「Ｎｏ」ボタ
ンが押下されると、携帯端末の画面は、図１０へと戻る。
【００７０】
　次に、図４のステップＳ４１７で、通信制御部１０８が携帯端末２００に対して印刷画
面表示要求情報を送信した場合の処理を図６のフローチャートに従って説明する。
【００７１】
　先ず、ステップＳ６０１において、携帯端末２００から印刷設定指示を受信したかを判
断する。具体的には、携帯端末２００において図１２に示す画面の「Ｓｅｔｔｉｎｇ」ボ
タンが指示されたかを判断する。
【００７２】
　「Ｓｅｔｔｉｎｇ」ボタンが指示されたことを示す情報を受信した場合にはステップＳ
６０８に進み、それを受信しなかった場合にはステップＳ６０２へと進む。
【００７３】
　ステップＳ６０８に処理が進むと、ＣＰＵ１０１は通信制御部１０８を介して印刷設定
の画面を表示する要求を携帯端末２００に送信する。これにより携帯端末２００には、図
１７に示す画面が表示される。携帯端末を操作するユーザは、図１７の「Ｐａｐｅｒ　Ｓ
ｉｚｅ」ボタン等を操作して、デフォルトの用紙サイズ（例えばＡ４）に対する変更でき
、「Ｃｏｐｉｅｓ」ボタンを操作してデフォルト印刷部数（１部）の変更を行うことがで
きる。ステップＳ６０９では、携帯端末２００からその設定内容を受信し、ステップＳ６
０２に進む。
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【００７４】
　ステップＳ６０２では、携帯端末２００から印刷指示を受信する。具体的には、携帯端
末において図１２の「Ｐｒｉｎｔ」ボタンが選択されたことに応じて、印刷指示を受信す
る。なお、「Ｓｅｔｔｉｎｇ」ボタンが指示されず、「Ｐｒｉｎｔ」ボタンが指示された
場合にはデフォルトの用紙サイズで部数が一部として決定する。
【００７５】
　ステップＳ６０３では、通信制御部１０８を介して携帯端末から印刷すべき選択ファイ
ルを受信する。そして、ステップＳ６０４において、受信したファイルに対応するイメー
ジデータを生成し、印刷制御部１１０を制御し、記録部１１２により印刷を行う。
【００７６】
　印刷中は、ステップＳ６０５において、通信制御部１０８を介して、「印刷中」である
ことを示す情報を携帯端末２００に送信する。これにより、携帯端末には図１８に示す画
面が表示される。
【００７７】
　ステップＳ６０６では、印刷処理が終了したと判断する。印刷処理が終了したと判断し
た場合には、ステップＳ６０７へと進み、印刷終了を示す情報を携帯端末２００に送信し
し、本処理を終える。なお、携帯端末２００が印刷終了を示す情報を受信した場合には、
図１９に示す画面を表示部２０６に所定時間だけ表示する。
【００７８】
　次に、図４におけるステップＳ４１８の処理に後続する処理を図７のフローチャートに
従って説明する。この処理は、複合機１００及び携帯端末２００の双方で、ファイルを選
択した場合であり、携帯端末２００の表示部２０６に、図１３の画面が表示された場合の
処理でもある。ユーザは、図１３の画面で「Ｐｒｉｎｔ」ボタン、又は、「Ｓａｖｅ」ボ
タン、更には「Ｓｅｔｔｉｎｇ」ボタンを指示することになる。
【００７９】
　先ず、ステップＳ７０１において、携帯端末２００から保存指示を受信したかを判断す
る。具体的には、携帯端末において、図１３の画面の「Ｓａｖｅ」ボタンが選択されたか
を判断する。保存指示を受信したと判断された場合には、図５の処理を実行する。
【００８０】
　また、ステップＳ７０３では、携帯端末２００から印刷指示を受信したかを判断する。
具体的には、携帯端末において、図１３の画面の「Ｐｒｉｎｔ」ボタンが選択されたかを
判断する。印刷指示を受信したと判断された場合にはステップＳ７０４に進み、図６の処
理を実行する。
【００８１】
　ステップＳ７０５では、保存及び印刷の双方の処理が終了したか否かを判断する。否の
場合には、未終了の処理を行うため、ステップＳ７０１に戻る。なお、処理が終了したも
のについては、そのボタンがグレーアウトして選択できないようにする。
【００８２】
　以上説明したように本実施形態によれば、携帯端末２００のデータを複合機から印刷さ
せたい場合や、複合機のデータを携帯端末２００に保存させたい場合に、携帯端末を操作
するユーザの操作性が向上する。すなわち、本実施形態の複合機は、携帯端末の表示状態
（ファイルが選択されているか否か）に基づいて、携帯端末２００に表示させるべき操作
画面を決定し、その決定した内容にしたがった表示画面を表示させる情報を送信する。こ
れにより、ユーザは、次に指示するべき内容が分かりやすくなり、操作性が向上する。
【００８３】
　なお、携帯端末２００側での処理であるが、簡単に示すのであれば図２１の様になる。
【００８４】
　先ず、ステップＳ２１１により、非接触ＩＣカード部２１０により複合機１００が検出
されるのを待つ。すなわち、近距離範囲（数十ｃｍ）内に複合機１００が存在するか否か
を判断する。
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【００８５】
　複合機１００が近距離にあると判断した場合には、ステップＳ２１２に進み、現在の無
線通信部２３１に割り当てられたＩＰアドレス（ＤＨＣＰを利用している場合にはＩＰア
ドレスは固定にはならないため）を取得する。そして、それを非接触ＩＣカード部２１０
に格納する。ステップＳ２１１からステップＳ２１２に至るまでには、適当な時間を要す
る。このため、複合機１００における図４のステップＳ４０２では、この時間を加味した
間、アドレスの取得を繰り返した。
【００８６】
　このあと、ステップＳ２１３に進み、複合機１００から送信された情報が表示要求であ
るのか、取得要求であるのかを判断する。取得要求であると判断した場合には、ステップ
Ｓ２１４に進み、要求された情報（例えば、ファイル選択状態にあるのか否か等）を複合
機１００に送信する。
【００８７】
　また、表示要求であると判断した場合には、ステップＳ２１５、Ｓ２１６の処理を行う
。ここでは、複合機１００から受信した表示要求に従って表示部２０６へのメニュー表示
処理（実施形態ではＳａｖｅボタン等の表示）、並びに、ユーザによるメニュー選択指示
に対応する処理を繰り返すことになる。
【００８８】
　＜第２の実施形態＞
　上記実施形態では、携帯端末２００に送信するファイルは複合機１００内に記憶されて
いて、ユーザが選択したファイルとする例を説明した。しかしながら、複合機１００は原
稿読み取り装置１１１を搭載している。そこで、この原稿読み取り装置１１１に原稿がセ
ットされている場合には、そのセットされている原稿を読み取り、その結果を携帯端末２
００に送信し、保存させる例を説明する。
【００８９】
　この場合、カードリーダ１１７によって、複合機１００の近距離に携帯端末２００が存
在することが確認され、尚且つ、複合機１００の原稿読取装置１１１に原稿がセットされ
ている場合には、図２０に示す画面を複合機１００の表示部１０６に表示する。そして、
図４のステップＳ４１３、Ｓ４１６においては、複合機１００の原稿読み取り装置１１１
に原稿がセットされているか否かを判断するれば良い。
【００９０】
　携帯端末２００で「Ｓａｖｅ」ボタンが指示された場合には、原稿読み取り装置１１１
で読み取りを開始し、その結果を所定形式のデータに変換する。その結果、データサイズ
が決定できるので、それを格納するだけの十分なメモリ容量があることを確認した上で、
指定されたファイル名で携帯端末２００に送信し、保存させればよい。
【００９１】
　なお、保存先として複合機が選択された場合、保存するに足りるメモリ容量がハードデ
ィスク１０３にない場合には、その旨のエラーメッセージを表示部１０６に表示し、保存
処理を中断する。
【００９２】
　以上第２の実施形態を説明したが、本第２の実施形態と先に説明した第１の実施形態を
組み合わせるようにしても構わない。すなわち、複合機１００にて読取対象の原稿がセッ
トされていない場合には、第１の実施形態を実行する。また、原稿がセットされている場
合には第２の実施形態を実行するようにしても構わない。
【００９３】
　尚、上記第１、第２の実施形態では、複合機１００が携帯端末２００に対して各種操作
ボタンを備える画面の表示要求情報を送信し、携帯端末２００がその画面を表示するもの
とした。しかしながら、その画面そのものを複合機１００から携帯端末２００に送信する
ようにしても構わない。このように構成することにより、携帯端末２００側の表示データ
を用意しておく必要がなくなるといった効果がある。後者を実現する場合には、複合機１
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００側には、状況に応じた各種ボタンと、そのボタンが指示された場合の処理を記述した
ファイルを予め記憶しておき、そのいずれかを携帯端末２００に送信することで実現でき
る。このファイルはＸＭＬ等で記述しておけば、携帯端末２００は単にＸＭＬを解釈し、
実行する機能があれば良いことになる。
【００９４】
　＜第３の実施形態＞
　上記実施形態では、複合機１００が、携帯端末２００に表示されている表示内容に関す
る情報を取得し、携帯端末に表示させるべき画面を決定し、該決定された画面を表示する
指示を携帯端末に送信する構成について説明した。しかし、携帯端末２００に表示させる
べき表示画面を、携帯端末側で決定する構成としてもよい。図２２は、第３の実施形態に
基づく携帯端末２００の動作を示すフローチャートである。
【００９５】
　ステップＳ２２０１において、非接触ＩＣカード部２１０は、前述したＮＦＣなどの短
距離無線通信技術によって、複合機１００を検知する。
【００９６】
　ステップＳ２２０２において、非接触ＩＣカード部２１０は、ＮＦＣなどの短距離無線
通信技術によって複合機１００と通信する。具体的には、ステップＳ２２０３において、
非接触ＩＣカード部２１０は、携帯端末２００を特定するためのＩＤなどの識別情報やユ
ーザを特定するためのユーザＩＤやユーザ名等の識別情報を複合機１００に送信する。更
にステップＳ２２０３では、以降の無線ＬＡＮの通信の際に必要となる情報（例えば携帯
端末のＩＰアドレス等）も複合機１００に送信する。
【００９７】
　複合機１００では、ステップＳ２２０３において携帯端末２００から送信された情報を
受信すると、複合機１００の操作部１０７を介して入力されたＰＩＮの情報に基づいて、
ユーザ認証が行われる。具体的には、予め複合機１００に登録されているＰＩＮ情報と、
該ＰＩＮ情報に対応するユーザＩＤが、ステップＳ２２０３において受信したユーザＩＤ
と、操作部から入力されたＰＩＮ情報と合致するかを判定している。このユーザ認証の結
果、複合機１００を利用可能な携帯端末であると判定された場合には、複合機１００は、
「ＯＫ」を携帯端末２００に返す。一方、利用不可能であると判定された場合には「ＮＧ
」を携帯端末２００に返す。
【００９８】
　ステップＳ２２０４では、制御部２０５は、複合機１００から「ＯＫ」を受信したか即
ち認証が成功したか否かを判定する。ステップＳ２２０４において「ＯＫ」を受信した場
合にはステップＳ２２０５へ進み、「ＮＧ」を受信した場合にはステップＳ２２０８へと
進む。
【００９９】
　ステップＳ２２０８において、制御部２０５は、認証に失敗した旨を示すエラー画面を
表示部２０６に表示させる。
【０１００】
　ステップＳ２２０５において、制御部２０５は、複合機１００から受信した「ＯＫ」を
示すデータに、複合機２００に格納されるファイルのパスを示す情報（例えばファイルの
格納先を示すＵＲＬ）が付加されているかを判断する。複合機１００は、ユーザ認証の結
果を携帯端末２００に返す際に、図９に示す画面において、複合機１００に格納されるフ
ァイルがユーザによって選択されている状態であった場合には、該ファイルを示すパス情
報を送るように処理する。即ち、複合機１００は、格納するデータのうち、携帯端末２０
０に送信すべきデータをユーザが任意に選択できるようになっている。ステップＳ２２０
５における判断の結果、ファイルのパス情報が付加されている場合にはステップＳ２２０
６へ進み、付加されていない場合にはステップＳ２２０７へと進む。
【０１０１】
　ステップＳ２２０６において、制御部２０５は、携帯端末２００において現在、何らか
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のファイルが選択されている状態であるか否かを判断する。即ち、表示部２０６に表示さ
れている画面が図１０に示す表示画面であるか否かを判断する。即ち携帯端末２００は、
携帯端末が保持するデータのうち、複合機１００で印刷すべきデータをユーザが任意に選
択することができる。ステップＳ２２０６における判断の結果、ファイルが選択されてい
る場合にはステップＳ２２１０へ進み、選択されていない場合にはステップＳ２２０９へ
と進む。
【０１０２】
　ステップＳ２２０９において、制御部２０５は、表示部２０６に、ファイルの保存を指
示するための画面を表示させるよう制御する。具体的には、表示部２０６に、図１１に示
す表示画面を表示させる。
【０１０３】
　ステップＳ２２１３において、制御部２０５は、図１１の表示画面の「Ｓａｖｅ」の選
択指示を受け付ける。即ち、ユーザによって、複合機１００において選択されたファイル
の保存の指示がされたことを認識する。ステップＳ２２１３において、制御部２０５が、
「Ｓａｖｅ」の指示を受け付けると、ステップＳ２２１４へと進む。
【０１０４】
　ステップＳ２２１４において、制御部２０５は、無線通信部２３１を制御し、複合機１
００と無線通信を行わせる。この時、ステップＳ２２０２、Ｓ２２０３で送受信したＩＰ
アドレス等の無線通信に必要な情報を用いる。ステップＳ２２１４において、無線通信部
２３１は、複合機１００と無線ＬＡＮ等の無線通信によって、複合機１００において選択
されているファイルを受信する。ステップＳ２２１４において受信されたファイルは、携
帯端末２００に格納される。
【０１０５】
　ステップＳ２２１０において、制御部２０５は、表示部２０６に、ファイルの保存及び
ファイルの印刷を指示するための画面を表示させるよう制御する。具体的には、表示部２
０６に、図１３に示す表示画面を表示させる。
【０１０６】
　ステップＳ２２１５において、制御部２０５は、図１３の表示画面の「Ｐｒｉｎｔ」が
選択指示されたか否かを判断する。即ち、ユーザによって、携帯端末２００において選択
されたファイルの印刷の指示がされたことを認識する。「Ｐｒｉｎｔ」が選択された場合
にはステップＳ２２１８へと進み、選択されなかった場合にはステップＳ２２１６へと進
む。
【０１０７】
　ステップＳ２２１６において、制御部２０５は、図１１の表示画面の「Ｓａｖｅ」が選
択されたか否かを判断する。即ち、ユーザによって、複合機１００において選択されたフ
ァイルの保存の指示がされたか否かを判断する。「Ｓａｖｅ」が選択された場合にはステ
ップＳ２２１４へと進む。
【０１０８】
　ステップＳ２２０７において、制御部２０５は、携帯端末２００において現在、何らか
のファイルが選択されている状態であるか否かを判断する。即ち、表示部２０６に表示さ
れている画面が図１０に示す表示画面であるか否かを判断する。ステップＳ２２０７にお
ける判断の結果、ファイルが選択されている場合にはステップＳ２２１１へ進み、選択さ
れていない場合にはステップＳ２２１２へと進む。
【０１０９】
　ステップＳ２２１２において、制御部２０５は、表示部２０６に、ファイルが選択され
ていない旨をユーザに通知するための表示画面を表示させる。具体的には、表示部２０６
に、図１４に示す表示画面を表示させる。
【０１１０】
　ステップＳ２２１１において、制御部２０５は、表示部２０６に、ファイルの印刷を指
示するための画面を表示させるよう制御する。具体的には、表示部２０６に、図１２に示
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す表示画面を表示させる。
【０１１１】
　ステップＳ２２１７において、制御部２０５は、図１２の表示画面の「Ｐｒｉｎｔ」の
選択指示を受け付ける。即ち、ユーザによって、携帯端末２００において選択されたファ
イルの印刷の指示がされたことを認識する。ステップＳ２２１７において、制御部２０５
が、「Ｐｒｉｎｔ」の指示を受け付けると、ステップＳ２２１８へと進む。
【０１１２】
　ステップＳ２２１８において、制御部２０５は、無線通信部２３１を制御し、複合機１
００と無線通信を行わせる。この時、ステップＳ２２０２、Ｓ２２０３で送受信したＩＰ
アドレス等の無線通信に必要な情報を用いる。ステップＳ２２１８において、無線通信部
２３１は、複合機１００と無線ＬＡＮ等の無線通信によって、携帯端末２００において選
択されているファイルを送信する。ステップＳ２２１８において送信されたファイルは、
複合機１００において印刷処理される。
【０１１３】
　以上第３の実施形態によれば、複合機１００において、携帯端末２００において表示す
るべき画面の情報を管理する必要がなくなる。また、携帯端末と複合機の認証を行った後
に、携帯端末の表示画面が、次に携帯端末を操作するための表示画面に自動的に切り換わ
るので、携帯端末を操作するユーザの操作性がより向上する。
また、携帯端末と複合機の認証処理に関しては、ＮＦＣなどの所定の近距離無線通信技術
を用いてデータをやり取りする。そして、複合機に格納されるファイルを携帯端末に転送
する処理や、携帯端末のデータを複合機に送信する処理には、近距離無線通信技術より、
より高速なデータ転送を可能にする無線ＬＡＮ等の無線通信を用いる。これにより、デー
タ転送のための時間を短縮できるだけでなく、データの転送の際にはユーザは複合機から
離れることができる。
【０１１４】
　なお、上記第１乃至第３の実施形態では、ＰＩＮ情報を複合機１００からユーザが入力
するものとして説明したが、ＰＩＮ情報やユーザ情報を非接触ＩＣカードに記憶させおい
ても良い。場合によっては、ＰＩＮ情報の認証処理を省略しても構わない。この場合、ユ
ーザは携帯端末２００を複合機１００のカードリーダ１１７の通信圏内（１０ｃｍ程度）
にかざす操作を行い、双方が近い位置にあることを検出できた段階で、無線ＬＡＮによる
通信を開始することができる。従って、これ以降は、携帯端末２００を複合機１００にか
ざした状態ではなく、自然な状態で手にもって通常の操作で対処でき、操作性を向上させ
ることが可能になる。
【０１１５】
　また、実施形態では、ユーザ認証を複合機１００が行ったが、ネットワーク上に認証サ
ーバを設置し、複合機１００が携帯端末２００から取得したユーザ情報をその認証サーバ
に通知し、認証許可／不許可の回答を待って処理を行っても構わない。
【０１１６】
　また、実施形態では、複合機を例にして説明したが、プリンタやＦＡＸ等の単体の出力
装置であっても構わない。ＦＡＸを利用する場合には、携帯端末２００から受信したファ
イルを一度イメージデータに変換し、ＦＡＸ送信すれば良い。また、実施形態では携帯端
末として携帯電話を例にしたが、携帯タイプの電子機器であればＰＤＡ、ノートＰＣ等で
も構わない。また、実施形態では、近距離通信技術としてＮＦＣ（ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＩＳ
　１８０９２）を例に説明したが、これによっても本願発明が限定されるものではない。
例えば、複合機１００に下向きの限定された指向性の赤外線通信部を有し、携帯端末２０
０も赤外線通信インタフェースを持つものであれば、同様の効果を奏することができる。
また、実施形態では、複合機と携帯端末の通信初期段階では近距離無線通信技術を利用し
、実際のファイル転送は通信帯域のより広い無線ＬＡＮを利用するものとしたが、近距離
無線通信だけで行っても構わない。
【０１１７】
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　また、セキュリティをより強固なものとするため、複合機１００から携帯端末２００に
ファイルを転送し、携帯端末２００内にそのファイルを保存した場合、その保存履歴を複
合機１００、或いは、所定のサーバに保存するようにしても構わない。その際に保存する
情報としては、保存したファイル名、携帯端末のＰＩＮやユーザ情報、更には、保存（複
合機１００が送信）した日時情報を記憶する。なお、サーバに保存する場合には、複合機
１００が多数存在する場合も考慮し、複合機を識別する情報も併せて保存する。そして、
管理者が自由にその履歴情報を閲覧可能にすればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】実施形態における複合機のブロック構成図である。
【図２】実施形態における携帯端末のブロック構成図である。
【図３】本実施形態における複合機と携帯端末で構成される画像形成システムの構成例を
示す図である。
【図４】実施形態における複合機の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】図４のステップＳ４１５に後続する処理手順を示すフローチャートである。
【図６】図４のステップＳ４１７に後続する処理手順を示すフローチャートである。
【図７】図４のステップＳ４１８に後続する処理手順を示すフローチャートである。
【図８】携帯端末検出時に複合機の表示部に表示されるＰＩＮ入力画面を示す図である。
【図９】複合機の表示部に表示されるファイル選択画面の一例を示す図である。
【図１０】携帯端末の表示部に表示されるファイル選択画面の一例を示す図である。
【図１１】ファイル保存する際に携帯端末の表示される画面を示す図である。
【図１２】印刷する際に携帯端末の表示される画面を示す図である。
【図１３】ファイル保存及び印刷の双方を行う際に携帯端末の表示される画面を示す図で
ある。
【図１４】複合機及び携帯端末双方でファイル非選択状態にある場合の携帯端末の表示部
に表示される画面を示す図である。
【図１５】ファイル保存処理中に携帯端末の表示部に表示される画面を示す図である。
【図１６】ファイル保存終了時に携帯端末の表示部に表示される画面を示す図である。
【図１７】印刷設定を行っている場合の携帯端末の表示部に表示される画面を示す図であ
る。
【図１８】印刷中に携帯端末の表示部に表示される画面を示す図である。
【図１９】印刷終了時に携帯端末の表示部に表示される画面を示す図である。
【図２０】第２の実施形態における複合機における原稿読み取りの際の表示部に表示され
る画面を示す図である。
【図２１】実施形態における携帯端末の処理手順を示すフローチャートである。
【図２２】第３の実施形態における携帯端末の処理手順を示すフローチャートである。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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