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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、ジャム履歴を含む複数の候補の中から
ユーザが選択するための選択画面を表示する表示手段と、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立手段と、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得手段とを備え、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得手段が前記接続情報を前記印刷装
置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第２の取得手段によるデータの取得が完了したことに応じて、前記通信装置と前記
印刷装置との間の前記無線接続を切断する切断手段を更に備え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】
　前記選択画面において前記印刷装置から取得するデータの選択が完了したことに応じて
、前記表示手段は、前記通信装置をＮＦＣタグにタッチすることを促すメッセージを表示
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することを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記確立手段が確立する前記無線接続は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続であることを
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】
　前記複数の候補には、前記ジャム履歴、エラー履歴、カウンタ情報、ログ情報のうち少
なくとも１つが含まれ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】
　通信装置の制御方法であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、ジャム履歴を含む複数の候補の中から
ユーザが選択するための選択画面を表示する表示ステップと、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得ステップと、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立ステップと、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得ステップとを有し、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得ステップにおいて前記接続情報を
前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通
信装置の制御方法。
【請求項７】
　前記第２の取得ステップにおいてデータの取得が完了したことに応じて、前記通信装置
と前記印刷装置との間の前記無線接続を切断する切断ステップを更に有することを特徴と
する請求項６に記載の通信装置の制御方法。
【請求項８】
　前記選択画面において前記印刷装置から取得するデータの選択が完了したことに応じて
、前記通信装置をＮＦＣタグにタッチすることを促すメッセージを表示する第２の表示ス
テップを更に有することを特徴とする請求項６又は７に記載の通信装置の制御方法。
【請求項９】
　前記確立ステップにおいて確立する前記無線接続は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続で
あることを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の通信装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記複数の候補には、前記ジャム履歴、エラー履歴、カウンタ情報、ログ情報のうち少
なくとも１つが含まれることを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項に記載の通信装
置の制御方法。
【請求項１１】
　通信装置であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、エラー履歴を含む複数の候補の中から
ユーザが選択するための選択画面を表示する表示手段と、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立手段と、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得手段とを備え、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得手段が前記接続情報を前記印刷装
置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通信装置。
【請求項１２】
　通信装置であって、
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　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、カウンタ情報を含む複数の候補の中か
らユーザが選択するための選択画面を表示する表示手段と、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立手段と、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得手段とを備え、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得手段が前記接続情報を前記印刷装
置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通信装置。
【請求項１３】
　通信装置であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、ログ情報を含む複数の候補の中からユ
ーザが選択するための選択画面を表示する表示手段と、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立手段と、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得手段とを備え、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得手段が前記接続情報を前記印刷装
置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通信装置。
【請求項１４】
　通信装置の制御方法であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、エラー履歴を含む複数の候補の中から
ユーザが選択するための選択画面を表示する表示ステップと、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得ステップと、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立ステップと、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得ステップとを有し、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得ステップにおいて前記接続情報を
前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通
信装置の制御方法。
【請求項１５】
　通信装置の制御方法であって、
　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、カウンタ情報を含む複数の候補の中か
らユーザが選択するための選択画面を表示する表示ステップと、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得ステップと、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立ステップと、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得ステップとを有し、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得ステップにおいて前記接続情報を
前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通
信装置の制御方法。
【請求項１６】
　通信装置の制御方法であって、
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　前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、ログ情報を含む複数の候補の中からユ
ーザが選択するための選択画面を表示する表示ステップと、
　ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立する
ための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得ステップと、
　前記接続情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立す
る確立ステップと、
　前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得ステップとを有し、
　前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得ステップにおいて前記接続情報を
前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であることを特徴とする通
信装置の制御方法。
【請求項１７】
　請求項６乃至１０及び１４乃至１６のいずれか１項に記載の通信装置の制御方法の各ス
テップを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、通信装置及びその制御方法、並びにプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＮＦＣ（Near Field Communication）と称される近距離無線通信技術を実装し、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ（登録商標）等の高速無線
通信が可能な規格に対応した通信のためのペアリングや認証等にＮＦＣを応用する製品が
登場している。ペアリングとは、装置間で無線接続するために装置情報を送受信する通信
手続きを示す。このような装置では、装置間のペアリングをＮＦＣ通信によって行い、実
際の通信をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ等の規格に対応
した通信に引き継ぐハンドオーバーを行うことができる。ユーザは、ＮＦＣに対応した装
置同士を近づけるだけで、無線接続のための煩雑な設定をそれらの装置に自動的に行わせ
ることができる。
【０００３】
　最近では、複合機やプリンター等の情報処理装置にもこのような技術が実装され始めて
いる。例えば、情報処理装置において、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス等の、
無線通信のための装置情報（接続情報）を予めＮＦＣタグに書き込んでおく。この場合、
ＮＦＣに対応した携帯端末等の通信装置をユーザが情報処理装置のＮＦＣタグにかざすこ
とによって、情報処理装置と通信装置との間でペアリングがＮＦＣ通信によって行われる
。更に、ＮＦＣ通信から、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ
等の高速無線通信が可能な通信規格に対応した通信にハンドオーバーが行われる。これに
より、通信装置は、高速無線通信によってプリントジョブやスキャンジョブ等のジョブを
送信し、また、送信したジョブに対応するデータ（スキャンデータ等）を受信できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３６４１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、携帯端末等の通信装置が、複合機やプリンター等の情報処理装置から取得可能な
データは、携帯端末に実装されているアプリケーションに対応するデータ（スキャンデー
タ等）に限定されていた。しかし、ユーザの利便性を向上させるためには、情報処理装置
から取得可能なデータをそのようなデータに限定することなく、ログ情報や設定情報等の
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種々のデータからユーザが指定（選択）できることが必要である。
【０００６】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものである。本発明は、通信装置において、ユ
ーザの指定したデータを、近距離無線通信に基づいて確立した高速無線通信によって情報
処理装置から取得できるようにすることで、ユーザビリティを向上させる技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る通信装置は、前記通信装置が印刷装置から取得するデータを、ジ
ャム履歴を含む複数の候補の中からユーザが選択するための選択画面を表示する表示手段
と、ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続を確立す
るための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、前記接続情報に基づい
て、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立する確立手段と、前記無線
接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装置から取得
する第２の取得手段とを備え、前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の取得手段
が前記接続情報を前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能であるこ
とを特徴とする。
　また、本発明の他の一態様に係る通信装置は、前記通信装置が印刷装置から取得するデ
ータを、エラー履歴を含む複数の候補の中からユーザが選択するための選択画面を表示す
る表示手段と、ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接
続を確立するための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、前記接続情
報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立する確立手段と
、前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装
置から取得する第２の取得手段とを備え、前記印刷装置から取得するデータは、前記第１
の取得手段が前記接続情報を前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可
能であることを特徴とする。
　また、本発明の他の一態様に係る通信装置は、前記通信装置が印刷装置から取得するデ
ータを、カウンタ情報を含む複数の候補の中からユーザが選択するための選択画面を表示
する表示手段と、ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線
接続を確立するための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、前記接続
情報に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立する確立手段
と、前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷
装置から取得する第２の取得手段とを備え、前記印刷装置から取得するデータは、前記第
１の取得手段が前記接続情報を前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択
可能であることを特徴とする。
　また、本発明の他の一態様に係る通信装置は、前記通信装置が印刷装置から取得するデ
ータを、ログ情報を含む複数の候補の中からユーザが選択するための選択画面を表示する
表示手段と、ＮＦＣによる通信を用いて、前記通信装置と前記印刷装置との間で無線接続
を確立するための接続情報を前記印刷装置から取得する第１の取得手段と、前記接続情報
に基づいて、前記通信装置と前記印刷装置との間で前記無線接続を確立する確立手段と、
前記無線接続を介して、前記選択画面においてユーザに選択されたデータを前記印刷装置
から取得する第２の取得手段とを備え、前記印刷装置から取得するデータは、前記第１の
取得手段が前記接続情報を前記印刷装置から取得する前に前記選択画面を用いて選択可能
であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通信装置において、ユーザが選択したデータを、ＮＦＣによる通信を
用いて取得した接続情報に基づいて確立した無線接続を介して外部装置から取得できるよ
うにすることで、ユーザビリティを向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】通信システムの構成例を示す図。
【図２】ＭＦＰのハードウェア構成例を示すブロック図。
【図３】携帯端末のハードウェア構成例を示すブロック図。
【図４】、
【図５】、
【図６】携帯端末の表示部に表示される、ＭＦＰ連携アプリケーションの操作画面の例を
示す図。
【図７】第１の実施形態に係る携帯端末１０２において実行されるデータ取得制御の手順
を示すフローチャート。
【図８】第１の実施形態に係るＭＦＰ１０１において実行されるデータ取得制御の手順を
示すフローチャート。
【図９】第２の実施形態に係る携帯端末１０２において実行されるデータ取得制御の手順
を示すフローチャート。
【図１０】第２の実施形態に係るＭＦＰ１０１において実行されるデータ取得制御の手順
を示すフローチャート。
【図１１】第３の実施形態に係る携帯端末１０２において実行されるデータ取得制御の手
順を示すフローチャート。
【図１２】第３の実施形態に係るＭＦＰ１０１において実行されるデータ取得制御の手順
を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施
形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている
特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１２】
　［第１の実施形態］
　図１乃至図８を参照して第１の実施形態について説明する。なお、図１乃至図６とそれ
らについての説明は、第１乃至第３の実施形態で共通である。
【００１３】
　＜通信システムの構成＞
　図１は、第１の実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。本通信システム
では、ＭＦＰ１０１とパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１０６とが、有線ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）１０４を介して接続され、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが、
無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続１０３）を介して無線接続される。ＭＦＰ１
０１と携帯端末１０２は、更に、ＮＦＣによって無線接続することも可能である。なお、
ＭＦＰ１０１は、情報処理装置の一例であり、携帯端末１０２は、情報処理装置と通信可
能な通信装置の一例である。
【００１４】
　ＭＦＰ１０１及び携帯端末１０２は、近距離無線通信のための通信方式（第１通信方式
）として、ＮＦＣに対応している。また、ＭＦＰ１０１及び携帯端末１０２は、ＮＦＣよ
りも高速な無線通信のための通信方式（第２通信方式）として、ＩＥＥＥ８０２．１１規
格の無線ＬＡＮ方式、及び無線ＬＡＮ方式を使用する通信方式の１つであるＷｉ－Ｆｉ 
Ｄｉｒｅｃｔに対応している。
【００１５】
　図１に示すように、ＭＦＰ１０１は、ＮＦＣに対応したＮＦＣタグ１０５を備え、携帯
端末１０２等のＮＦＣに対応した外部装置と、ＮＦＣタグ１０５を介してＮＦＣ通信を行
うことが可能である。なお、ＭＦＰ１０１は、公衆回線網を介したファクシミリ通信を行
うことも可能である。
【００１６】
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　携帯端末１０２は、有線ＬＡＮ１０４上のアクセスポイント（図示せず）に対してＷＬ
ＡＮ方式で接続することによって、ＭＦＰ１０１と通信することが可能である。また、携
帯端末１０２は、アクセスポイントを介すことなく、ＭＦＰ１０１に対してＷｉ－Ｆｉ 
Ｄｉｒｅｃｔで接続（Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続１０３）を行うことによって、ＭＦ
Ｐ１０１と直接通信することも可能である。
【００１７】
　本実施形態では、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが、近距離無線通信としてＮＦＣで
直接通信するとともに、高速無線通信としてＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔで直接通信する例
について説明する。しかし、本実施形態は、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが、高速無
線通信として、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔではなく、ＷＬＡＮ方式でアクセスポイント（
図示せず）を介して通信する場合にも同様に実現できる。
【００１８】
　＜ＭＦＰの構成＞
　図２は、本実施形態に係るＭＦＰ１０１のハードウェア構成例を示すブロック図である
。ＭＦＰ１０１は、コントローラボード２００と、コントローラボード２００に接続され
た、スキャナ２０９、プリンタエンジン２０７、操作パネル２１２及びＮＦＣアンテナ２
１４とを備える。コントローラボード２００は、コントローラボード２００に接続されて
いる各デバイスを制御することで、ＭＦＰ１０１において印刷、スキャン、コピー、ＦＡ
Ｘ等の、種々の機能を実現する。
【００１９】
　スキャナ２０９は、原稿台ガラス上に置かれた原稿の画像を読み取って得られた画像デ
ータを出力する。プリンタエンジン２０７は、入力された画像データ（印刷データ）に基
づく画像を用紙に印刷（画像形成）する。操作パネル２１２は、液晶表示部等の表示部と
、ハードキー、表示部上に配置されたタッチパネル等の操作部とを備える。ユーザは、操
作パネル２１２を用いることで、ＭＦＰ１０１に対する種々の設定及び指示を行うことが
可能である。また、ＭＦＰ１０１は、操作パネル２１２を介してユーザに対する種々の表
示を行うことが可能である。
【００２０】
　コントローラボード２００は、システムバス２１９に接続されたデバイスとして、ＣＰ
Ｕ２０１、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０３、記憶装置２０４、画像処理部２０５、エンジン
Ｉ／Ｆ２０６、スキャナＩ／Ｆ２０８、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０、ＮＦＣコントローラ
２１３、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ２１５、ネットワークＩ／Ｆ２１７、及びＦＡＸＩ／Ｆ２１８を
備える。ＮＦＣコントローラ２１３は、ＮＦＣ用のアンテナ（ＮＦＣアンテナ）２１４と
接続されており、ＮＦＣアンテナ２１４とともにＮＦＣタグ１０５を構成する。
【００２１】
　ＣＰＵ２０１は、システムバス２１９を介して接続された各デバイスを制御することに
よって、ＭＦＰ１０１全体を制御する。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が動作するための
システムワークメモリであり、ＣＰＵ２０１が使用する演算データ及び各種プログラムが
格納される。また、ＲＡＭ２０２は、印刷、スキャン等の実行時に画像処理部２０５によ
って種々の画像処理が施された画像データを保持する画像メモリとしても利用される。Ｒ
ＯＭ２０３は、ブートＲＯＭであり、ＭＦＰ１０１のブートプログラムが格納される。記
憶装置２０４は、不揮発性の記憶装置であり、プログラム及びデータの保存のために用い
られる。ＣＰＵ２０１は、記憶装置２０４に保存されているプログラム及びデータを、必
要に応じてＲＡＭ２０２に読み出して使用する。
【００２２】
　ＵＳＢ Ｉ／Ｆ２１５は、ＰＣ２１６とローカル接続されており、ＰＣ２１６と直接通
信可能である。ネットワークＩ／Ｆ２１７は、ＬＡＮ１０４に接続されており、ＬＡＮ１
０４に接続されたＰＣ１０６と通信可能である。ＦＡＸ Ｉ／Ｆ２１８は、公衆回線網１
０８と接続されており、公衆回線網１０８に接続されたＦＡＸ装置１０９とＦＡＸ通信を
行うことが可能である。
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【００２３】
　ＣＰＵ２０１は、エンジンＩ／Ｆ２０６を介してプリンタエンジン２０７と、スキャナ
Ｉ／Ｆ２０８を介してスキャナ２０９とデータ通信を行う。また、ＣＰＵ２０１は、シス
テムバス２１９を介して操作パネル２１２とデータ通信を行う。また、ＣＰＵ２０１は、
ＵＳＢ Ｉ／Ｆ２１５を介してＰＣ２１６と、ネットワークＩ／Ｆ２１７を介してＰＣ１
０６と、ＦＡＸ Ｉ／Ｆ２１８を介してＦＡＸ装置１０９と通信可能である。
【００２４】
　無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０は、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）用のアンテナ２１１と接続され
ている。無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０は、アンテナ２１１を介して、無線ＬＡＮ方式または
Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔによる通信を行う。例えば、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０は、アン
テナ２１１を介して、アクセスポイントと無線ＬＡＮ方式の通信、または携帯端末１０２
等の外部装置とＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔによる直接通信（Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信
）を行うことが可能である。ＣＰＵ２０１は、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０を介して、携帯
端末１０２等の外部装置と通信可能である。
【００２５】
　ＮＦＣコントローラ２１３は、ＮＦＣアンテナ２１４を介して、携帯端末１０２等の、
ＮＦＣに対応した外部装置とＮＦＣ通信を行う。ＣＰＵ２０１は、ＮＦＣコントローラ２
１３及びＮＦＣアンテナ２１４を介して、携帯端末１０２等の、ＮＦＣに対応した外部装
置とＮＦＣにより通信可能である。なお本実施形態で、ＮＦＣコントローラ２１３は、第
１通信手段の一例として機能し、ＣＰＵ２０１及び無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ２１０は、第２通
信手段の一例として機能する。
【００２６】
　＜携帯端末の構成＞
　図３は、携帯端末１０２のハードウェア構成例を示すブロック図である。携帯端末１０
２は、コントローラボード３００と、コントローラボード３００に接続された、表示部３
０６、タッチパネル３０８、ハードキー３０９、及びＮＦＣアンテナ３１４とを備える。
コントローラボード３００は、コントローラボード３００に接続されている各デバイスを
制御することで、携帯端末１０２において種々の機能を実現する。コントローラボード３
００は、ＣＰＵ３０１、ＲＡＭ３０２、ＲＯＭ３０３、記憶装置３０４、表示コントロー
ラ３０５、操作部コントローラ３０７、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ３１０、通話部３１２、及び
ＮＦＣコントローラ３１３を備える。
【００２７】
　ＣＰＵ３０１は、システムバス３１５を介して接続された各デバイスを制御することに
よって、携帯端末１０２全体を制御する。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３０１が動作するため
のシステムワークメモリであり、ＣＰＵ３０１が使用する演算データ及び各種プログラム
が格納される。ＲＯＭ３０３は、ブートＲＯＭであり、携帯端末１０２のブートプログラ
ムが格納される。記憶装置３０４は、不揮発性の記憶装置であり、プログラム及びデータ
の保存のために用いられる。ＣＰＵ３０１は、記憶装置３０４に保存されているプログラ
ム及びデータを、必要に応じてＲＡＭ３０２に読み出して使用する。
【００２８】
　表示コントローラ３０５は、ＣＰＵ３０１からの指示に応じて表示部３０６の表示を制
御する。操作部コントローラ３０７は、タッチパネル３０８及びハードキー３０９を制御
し、タッチパネル３０８及びハードキー３０９に対するユーザの操作内容を示す信号を、
システムバス３１５を介してＣＰＵ３０１に送信する。通話部３１２は、マイク及びスピ
ーカ（図示せず）と接続されており、３ＧネットワークやＬＴＥネットワーク等のモバイ
ルネットワークの基地局と通信することによって、携帯端末１０２の電話機能を提供する
。
【００２９】
　無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ３１０は、ＷＬＡＮ用のアンテナ３１１と接続されている。無線Ｌ
ＡＮ Ｉ／Ｆ３１０は、アンテナ３１１を介して、無線ＬＡＮ方式またはＷｉ－Ｆｉ Ｄｉ
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ｒｅｃｔによる通信を行う。例えば、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ３１０は、アンテナ３１１を介
して、アクセスポイントと無線ＬＡＮ方式の通信、またはＭＦＰ１０１等の外部装置とＷ
ｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信を行うことが可能である。ＣＰＵ３０１は、無線ＬＡＮ Ｉ／
Ｆ３１０を介して、ＭＦＰ１０１等の外部装置と通信可能である。
【００３０】
　ＮＦＣコントローラ３１３は、ＮＦＣアンテナ３１４を介して、ＭＦＰ１０１等の、Ｎ
ＦＣに対応した外部装置とＮＦＣ通信を行う。ＣＰＵ３０１は、ＮＦＣコントローラ３１
３及びＮＦＣアンテナ３１４を介して、ＭＦＰ１０１等の、ＮＦＣに対応した外部装置と
ＮＦＣにより通信可能である。
【００３１】
　＜携帯端末によるデータ取得制御＞
　本実施形態では、携帯端末１０２は、ユーザに対して、ＭＦＰ１０１から取得すべき少
なくとも１つのデータ項目を指定するためのユーザインタフェース（ＵＩ）を提供する。
具体的には、ＣＰＵ３０１は、以下で説明するＭＦＰ連携アプリケーションを実行するこ
とによって、図４乃至図６に示すような操作画面を表示部３０６に表示する。これにより
、ＣＰＵ３０１は、ユーザがタッチパネル３０８を用いてデータ項目を指定できるように
する。ＣＰＵ３０１は、タッチパネル３０８を用いたユーザの指定に従って、ＭＦＰ１０
１から取得すべき少なくとも１つのデータ項目を指定する。
【００３２】
　その後、ユーザが携帯端末１０２をＭＦＰ１０１（ＮＦＣタグ１０５）に近づけること
よって、携帯端末１０２とＭＦＰ１０１（ＮＦＣタグ１０５）が近接した状態になると、
ＮＦＣコントローラ３１３は、ＮＦＣタグ１０５との間でＮＦＣ通信を確立する。これに
より、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０１にＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔで接続するための接続
情報（ＭＦＰ１０１のＳＳＩＤや暗号化キー等）をＮＦＣ通信によって取得する。更に、
ＣＰＵ３０１は、取得した接続情報に基づいてＷｉ－Ｆｉ ＤｉｒｅｃｔでＭＦＰ１０１
に接続し、ユーザの指示に従って指定したデータ項目に対応するデータを、Ｗｉ－Ｆｉ 
Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１０１から取得する。
【００３３】
　このように本実施形態では、携帯端末１０２において、ユーザの指定したデータを、Ｎ
ＦＣ通信に基づいて確立したＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１０１から取
得できるようにする。これにより、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によって携帯端末１０
２がＭＦＰ１０１から取得可能なデータについての指定（選択）の自由度を高めることが
でき、ユーザビリティを向上させることが可能である。
【００３４】
　＜ＭＦＰ連携アプリケーションの動作例＞
　次に、図４乃至図６を参照して、携帯端末１０２上で動作するＭＦＰ連携アプリケーシ
ョンの動作例、及び当該アプリケーションの操作画面の例について説明する。携帯端末１
０２のユーザは、表示部３０６に表示されるメニューまたはボタンに対する操作（メニュ
ーのスクロール、ボタンの押下等の操作）を、タッチパネル３０８を操作することによっ
て行うことができる。
【００３５】
　ユーザが携帯端末１０２のタッチパネル３０８を操作してＭＦＰ連携アプリケーション
を立ち上げると、操作画面４００（図４）が表示部３０６に表示される。具体的には、Ｃ
ＰＵ３０１は、ユーザ操作に応じて、記憶装置３０４またはＲＯＭ３０３に格納されてい
るＭＦＰ連携アプリケーションをＲＡＭ３０２に読み出して実行することで、ＭＦＰ連携
アプリケーションを携帯端末１０２上で動作させる。これにより、ＣＰＵ３０１は、表示
コントローラ３０５を制御して、表示部３０６に操作画面４００を表示させる。ＣＰＵ３
０１は、タッチパネル３０８に対するユーザの操作に応じて、以下で説明するように、表
示部３０６の表示制御及びＭＦＰ１０１からのデータの取得制御を行う。
【００３６】
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　操作画面４００（図４）は、ＭＦＰ連携アプリケーションの起動時に表示部３０６に表
示される操作画面（トップ画面）の一例である。操作画面４００には、ＭＦＰ１０１から
取得可能なデータ項目４０１～４０４が、タッチパネル３０８に対する操作によって指定
（選択）可能な状態で表示される。なお、図４に示すデータ項目４０１～４０４は一例に
すぎず、ＭＦＰ１０１における履歴情報、設定情報、アドレス帳情報等の、任意の情報を
指定可能にしうる。
【００３７】
　（１つのデータ項目が選択される場合）
　操作画面４００が表示部３０６に表示された状態で、ユーザがデータ項目４０１～４０
４のいずれかを選択してＯＫボタン４０５を押下すると、表示部３０６の表示は操作画面
４００から操作画面５００（図４）に切り替わる。操作画面５００には、操作画面４００
を用いて選択された、取得対象のデータ項目５０１と、携帯端末１０２を（ＭＦＰ１０１
の）ＮＦＣタグ１０５に近づけるよう促すメッセージ５０２とが表示される。
【００３８】
　操作画面５００が表示部３０６に表示された状態で、携帯端末１０２がＮＦＣタグ１０
５の通信可能な範囲内に近づけられると、携帯端末１０２とＮＦＣタグ１０５との間でＮ
ＦＣ通信が確立される。これにより、携帯端末１０２は、ＭＦＰ１０１に対してＷｉ－Ｆ
ｉ Ｄｉｒｅｃｔで接続するための接続情報を、ＮＦＣ通信によりＮＦＣタグ１０５から
受信する。その後、携帯端末１０２が、受信した接続情報に基づいてＭＦＰ１０１に対す
るＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続を開始すると、表示部３０６の表示は操作画面６００（
図４）に切り替わる。操作画面６００には、ＭＦＰ１０１に対するＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅ
ｃｔ接続を実行中であることを示すメッセージ６０１が表示される。
【００３９】
　携帯端末１０２とＭＦＰ１０１との間のＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続が完了すると、
携帯端末１０２は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によるＭＦＰ１０１からのデータの取
得を開始する。その際、表示部３０６の表示は操作画面７００（図４）に切り替わる。操
作画面７００には、取得対象のデータ項目５０１に対応するデータをＭＦＰ１０１から取
得中であることを示すメッセージ７０１が表示される。ＭＦＰ１０１からのデータの取得
が完了すると、表示部３０６の表示は操作画面８００（図５）に切り替わる。
【００４０】
　操作画面８００には、ＭＦＰ１０１からデータの取得が完了したことを示すメッセージ
８０１と、ＯＫボタン８０２とが表示される。操作画面８００においてＯＫボタン８０２
がユーザによって押下されると、表示部３０６の表示は操作画面９００（図５）に切り替
わる。操作画面９００は、ＭＦＰ１０１から追加として取得するデータがあるか否かをユ
ーザが選択するための画面である。操作画面９００において、「はい」ボタン９０１がユ
ーザによって押下された場合、表示部３０６の表示は操作画面４００（図４）に切り替わ
る。一方、「いいえ」ボタン９０２がユーザによって押下された場合、携帯端末１０２は
、ＭＦＰ連携アプリケーションの実行を終了する。
【００４１】
　一方、ＭＦＰ１０１からデータを取得できなかった場合、表示部３０６の表示は操作画
面７００から操作画面１０００（図５）に切り替わる。操作画面１０００には、ＭＦＰ１
０１からデータを取得できなかったことを示すメッセージ１００１と、ＯＫボタン１００
２とが表示される。操作画面１０００においてＯＫボタン１００２がユーザによって押下
されると、表示部３０６の表示は操作画面４００（図４）に切り替わる。
【００４２】
　（複数のデータ項目が選択される場合）
　操作画面１１００（図５）は、操作画面４００においてユーザがデータ項目４０１～４
０４のうちの複数のデータ項目を選択した場合の画面表示例に相当する。操作画面１１０
０においてＯＫボタン４０５がユーザによって押下されると、表示部３０６の表示は操作
画面１２００（図６）に切り替わる。操作画面１２００には、取得対象のデータ項目１２
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０１，１２０２と、携帯端末１０２を（ＭＦＰ１０１の）ＮＦＣタグ１０５に近づけるよ
う促すメッセージ１２０３とが表示される。
【００４３】
　操作画面１２００が表示部３０６に表示された状態で、携帯端末１０２がＮＦＣタグ１
０５の通信可能な範囲内に近づけられると、携帯端末１０２とＮＦＣタグ１０５との間で
ＮＦＣ通信が確立される。これにより、携帯端末１０２は、ＭＦＰ１０１に対してＷｉ－
Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔで接続するための接続情報を、ＮＦＣ通信によりＮＦＣタグ１０５か
ら受信する。その後、携帯端末１０２が、受信した接続情報に基づいてＭＦＰ１０１に対
するＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続を開始すると、表示部３０６の表示は操作画面１３０
０（図６）に切り替わる。操作画面１３００には、ＭＦＰ１０１に対するＷｉ－Ｆｉ Ｄ
ｉｒｅｃｔ接続を実行中であることを示すメッセージ１３０１が表示される。
【００４４】
　携帯端末１０２とＭＦＰ１０１との間のＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続が完了すると、
携帯端末１０２は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によるＭＦＰ１０１からのデータの取
得を開始する。その際、表示部３０６の表示は操作画面１４００（図６）に切り替わる。
操作画面１４００には、取得対象のデータ項目１２０１，１２０２に対応するデータの取
得状況を示すメッセージ１４０１が表示される。ＭＦＰ１０１からのデータの取得が完了
すると、表示部３０６の表示は操作画面１５００（図６）に切り替わる。
【００４５】
　操作画面１５００には、ＭＦＰ１０１からデータの取得が完了したことを示すメッセー
ジ１５０１と、ＯＫボタン１５０２とが表示される。操作画面１５００においてＯＫボタ
ン１５０２が押下されると、表示部３０６の表示は操作画面９００（図５）に切り替わる
。一方、ＭＦＰ１０１からデータを取得できなかった場合、表示部３０６の表示は操作画
面１４００から操作画面１０００（図５）に切り替わる。
【００４６】
　＜データ取得制御の手順＞
　図７及び図８はそれぞれ、本実施形態に係る携帯端末１０２及びＭＦＰ１０１において
実行されるデータ取得制御の手順を示すフローチャートである。図７に示す各ステップの
処理は、携帯端末１０２のＣＰＵ３０１が記憶装置３０４またはＲＯＭ３０３に格納され
たＭＦＰ連携アプリケーションをＲＡＭ３０２に読み出して実行することによって、携帯
端末１０２において実現される。また、図８に示す各ステップの処理は、ＭＦＰ１０１の
ＣＰＵ２０１が記憶装置２０４またはＲＯＭ２０３に格納された制御プログラムをＲＡＭ
２０２に読み出して実行することによって、ＭＦＰ１０１において実現される。なお、本
実施形態では、携帯端末１０２がＭＦＰ１０１からデータを取得する場合について説明す
るが、ＰＣ等の情報処理装置からデータを取得する場合にも、図７及び図８に示す手順を
同様に適用できる。
【００４７】
　ＭＦＰ１０１において主電源が起動すると、ＣＰＵ２０１は、まずＳ１５１で、ＭＦＰ
１０１にＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔで接続するための接続情報（Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ
接続情報）を、ＮＦＣタグ１０５に書き込む。当該接続情報は、上述のように、ＭＦＰ１
０１のＳＳＩＤや暗号化キー等である。ＮＦＣタグ１０５は、ＮＦＣ通信によって外部装
置からの情報の読み取り及び書き込みが可能な記憶領域を有しており、ＣＰＵ２０１は、
Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を当該記憶領域に格納する。その後、ＣＰＵ２０１は
、Ｓ１５２において外部装置からのＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続要求を待ち受ける。
【００４８】
　一方、携帯端末１０２で、ユーザがタッチパネル３０８を操作してＭＦＰ連携アプリケ
ーションの起動を指示すると、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０１で、ＭＦＰ連携アプリケーショ
ンを起動する。ＣＰＵ３０１は、記憶装置３０４またはＲＯＭ３０３に格納されているＭ
ＦＰ連携アプリケーションをＲＡＭ３０２に読み出して実行を開始することによって、当
該アプリケーションを起動する。これにより、表示部３０６には操作画面４００（図４）



(12) JP 6444067 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

が表示される。
【００４９】
　操作画面４００を用いて、ＭＦＰ１０１から取得すべきデータ項目の選択がユーザによ
って指示されると、Ｓ１０２で、ＣＰＵ３０１は、ユーザの指示に従って、ＭＦＰ１０１
から取得すべきデータ項目を選択（指定）する。その後、ＣＰＵ３０１は、処理をＳ１０
３に進める。
【００５０】
　本実施形態では、携帯端末１０２は、ＮＦＣコントローラ３１３が有するＮＦＣリーダ
機能を利用してＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報をＮＦＣタグ１０５（の記憶領域）か
ら読み取ることによって、ＭＦＰ１０１から取得する。具体的には、Ｓ１０３で、ＣＰＵ
３０１は、ＮＦＣコントローラ３１３をリーダモードに設定する。なお、ＮＦＣコントロ
ーラ３１３は、ＮＦＣの通信モードとして、ライタモード（第１通信モード）、リーダモ
ード（第２通信モード）、及びピアツーピア（Ｐ２Ｐ）モード（第３通信モード）の３つ
の通信モードで動作可能である。ライタモードは、外部装置へのデータの送信（書き込み
）のみが可能な通信モードである。リーダモードは、外部装置からのデータの受信（読み
取り）のみが可能な通信モードである。Ｐ２Ｐモードは、外部装置との間でデータの送受
信（双方向の通信）が可能な通信モードである。
【００５１】
　次に、Ｓ１０４で、ＣＰＵ３０１は、携帯端末１０２がユーザによってＭＦＰ１０１の
ＮＦＣタグ１０５に近づけられることによって、ＮＦＣコントローラ３１３がＮＦＣタグ
１０５との間でＮＦＣ通信を確立したか否かを判定する。ＮＦＣ通信が確立したと判定す
ると（Ｓ１０４で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ３０１は、次にＳ１０５で、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒ
ｅｃｔ接続情報を、ＮＦＣ通信によってＮＦＣタグ１０５から読み取る。更に、Ｓ１０６
で、ＣＰＵ３０１は、ＮＦＣタグ１０５から読み取った接続情報に基づいて、Ｗｉ－Ｆｉ
 Ｄｉｒｅｃｔ接続要求をＭＦＰ１０１に送信し、処理をＳ１０７に進める。
【００５２】
　ＭＦＰ１０１では、ＣＰＵ２０１は、Ｓ１５２で、外部装置からＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅ
ｃｔ接続要求を受信したか否かを判定する。携帯端末１０２からＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃ
ｔ接続要求を受信すると（Ｓ１５２で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ２０１は、次にＳ１５３で、
受信した接続要求に対する応答を送信し、処理をＳ１５４に進める。これにより、携帯端
末１０２とＭＦＰ１０１との間でＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続が完了し、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄ
ｉｒｅｃｔ通信が可能となる。
【００５３】
　携帯端末１０２では、Ｓ１０７で、ＣＰＵ３０１は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続が
完了したか否かを判定する。Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続要求に対する応答をＭＦＰ１
０１から受信したことによってＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続が完了すると（Ｓ１０７で
「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ３０１は、処理をＳ１０８に進める。Ｓ１０８で、ＣＰＵ３０１は
、Ｓ１０２において選択したデータ項目に対応するデータを要求するためのデータ要求を
、Ｗｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１０１に送信し、処理をＳ１０９に進める
。なお、Ｓ１０２において複数のデータ項目を選択した場合、ＣＰＵ３０１は、選択した
全てのデータ項目に対応するデータを要求するためのデータ要求を送信する。
【００５４】
　ＭＦＰ１０１では、Ｓ１５４で、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２からデータ要求を受
信したか否かを判定する。データ要求を受信したと判定すると（Ｓ１５４で「ＹＥＳ」）
、Ｓ１５５で、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２から受信したデータ要求に従って、要求
されたデータ項目に対応するデータを、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によって携帯端末
１０２に送信する。その後、ＣＰＵ２０１は、処理をＳ１５６に進める。なお、複数のデ
ータ項目に対応するデータが要求された場合、要求された全てのデータを携帯端末１０２
に送信する。
【００５５】
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　携帯端末１０２では、Ｓ１０９で、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０８において要求したデータ
をＭＦＰ１０１から受信したか否かを判定し、受信したと判定すると（Ｓ１０９で「ＹＥ
Ｓ」）、処理をＳ１１０に進める。なお、例えば通信状態の劣化に起因してＷｉ－ＦｉＤ
ｉｒｅｃｔ接続が切断され、ＭＦＰ１０１からデータを受信できなかった場合、ＣＰＵ３
０１は、操作画面１０００を表示部３０６に表示し、図７に示すフローチャートに従った
処理を終了しうる。
【００５６】
　Ｓ１１０で、ＣＰＵ３０１は、追加のデータ要求があるか否かを判定する。ここで、Ｃ
ＰＵ３０１は、操作画面９００でボタン９０１が押下されると、追加のデータ要求がある
と判定し（Ｓ１１０で「ＹＥＳ」）、処理をＳ１１１に進める。一方、ＣＰＵ３０１は、
操作画面９００でボタン９０２が押下されると、追加のデータ要求がないと判定し（Ｓ１
１０で「ＮＯ」）、処理をＳ１１３に進める。
【００５７】
　追加のデータをＭＦＰ１０１から取得する場合（Ｓ１１０で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ３０
１は、Ｓ１１１で、操作画面４００を介して追加のデータ項目の選択（指定）をユーザか
ら受け付けることで、追加のデータ項目を選択する。更に、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１１２で
、Ｓ１１１において選択したデータ項目に対応するデータを要求するためのデータ要求を
、Ｗｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１０１に送信し、処理をＳ１０９に進める
。これにより、ＣＰＵ３０１は、追加のデータ項目に対応するデータを、Ｗｉ－ＦｉＤｉ
ｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１０１から取得する。
【００５８】
　一方、追加のデータをＭＦＰ１０１から取得しない場合（Ｓ１１０で「ＮＯ」）、ＣＰ
Ｕ３０１は、Ｓ１１３で、ＭＦＰ１０１との間のＷｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ接続を切断し、
Ｓ１１４で、ＭＦＰ連携アプリケーションを終了する。その後、ＣＰＵ３０１は、図７に
示すフローチャートに従った処理を終了する。
【００５９】
　ＭＦＰ１０１では、Ｓ１５６で、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２から追加のデータ要
求を受信したか否かを判定する。追加のデータ要求を受信したと判定すると（Ｓ１５６で
「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ２０１は、処理をＳ１５５に戻す。Ｓ１５５で、ＣＰＵ２０１は、
携帯端末１０２から受信したデータ要求に従って、要求されたデータ項目に対応するデー
タを、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によって携帯端末１０２に送信する。一方、追加の
データ要求を受信していないと判定すると（Ｓ１５６で「ＮＯ」）、ＣＰＵ２０１は、処
理をＳ１５６からＳ１５７に進める。
【００６０】
　Ｓ１５７で、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２との間のＷｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ接続を
切断し、処理をＳ１５２に戻す。Ｓ１５２では、ＣＰＵ２０１は、再び外部装置からのＷ
ｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続要求を待ち受ける。
【００６１】
　以上説明したように、本実施形態では、携帯端末１０２において、ユーザの指定したデ
ータを、ＮＦＣ通信に基づいて確立したＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１
０１から取得できるようにする。これにより、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭ
ＦＰ１０１から取得すべきデータをユーザが自由に指定することが可能になるため、ユー
ザビリティを向上させることが可能である。また、本実施形態では、ＭＦＰ１０１のＮＦ
Ｃタグ１０５に予めＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を格納しておくことで、携帯端末
１０２は、ＮＦＣ通信によってＮＦＣタグ１０５から当該接続情報を取得できる。これに
より、携帯端末１０２とＭＦＰ１０１との間のＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続と、ＭＦＰ
１０１からデータの取得とを、ユーザが携帯端末１０２をＭＦＰ１０１（ＮＦＣタグ１０
５）に近づけるだけで実現できる。したがって、本実施形態によれば、ユーザの簡易な動
作によって、ＭＦＰ１０１からのデータの取得を実現できる。
【００６２】
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　なお、本実施形態では、携帯端末１０２がＭＦＰ１０１に対して高速無線通信としてＷ
ｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔで直接通信する場合について説明してきた。しかし、本実施形態
は、高速無線通信として、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信に代えて、ＷＬＡＮ方式でアク
セスポイントを介してＭＦＰ１０１と通信する場合にも同様に適用できる。この場合、Ｍ
ＦＰ１０１は、接続情報として、アクセスポイントにＷＬＡＮ方式で接続するための情報
を、ＮＦＣ通信によって携帯端末１０２に提供する。また、携帯端末１０２（ＣＰＵ３０
１）は、ＮＦＣ通信によってＭＦＰ１０１から取得した接続情報に基づいてアクセスポイ
ントに接続することによって、当該アクセスポイントを介してＭＦＰ１０１と通信し、デ
ータをＭＦＰ１０１から取得する。また、本実施形態は、高速無線通信として、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を用いる場合にも同様に適用できる。
【００６３】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、携帯端末１０２は、ＮＦＣタグ１０５からＮＦＣ通信によって読
み取ったＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報に基づいて確立したＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ
通信によって、ＭＦＰ１０１へのデータ要求の送信を行う（Ｓ１０８）。これに対して、
第２の実施形態では、データ要求の送信を、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信の確立前に、
ＮＦＣ通信によって行う例について説明する。なお、説明の簡略化のため、第１の実施形
態と共通する箇所に関する説明を省略するものとする。
【００６４】
　図９及び図１０それぞれは、本実施形態に係る携帯端末１０２及びＭＦＰ１０１におい
て実行されるデータ取得制御の手順を示すフローチャートである。図９に示す各ステップ
の処理は、携帯端末１０２のＣＰＵ３０１が記憶装置３０４またはＲＯＭ３０３に格納さ
れたＭＦＰ連携アプリケーションをＲＡＭ３０２に読み出して実行することによって、携
帯端末１０２において実現される。また、図１０に示す各ステップの処理は、ＭＦＰ１０
１のＣＰＵ２０１が記憶装置２０４またはＲＯＭ２０３に格納された制御プログラムをＲ
ＡＭ２０２に読み出して実行することによって、ＭＦＰ１０１において実現される。なお
、本実施形態では、第１の実施形態と同様、携帯端末１０２がＭＦＰ１０１からデータを
取得する場合について説明するが、ＰＣ等の情報処理装置からデータを取得する場合にも
、図９及び図１０に示す手順を同様に適用できる。
【００６５】
　図９及び図１０では、第１の実施形態と同様の処理を行うステップについては、図７及
び図８と同様の参照符号を使用している。図９において第１の実施形態（図７）と異なる
点は、Ｓ１０３及びＳ１０４がＳ２０１～Ｓ２０４に置き換えられている点、及びＳ１０
８が削除されている点である。また、図１０において第１の実施形態（図８）と異なる点
は、Ｓ１５４がＳ２５１に置き換えられている点である。
【００６６】
　より具体的には、携帯端末１０２では、第１の実施形態と同様にＳ１０２においてＭＦ
Ｐ１０１から取得すべきデータ項目を選択（指定）した後、ＣＰＵ３０１は、処理をＳ２
０１に進める。本実施形態では、携帯端末１０２は、ＮＦＣコントローラ３１３が有する
ＮＦＣライタ機能を利用して、選択したデータ項目に対応するデータを要求するためのデ
ータ要求を、ＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０５に書き込む。これにより、携帯端末１０２
は、ＭＦＰ１０１に対するデータ要求を行う。
【００６７】
　Ｓ２０１で、ＣＰＵ３０１は、ＮＦＣコントローラ３１３をライタモードに設定する。
ライタモードは、上述のように、外部装置へのデータの送信（書き込み）のみが可能な通
信モードである。次に、Ｓ２０２で、ＣＰＵ３０１は、携帯端末１０２がユーザによって
ＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０５に近づけられることによって、ＮＦＣコントローラ３１
３がＮＦＣタグ１０５との間でＮＦＣ通信を確立したか否かを判定する。ＮＦＣ通信が確
立したと判定すると（Ｓ２０２で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ３０１は、次にＳ２０３で、Ｓ１
０２において選択したデータ項目に対応するデータを要求するためのデータ要求を、ＮＦ
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Ｃ通信によってＮＦＣタグ１０５（の記憶領域）に書き込む。
【００６８】
　その後、ＣＰＵ３０１は、Ｓ２０４で、ＮＦＣコントローラ３１３をリーダモードに切
り替えることで、第１の実施形態と同様、ＮＦＣ通信によってＮＦＣタグ１０５からＷｉ
－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を読み取れるようにする（Ｓ１０５）。本実施形態では、
ＣＰＵ３０１は、ＮＦＣタグ１０５から読み取ったＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報に
基づいて、ＭＦＰ１０１との間でＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続を完了すると（Ｓ１０７
で「ＹＥＳ」）、処理をＳ１０９に進める。即ち、ＮＦＣ通信によってＭＦＰ１０１にデ
ータ要求を送信済み（ＮＦＣタグ１０５にデータ要求を書き込み済み）であるため、ＣＰ
Ｕ３０１は、初回のデータ要求の送信をＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によって行わない
。
【００６９】
　Ｓ１０９以降では、第１の実施形態と同様、携帯端末１０２は、データ要求に対応する
データをＭＦＰ１０１から取得するとともに、必要に応じて、追加のデータ要求をＭＦＰ
１０１に送信することで、追加のデータをＭＦＰ１０１から取得する。
【００７０】
　一方、ＭＦＰ１０１では、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２との間でＷｉ－Ｆｉ Ｄｉ
ｒｅｃｔ接続が完了し、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信が可能となると（Ｓ１５３）、処
理をＳ１５３からＳ２５１に進める。Ｓ２５１で、ＣＰＵ２０１は、携帯端末１０２から
Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってデータ要求を受信するのではなく、携帯端末１０
２によってＮＦＣタグ１０５（の記憶領域）に書き込まれたデータ要求を、ＮＦＣタグ１
０５（の記憶領域）から読み取る。更に、Ｓ１５５で、ＣＰＵ２０１は、当該データ要求
に従って、要求されたデータ項目に対応するデータを、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信に
よって携帯端末１０２に送信し、処理をＳ１５６に進める。
【００７１】
　Ｓ１５６以降では、第１の実施形態と同様、必要に応じて、携帯端末１０２からの追加
のデータ要求に従って、追加のデータをＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１
０１に送信する。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態では、携帯端末１０２からＭＦＰ１０１へのデータ要
求の送信を、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信の確立前に、ＮＦＣライタ機能を利用してＮ
ＦＣタグ１０５に書き込むことによって行う。これにより、ＭＦＰ１０１は、Ｗｉ－Ｆｉ
 Ｄｉｒｅｃｔ通信によるデータ要求の受信を待つことなくＮＦＣタグ１０５からデータ
要求を取得できる。したがって、ＭＦＰ１０１において初回のデータ要求に対応するデー
タの送信の開始タイミングをより早めることが可能である。
【００７３】
　［第３の実施形態］
　第３の実施形態では、第２の実施形態に対する変形例として、携帯端末１０２からＭＦ
Ｐ１０１へのデータ要求の送信を、ＮＦＣライタ機能に代えてＮＦＣのＰ２Ｐ機能を利用
して行う例について説明する。また、本実施形態では、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情
報についても、ＮＦＣのＰ２Ｐ機能を利用して、ＭＦＰ１０１から携帯端末１０２に送信
する。なお、説明の簡略化のため、第１及び第２の実施形態と共通する箇所に関する説明
を省略するものとする。
【００７４】
　図１１及び図１２それぞれは、本実施形態に係る携帯端末１０２及びＭＦＰ１０１にお
いて実行されるデータ取得制御の手順を示すフローチャートである。図１１に示す各ステ
ップの処理は、携帯端末１０２のＣＰＵ３０１が記憶装置３０４またはＲＯＭ３０３に格
納されたＭＦＰ連携アプリケーションをＲＡＭ３０２に読み出して実行することによって
、携帯端末１０２において実現される。また、図１２に示す各ステップの処理は、ＭＦＰ
１０１のＣＰＵ２０１が記憶装置２０４またはＲＯＭ２０３に格納された制御プログラム
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をＲＡＭ２０２に読み出して実行することによって、ＭＦＰ１０１において実現される。
なお、本実施形態では、第１の実施形態と同様、携帯端末１０２がＭＦＰ１０１からデー
タを取得する場合について説明するが、ＰＣ等の情報処理装置からデータを取得する場合
にも、図１１及び図１２に示す手順を同様に適用できる。
【００７５】
　図１１及び図１２では、第１の実施形態と同様の処理を行うステップについては、図７
及び図８と同様の参照符号を使用している。図１１において第１の実施形態（図７）と異
なる点は、Ｓ１０３～Ｓ１０５がＳ３０１～Ｓ３０４に置き換えられている点、及びＳ１
０８が削除されている点である。また、図１２において第１の実施形態（図８）と異なる
点は、Ｓ１５１がＳ３５１～Ｓ３５３に置き換えられている点、及びＳ１５４が削除され
ている点である。
【００７６】
　より具体的には、第１の実施形態と同様にＳ１０２においてＭＦＰ１０１から取得すべ
きデータ項目を選択（指定）した後、ＣＰＵ３０１は、処理をＳ３０１に進める。携帯端
末１０２は、ＮＦＣコントローラ３１３が有するＮＦＣのＰ２Ｐ機能を利用して、選択し
たデータ項目に対応するデータを要求するためのデータ要求を、ＭＦＰ１０１に送信する
。これにより、携帯端末１０２は、ＭＦＰ１０１に対するデータ要求を行う。更に、携帯
端末１０２は、Ｐ２Ｐ機能を利用して、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報をＭＦＰ１０
１から取得する。
【００７７】
　Ｓ３０１で、ＣＰＵ３０１は、ＮＦＣコントローラ３１３をＰ２Ｐモードに設定する。
Ｐ２Ｐモードは、上述のように、外部装置との間でデータの送受信（双方向の通信）が可
能な通信モードである。次に、Ｓ３０２で、ＣＰＵ３０１は、携帯端末１０２がユーザに
よってＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０５に近づけられることによって、ＮＦＣコントロー
ラ３１３がＮＦＣタグ１０５との間で、Ｐ２ＰモードでＮＦＣ通信を確立したか否かを判
定する。Ｐ２ＰモードでＮＦＣ通信が確立したと判定すると（Ｓ３０２で「ＹＥＳ」）、
ＣＰＵ３０１は、処理をＳ３０３に進める。
【００７８】
　なお、携帯端末１０２が、ＮＦＣタグ１０５（ＮＦＣコントローラ２１３）をＰ２Ｐモ
ードへ切り替えるためのリクエストをＭＦＰ１０１に送信し、当該リクエストに対する応
答をＭＦＰ１０１から受信することで、Ｐ２ＰモードでＮＦＣ通信が確立される。ＭＦＰ
１０１は、携帯端末１０２から受信したリクエストに従って、ＮＦＣタグ１０５をＰ２Ｐ
モードに切り替える。
【００７９】
　Ｓ３０３で、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０２において選択したデータ項目に対応するデータ
を要求するためのデータ要求を、ＮＦＣ通信よってＭＦＰ１０１に送信する。更に、ＣＰ
Ｕ３０１は、Ｓ３０４で、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を、ＮＦＣ通信によってＭ
ＦＰ１０１から受信したか否かを判定する。Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を受信し
たと判定すると（Ｓ３０４で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ３０１は、処理をＳ１０６に進める。
Ｓ１０６以降の処理についは、第２の実施形態（図９）と同様である。
【００８０】
　一方、ＭＦＰ１０１では、ＣＰＵ２０１は、ＮＦＣタグ１０５をＰ２Ｐモードへ切り替
えるためのリクエストを携帯端末１０２から受信すると、ＮＦＣタグ１０５をＰ２Ｐモー
ドに切り替えて、携帯端末１０２との間でＰ２ＰモードでＮＦＣ通信を確立する。Ｓ３５
１で、ＭＦＰ１０１は、ＮＦＣタグ１０５（ＮＦＣコントローラ２１３）がＮＦＣコント
ローラ３１３との間で、Ｐ２ＰモードでＮＦＣ通信を確立したか否かを判定する。Ｐ２Ｐ
モードでＮＦＣ通信が確立したと判定すると（Ｓ３５１で「ＹＥＳ」）、ＣＰＵ２０１は
、処理をＳ３５２に進める。
【００８１】
　Ｓ３５２で、ＣＰＵ２０１は、データ要求を、ＮＦＣ通信よって携帯端末１０２から受
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、ＣＰＵ２０１は、Ｓ３５３で、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報を、ＮＦＣ通信のよ
って携帯端末１０２に送信する。これにより、携帯端末１０２は、ＮＦＣ通信によって受
信したＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続情報に基づいて、ＭＦＰ１０１との間でＷｉ－Ｆｉ 
Ｄｉｒｅｃｔ通信を確立する（Ｓ１０７，Ｓ１５３）。更に、携帯端末１０２は、Ｓ３５
２で受信したデータ要求に対応するデータを、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭ
ＦＰ１０１から取得する（Ｓ１０９，Ｓ１５５）。このため、本実施形態では、ＭＦＰ１
０１のＣＰＵ２０１は、Ｓ１５３の後、処理をＳ１５５に進めることで、初回のデータ要
求の受信をＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によって行わない。
【００８２】
　Ｓ１５６以降では、第１の実施形態と同様、必要に応じて、携帯端末１０２からの追加
のデータ要求に従って、追加のデータをＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によってＭＦＰ１
０１に送信する。なお、Ｓ１５７において携帯端末１０２との間のＷｉ－ＦｉＤｉｒｅｃ
ｔ接続を切断すると、ＣＰＵ２０１は、処理をＳ３５１に戻す。
【００８３】
　以上説明したように、本実施形態では、携帯端末１０２からＭＦＰ１０１へのデータ要
求の送信を、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信の確立前に、ＮＦＣのＰ２Ｐ機能を利用して
ＮＦＣタグ１０５に送信することによって行う。これにより、ＭＦＰ１０１は、Ｗｉ－Ｆ
ｉ Ｄｉｒｅｃｔ通信によるデータ要求の受信を待つことなくＮＦＣタグ１０５からデー
タ要求を取得できる。したがって、第２の実施形態と同様、ＭＦＰ１０１において初回の
データ要求に対応するデータの送信の開始タイミングをより早めることが可能である。
【００８４】
　［その他の実施形態］
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワークまたは各種記憶媒
体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（また
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００８５】
１０１：ＭＦＰ、１０２：携帯端末、１０３：Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ接続、１０５：
ＮＦＣタグ、２０１，３０１：ＣＰＵ、２１０，３１０：無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ、２１３，
３１３：ＮＦＣコントローラ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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