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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
管理システムおよび課金システムと、携帯端末および複数の画像形成装置がネットワー
クを介して接続可能な印刷システムにおける制御方法であって、
前記管理システムにおいて、前記携帯端末のユーザが当該印刷システムの登録ユーザで
あることを認証する工程と、
前記課金システムにおいて、前記携帯端末のユーザの決済処理が可能であることを確認
する工程と、
前記携帯端末において、印刷対象の印刷データを印刷させる画像形成装置の検索条件を
前記管理システムに指示する工程と、
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前記管理システムにおいて、指示された前記検索条件に従って前記複数の画像形成装置
の中から１または複数の画像形成装置を検索する検索工程と、
前記携帯端末において、前記検索工程で検索された１または複数の画像形成装置の中か
ら印刷対象を選択可能な選択領域を含む画面であって、１または複数の画像形成装置の情
報と、当該１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷データが印刷される場合の
課金情報とを関連づけた表示内容を、当該画面に表示する表示工程と、
前記携帯端末において、前記選択領域で前記印刷対象として選択された画像形成装置の
情報を含む印刷指示を前記管理システムに送信する工程と、
前記管理システムにおいて、前記ユーザに対する決済処理が可能であれば、前記印刷対
象として選択された画像形成装置に対し少なくとも前記印刷指示が特定可能な情報を含む
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印刷ジョブを発行する工程と、
前記印刷対象として選択された画像形成装置において、発行された前記印刷ジョブに基
づいて前記印刷データを印刷して印刷物を出力する出力工程と、
前記管理システムにおいて、前記印刷物の出力の後に前記課金システムに対し前記課金
情報に基づいて決済処理を依頼する依頼工程と
を有し、
前記携帯端末および前記複数の画像形成装置は近距離通信が可能な近距離通信手段を備
え、
前記出力工程では、前記携帯端末が前記選択された画像形成装置と前記近距離通信手段
を介して近距離通信が可能となったことに応じて、前記携帯端末から前記画像形成装置に
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前記印刷ジョブの実行指示を送信することで前記印刷データが印刷され、
前記依頼工程では、前記印刷対象として選択された画像形成装置からの前記出力工程で
の出力の完了通知の受信後であって、前記携帯端末からの前記印刷物の確認通知の受信後
に、前記決済処理が依頼されることを特徴とする制御方法。
【請求項２】
前記出力工程では、前記携帯端末は前記近距離通信手段を利用して、前記画像形成装置
に前記印刷データをおよび前記実行指示を送信することを特徴とする請求項１に記載の制
御方法。
【請求項３】
前記携帯端末および前記複数の画像形成装置は公衆無線通信を利用するための通信手段
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を備え、
前記出力工程では、前記公衆無線通信の通信パラメータを設定するために前記携帯端末
と前記画像形成装置は前記近距離通信手段を利用し、前記携帯端末は前記通信手段を介し
て前記画像形成装置に前記印刷データを送信する請求項２に記載の制御方法。
【請求項４】
前記携帯端末において、前記印刷対象の印刷データを前記管理システムに転送する工程
と、
前記管理システムにおいて、転送された印刷データを画像処理して前記画像形成装置に
転送する工程を更に有することを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項５】
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前記携帯端末において、印刷対象の印刷データの印刷設定を入力する工程を更に有し、
前記表示工程では、前記印刷データが前記印刷設定で印刷される場合の課金情報を表示
し、
前記出力工程では、前記印刷設定で前記印刷データを印刷して印刷物を出力することを
特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の制御方法。
【請求項６】
前記携帯端末において、印刷対象の印刷データを選択するための領域、前記印刷設定を
入力するための設定領域、および前記検索条件を入力するための検索領域のそれぞれが、
異なる画面に表示されることを特徴とする請求項５に記載の制御方法。
【請求項７】
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前記携帯端末において、印刷対象の印刷データを選択するための領域、前記印刷設定を
入力するための設定領域、および前記検索条件を入力するための検索領域の少なくとも２
つが、同じ画面に表示されることを特徴とする請求項５に記載の制御方法。
【請求項８】
前記課金情報は、前記１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷データが前記
印刷設定で印刷される場合に必要となるコスト料金と、前記画像形成装置による印刷サー
ビス料金に基づき算出されることを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載の制
御方法。
【請求項９】
前記コスト料金は、前記１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷データが前
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記印刷設定で印刷される場合に必要となる色材のコスト、用紙のコスト、および前記画像
形成装置の償却のコストに基づき算出されることを特徴とする請求項８に記載の制御方法
。
【請求項１０】
前記色材のコストは、前記印刷データが前記印刷設定で印刷される場合の画像量と、前
記画像形成装置で使用される色材の基準単価に基づいて算出されることを特徴とする請求
項９に記載の制御方法。
【請求項１１】
前記課金情報のうち、少なくとも前記色材のコストは、前記携帯端末に格納された前記
印刷データに基づいて算出された前記印刷データのドット数から算出されることを特徴と
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する請求項９または１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
前記課金情報は、前記管理システムにおいて算出され、前記携帯端末に送信されること
を特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１３】
前記印刷データは前記携帯端末に格納されたファイルから選択されることを特徴とする
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１４】
前記印刷データは前記管理システムに格納されたファイルから選択されることを特徴と
する請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の制御方法。
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【請求項１５】
前記携帯端末において、前記検索工程で検索された１または複数の画像形成装置の中か
ら印刷対象を選択可能な選択領域を含む画面を表示する際に、地図の画像上に１または複
数の画像形成装置の情報と、当該１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷デー
タが印刷される場合の課金情報とを関連づけた表示内容を、重畳表示することを特徴とす
る請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１６】
前記携帯端末において、前記検索工程で検索された１または複数の画像形成装置の中か
ら印刷対象を選択可能な選択領域を含む画面を表示する際に、地図の画像上に、前記携帯
端末の現在の位置から前記１または複数の画像形成装置の位置までの距離を表示すること
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を特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１７】
前記管理システムに対して、あらたに画像形成装置が登録される際に、前記課金情報を
算出するために用いる情報も登録されることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１
項に記載の制御方法。
【請求項１８】
前記課金システムにおいて、前記依頼工程にて決済処理が依頼されると、前記携帯端末
のユーザに前記課金情報に基づいて決済処理を行うことを特徴とする請求項１乃至１７の
いずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１９】
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前記課金システムにおいて、前記依頼工程にて決済処理が依頼されると、前記印刷シス
テムの管理者、及び前記画像形成装置の提供者にクレジット処理を行うことを特徴とする
請求項１乃至１８のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項２０】
前記携帯端末において、前記携帯端末のユーザと前記画像形成装置の提供者との間で、
前記印刷物の買い主と売り主の関係にある印刷に係る売買契約を表示する工程と、
前記画像形成装置において、前記画像形成装置の提供者と前記印刷システムの管理者と
の間で、前記印刷システムの利用契約を表示する工程とを有することを特徴とする請求項
１乃至１９のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項２１】
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前記画像形成装置は、小売店、飲食店、及びイベント会場の少なくとも何れかに設置さ
れることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項２２】
管理システムおよび課金システムと、携帯端末および複数の画像形成装置がネットワー
クを介して接続可能な印刷システムであって、
前記管理システムは、
前記携帯端末のユーザが当該印刷システムの登録ユーザであることを認証する認証手段
と、
前記携帯端末によって指示された検索条件に従って前記複数の画像形成装置の中から１
または複数の画像形成装置を検索する検索手段と、
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印刷対象として選択された画像形成装置に対し印刷指示が特定可能な情報を含む印刷ジ
ョブを発行する発行手段と、
前記選択された画像形成装置による印刷物の出力の後に前記課金システムに対し課金情
報に基づいて決済処理を依頼する依頼手段と、を有し、
前記課金システムは、
前記携帯端末のユーザの決済処理が可能であることを確認する確認手段と、
前記管理システムからの依頼に応じて決済処理を実行する実行手段と、を有し、
前記携帯端末は、
印刷対象の印刷データの印刷設定および印刷を実行する画像形成装置の候補の検索条件
を前記管理システムに指示する指示手段と、
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前記管理システムの前記検索手段で検索された１または複数の画像形成装置の中から印
刷対象を選択可能な選択領域を含む画面であって、１または複数の画像形成装置の情報と
、当該１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷データが前記印刷設定で印刷さ
れる場合の課金情報とを関連づけた表示内容を、当該画面に表示する表示手段と、
前記選択領域で前記印刷対象として選択された画像形成装置の情報を含む印刷指示を前
記管理システムに送信する送信手段と、を有し、
前記画像形成装置は、
前記印刷対象として選択された場合において、発行された前記印刷ジョブに基づいて前
記印刷設定で前記印刷データを印刷して印刷物を出力する出力手段と、
を有し、
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前記携帯端末および前記複数の画像形成装置は近距離通信が可能な近距離通信手段を備
え、
前記携帯端末は、
前記画像形成装置と前記近距離通信手段を介して近距離通信が可能となったことに応じ
て、前記印刷ジョブの実行指示を送信する送信手段と、
前記画像形成装置の前記出力手段による印刷物の確認を前記管理システムに通知する確
認通知手段と、を有し、
前記画像形成装置は、
前記出力手段による印刷物の出力の完了通知を前記管理システムに通知する完了通知手
段と、を有し、
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前記出力手段は、前記携帯端末の前記送信手段から前記印刷ジョブの実行指示が送信さ
れることで前記印刷データを印刷し、
前記管理システムの前記依頼手段は、前記画像形成装置の完了通知手段からの完了通知
の受信後であって、前記携帯端末の確認通知手段からの確認通知の受信後に、前記決済処
理を依頼することを特徴とする印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ネットワークを介した印刷システム及び印刷システムにおける制御方法に関
する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、顧客（ユーザ）の要望に応じて、顧客が指定する画像を店舗などで印刷する印刷
サービスが提供されている。
【０００３】
また、上記のような印刷サービスを提供する場合に、クラウドコンピューティングなど
の技術を利用して、インターネットを介した印刷の発注や、ネットワーク上などの画像デ
ータを取得して印刷することができるサービスも提供されている。また、インターネット
を介した印刷サービスは、パーソナルコンピュータなどの各拠点に設置したものに限らず
、スマートフォンなどの携帯端末からも利用可能になってきている（特許文献１等参照）
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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２−１３８０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
スマートフォンなどの携帯端末の普及に伴い、外出先などでユーザが携帯端末に搭載さ
れたカメラにて撮影した画像や携帯端末に保存している画像や文書などの電子データ、あ
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るいは携帯端末からクラウド等にアクセスして得られる画像や文書などの電子データを手
軽に印刷したいなどの要求がある。また、プリンタを所有しないユーザも増加しており、
上記のようなネットワークを介した印刷サービスを利用する要求は高いものとなってきて
いる。
【０００６】
その一方で、現状、上記のような印刷サービスを提供可能な店舗など（以下、サービス
提供者）は、普及が十分とは言えず、利用可能な場所が限られている。この要因の一つと
して、印刷サービスを導入するための手間や投資などに起因した困難性が挙げられる。更
には、サービス提供者は、印刷サービスの提供を開始した後においても、印刷費用等の管
理の手間なども生じていた。つまり、従来の印刷サービスを提供する際の導入や維持管理
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の容易性は十分なものではなかった。
【０００７】
また、サービスの利用者（以下、サービス利用者、ユーザとも言う）側においても、印
刷サービスを提供可能な店舗（利用可能な画像形成装置）を実際に探す手間や、印刷サー
ビスの利用の際の現金等での支払いの手間が生じていた。これにより、サービス利用者側
の利便性も十分なものではなかった。
【０００８】
そこで、ネットワークを介した印刷サービスを提供するサービス提供者の普及をより容
易にできる印刷システム及び印刷システムの制御方法を提供することを目的とする。また
、サービス利用者が印刷サービスを手軽に利用できる印刷システム及び印刷システムの制
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御方法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】
【０００９】
上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を備える。すなわち、管理システムお
よび課金システムと、携帯端末および複数の画像形成装置がネットワークを介して接続可
能な印刷システムにおける制御方法であって、前記管理システムにおいて、前記携帯端末
のユーザが当該印刷システムの登録ユーザであることを認証する工程と、前記課金システ
ムにおいて、前記携帯端末のユーザの決済処理が可能であることを確認する工程と、前記
携帯端末において、印刷対象の印刷データを印刷させる画像形成装置の検索条件を前記管
理システムに指示する工程と、前記管理システムにおいて、指示された前記検索条件に従
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って前記複数の画像形成装置の中から１または複数の画像形成装置を検索する検索工程と
、前記携帯端末において、前記検索工程で検索された１または複数の画像形成装置の中か
ら印刷対象を選択可能な選択領域を含む画面であって、１または複数の画像形成装置の情
報と、当該１または複数の画像形成装置のそれぞれで前記印刷データが印刷される場合の
課金情報とを関連づけた表示内容を、当該画面に表示する表示工程と、前記携帯端末にお
いて、前記選択領域で前記印刷対象として選択された画像形成装置の情報を含む印刷指示
を前記管理システムに送信する工程と、前記管理システムにおいて、前記ユーザに対する
決済処理が可能であれば、前記印刷対象として選択された画像形成装置に対し少なくとも
前記印刷指示が特定可能な情報を含む印刷ジョブを発行する工程と、前記印刷対象として
選択された画像形成装置において、発行された前記印刷ジョブに基づいて前記印刷データ

10

を印刷して印刷物を出力する出力工程と、前記管理システムにおいて、前記印刷物の出力
の後に前記課金システムに対し前記課金情報に基づいて決済処理を依頼する依頼工程とを
有し、前記携帯端末および前記複数の画像形成装置は近距離通信が可能な近距離通信手段
を備え、前記出力工程では、前記携帯端末が前記選択された画像形成装置と前記近距離通
信手段を介して近距離通信が可能となったことに応じて、前記携帯端末から前記画像形成
装置に前記印刷ジョブの実行指示を送信することで前記印刷データが印刷され、前記依頼
工程では、前記印刷対象として選択された画像形成装置からの前記出力工程での出力の完
了通知の受信後であって、前記携帯端末からの前記印刷物の確認通知の受信後に、前記決
済処理が依頼されることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１０】
本発明によれば、画像形成装置を有するサービス提供者は管理システムに対して必要な
情報を登録しておけば印刷サービスを提供可能となるので容易に印刷サービスを導入する
ことができる。また、携帯端末のユーザは複数の画像形成装置から条件に合う画像形成装
置を選択できるため、サービスを利用するユーザの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第一の実施形態に係るシステムの全体構成の例を示す図。
【図２】第一の実施形態に係る各種装置のハードウェア構成の例を示す図。
【図３】第一の実施形態に係る各種装置のソフトウェア構成の例を示す図。
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【図４】第一の実施形態に係る装置間の処理シーケンスを示す図。
【図５Ａ】第一の実施形態に係る各種情報の構成例を示す図。
【図５Ｂ】第一の実施形態に係る各種情報の構成例を示す図。
【図５Ｃ】第一の実施形態に係る各種情報の構成例を示す図。
【図６】第一の実施形態に係るユーザ情報およびデバイス情報の登録処理のフローチャー
ト。
【図７】第一の実施形態に係る印刷サービス利用時の携帯端末の処理のフローチャート。
【図８Ａ】第一の実施形態に係る携帯端末に表示されるＵＩ画面の構成例を示す図。
【図８Ｂ】第一の実施形態に係る携帯端末に表示されるＵＩ画面の構成例を示す図。
【図８Ｃ】第一の実施形態に係る携帯端末に表示されるＵＩ画面の構成例を示す図。
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【図９】第一の実施形態に係る料金算出処理のフローチャート。
【図１０】第二の実施形態に係るシステムの全体構成の例を示す図。
【図１１】第二の実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成の例を示す図。
【図１２】本発明に係る印刷システムの概要を説明するための図。
【図１３】本発明に係る処理ステップとその主体の関係を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本願発明に係る一実施形態を、図面を用いて説明する。なお、以下に示す実施形態は一
例であり、これに限定するものではない。
【００１３】
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＜本発明で提供される印刷システムの概要＞
まず、図１２を用いて、本発明で提供される印刷システムの概要について説明する。
【００１４】
本発明で提供される印刷システムは、一般的な小売店や飲食店の事業主が手軽にプリン
トサービスの提供者となり、プリントビジネスが開始できるための管理システム（プラッ
トフォーム）を提供する。事業主は、プリントサービスによりこれ自体から収益を上げる
と共に、本業である飲食店の集客ツールとしても当該サービスを有効活用できる。また、
当該管理システムは、一般のユーザがスマートフォンなどの携帯端末を利用して、手軽に
、現在地の近くに存在するプリントサービスを利用できるための仕組みも提供する。
【００１５】

10

図１２（ａ）は、本発明で提供される印刷システムを中心としたビジネスモデルの例を
示している。まず、プリントサービスのサービス提供者となる事業主は、購入した画像形
成装置や自身の個人情報を管理システムに登録する。システム登録者となったサービス提
供者は、管理システムに対して印刷コストに係る情報も登録しておく。
【００１６】
この際に、例えば管理システムの提供者が、本印刷システムに対応している画像形成装
置本体や消耗品についても販売することで、小売店や飲食店の事業主は設備投資からサー
ビス開始までが簡単かつ迅速に進むことになる。また、詳細については後述するが、小売
店や飲食店の事業主は既存の画像形成装置に対して携帯端末などと通信が可能となるよう
なアダプタを用意することで、本管理システムに登録して、ビジネスを開始することも可
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能である。
【００１７】
一方、サービス利用者側では、自身の携帯端末に本印刷システム専用のアプリケーショ
ンをインストールする。本アプリケーションは、管理システムと連携することで、サービ
ス利用者のユーザ情報や決済方法などの登録を行う。また、本アプリケーションは、管理
システムからシステム登録済みのプリントサービスのロケーションや印刷コストなどの情
報を取得し、サービス利用者に提示する。サービス利用者は当該アプリケーションを用い
て、手軽に、例えば、現在地の近くに存在するプリントサービスを利用できる。
【００１８】
サービス利用者（ユーザ）がプリントサービスを利用してプリント物を取得するたびに
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、図１２（ａ）で図示するプリント代金（α）が、事前登録された決済方法に従い、自動
で課金処理されることになる。管理システムは、所定の決済システムを利用して上述の課
金処理を実現する。クレジット会社などが提供するクレジット処理を行う既存の決済シス
テムは、課金処理を行う際に所定の手数料を取る。また、管理システムは、サービス提供
者とサービス利用者を結びつける種々の支援サービスを行うことに関する仲介料を取るこ
とになる。従って、サービス提供者には、図１２（ａ）で図示するプリント代金（α）か
ら、決済システムの手数料と、管理システムの仲介料とを差し引いたプリント代金（β）
が売り上げとして決済システムから振り込まれることになる。
【００１９】
次に、図１２（ｂ）を用いて、本発明を構成するための各種サービスについて、その概
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要を説明する。
【００２０】
印刷システムは、管理システム（のプラットフォーム）として、手軽にサービス提供者
となるためのプリント管理サービスや、サービス利用者にプリントサービスを仲介するた
めのプリンタ選択支援サービスを提供する。また、管理システムは、所定の決済システム
と連携するための課金管理サービスも提供する。また、管理システムは、サービス利用者
やその携帯端末、サービス提供者やその画像形成装置を認証するための認証サービスなど
も提供する。
【００２１】
サービス利用者が持つ携帯端末にインストールされた本印刷システム専用のアプリケー
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ションは、管理システムのプリンタ選択支援サービスを利用するためのプリント要求モジ
ュールを備える。また、本印刷システム専用のアプリケーションは、印刷先を選択する際
のコスト算出のための画像量計算モジュールを備える。
【００２２】
サービス提供者は、自身のＰＣやタブレットのウェブブラウザを用いて管理システムに
アクセスし、画像形成装置の情報を登録、編集、もしくは管理することが可能である。ま
た、画像形成装置においては、サービス利用者が持つ携帯端末からの要求に従って印刷処
理を実行するためのプリント制御モジュールを備える。画像形成装置と携帯端末との通信
に関しては、所望の近接通信、または無線通信が利用できる。
10

【００２３】
図１２に図示するように、サービス提供者は、汎用的なアプリケーションや画像形成装
置を用いてプリントサービスを手軽に開始し、提供できる。従って、小売店や飲食店とい
った既存の店舗に設置することでの新たなスペースを必要としない。例えば、各種イベン
ト（結婚式、卒業式など）に際して、（自動車などによる）移動式のプリンタをイベント
会場に設置し、イベント参加者に対して本願発明に係るプリントサービスを提供すること
もできる。イベント参加者であるサービス利用者は、イベント中やその帰りに、その会場
で、携帯端末やデジタルカメラで撮影した画像を手軽に印刷できるようになる。そのため
、利用者は手軽にすぐに印刷を行え、さらには後日プリント物を郵送したりする手間が省
ける。

20

【００２４】
またサービス提供者は、自分のビジネスや私的な用途として所有（使用）しているプリ
ンタを、本プリントサービスに併用することも可能である。具体的には、自分のビジネス
や私的な用途の場合には、本印刷システムを介さず印刷を実行することで、通常のプリン
トが行える。一方、本サービスの利用者は、本印刷システムのアプリケーションから印刷
を行うので、適切な決済がなされる。
【００２５】
以上が、本発明で提供される印刷システムに係る概要である。以降、印刷システムを構
成するための仕組みなど、詳細に説明する。
【００２６】
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＜第一の実施形態＞
［システム構成］
図１は、本実施形態に係る印刷システムの全体構成の例を示す図である。本実施形態に
おいて、印刷システム１は、管理サーバ１０１、課金サーバ１０２、携帯端末１０４、複
数の画像形成装置１０５がネットワーク１０３を介して接続可能に構成されている。なお
、図１においては、２台の画像形成装置が示されているが、より多くの画像形成装置が含
まれているものとする。なお、本実施形態において、画像形成装置は、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔ
ｉ

Ｆｕｎｃｔｉｏｎ

Ｐｒｉｎｔｅｒ）を想定した例を説明するが、これに限定するも

のではなく、単機能のネットワークプリンタなどでもよい。また電子写真方式の画像形成
装置でも、インクジェットプリンタでも、本願発明を適用可能であればどのような方式の
画像形成装置でもよい。ネットワーク１０３は、例えばインターネットが該当する。また
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、印刷システム１に決済機能を持たせても良いが、本実施形態では既存の決済システム２
を利用する。従って、本実施形態における印刷システム１は、ネットワーク１０３を介し
て決済システム２に接続されているものとする。
【００２７】
管理システムとして機能する管理サーバ１０１は、印刷システム１において、印刷ジョ
ブの情報やユーザ情報など、本実施形態に係る印刷サービスの処理および情報を集中的に
管理するサーバである。課金システムとして機能する課金サーバ１０２は、印刷システム
１において、印刷ジョブの実行によって生じた料金の請求等を行うサーバである。なお、
図１において、管理サーバ１０１および課金サーバ１０２はそれぞれ１つのコンピュータ
として示されているが、物理的には複数台に分けて処理を分散して行うようにしてもよい
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。また、本実施形態では印刷システムの種々の処理機能を管理サーバ１０１、課金サーバ
１０２、携帯端末１０４や画像形成装置１０５に分担して行わせているが、クラウドシス
テムに適宜集約しても良いし、クラウドシステムの中で適宜分散させても良い。
【００２８】
携帯端末１０４は、ネットワーク１０３を介して管理サーバ１０１や画像形成装置１０
５と通信を行う。更に携帯端末１０４は、本実施形態において、周知技術であるＮＦＣ（
Ｎｅａｒ

Ｆｉｅｌｄ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）等の無線通信技術を用いて、画像

形成装置１０５と直接通信を行うことも可能である。
【００２９】
画像形成装置１０５は、ネットワーク１０３を介して管理サーバ１０１や携帯端末１０
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４と通信を行う。更に画像形成装置１０５は、本実施形態において、周知のＮＦＣ等の無
線通信技術を用いて、携帯端末１０４と直接通信を行うことも可能である。また、画像形
成装置１０５は、管理サーバ１０１から受信した印刷ジョブに基づいて、印刷処理を行い
、印刷物を出力する。しかし、画像形成装置１０５の印刷処理そのものは、携帯端末１０
４からのジョブ実行指示に基づいて行い、他システム上必要となる情報の通信には管理サ
ーバ１０１を用いる形態をとってもかまわない。なお、画像形成装置１０５は本印刷シス
テム専用に設置しても良い。更に、ＰＣ等の情報処理装置にローカル接続しておくことで
、サービス提供者自身も出力端末としても利用できるようにしてもよい。
【００３０】
決済システム２については、他のシステムからの要求に応じて周知の課金処理が可能で
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あるものとし、ここでは詳細な説明は省略する。決済システム２は、図１２を用いて上述
したように、例えば、クレジット会社などが提供する既存の決済システムを利用すること
が考えられる。
【００３１】
［ハードウェア構成］
図２は、本実施形態に係る各種装置のハードウェア構成の例を示す図である。
【００３２】
図２（ａ）は、管理サーバ１０１および課金サーバ１０２のハードウェア構成の例を示
す。なお、管理サーバ１０１および課金サーバ１０２は、情報処理装置であり、ここでは
汎用的な情報処理装置と同様の構成であるものとして説明を行う。ＣＰＵ２０１は、情報

30

処理装置の全体を制御する。ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２やＨＤＤ２０４等に格納され
た各種プログラムを読み出して、実行することにより、例えば本願発明に係る処理を実現
する。
【００３３】
ＲＯＭ２０２は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納している。ＲＡＭ２
０３は、揮発性の記憶部であり、例えばＣＰＵ２０１の処理におけるワークメモリとして
用いられる。ＨＤＤ２０４は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納し、その
処理結果などを保持している。ＮＷ

Ｉ／Ｆ２０５は、ネットワーク１０３等を介して外

部装置との通信を行う。表示部２０６は、ユーザインタフェースとして機能し、各種情報
をユーザに対して表示する。ＵＩ２０７は、ユーザからの操作を受け付けるための、マウ
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スやキーボード等のユーザインタフェースである。また、情報処理装置内の各構成要素は
バス２０８により互いに通信可能に接続されている。
【００３４】
図２（ｂ）は、携帯端末１０４のハードウェア構成の例を示す。なお、本実施形態にお
いて、携帯端末１０４は、スマートフォンを想定した例を述べるが、これに限定するもの
ではなく、モバイルＰＣやタブレット端末、デジタルカメラなどユーザが持ち運び可能な
機器を用いてもよい。ＣＰＵ２１１は、携帯端末１０４の全体を制御する。ＣＰＵ２１１
は、ＲＯＭ２１２やＲＡＭ２１３等に格納された各種プログラムを読み出して、実行する
ことにより、例えば本願発明に係る処理を実現する。
【００３５】
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ＲＯＭ２１２は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納している。ＲＡＭ２
１３は、揮発性の記憶部であり、例えばＣＰＵ２１１の処理におけるワークメモリとして
用いられる。ＳＤ２１４は、フラッシュメモリ（例えば、ＳＤカード）などの不揮発性の
記憶部であり、各種プログラムを格納し、その処理結果などを保持している。ＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ

Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）２１５は、人工衛星を利用して自

分の位置情報を割り出すためのシステムである。ＧＰＳ２１５における機能は、周知の技
術を用いるものとして、ここでの詳細な説明は省略する。表示部２１６は、ユーザインタ
フェースとして機能し、各種情報をユーザに対して表示する。また、表示部２１６は、タ
ッチパネル等のインタフェースとしても機能し、ユーザからの操作も受け付ける。カメラ
２１７は、撮像装置であり、ユーザの指示等に基づいて、撮影を行う。
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【００３６】
近距離通信制御部２１８は、携帯端末１０４がネットワーク１０３等を介さずに各種外
部機器と直接、近距離通信を行う際に用いられる。本実施形態では、携帯端末１０４と画
像形成装置１０５とが近距離通信が可能である例を説明する。なお、近距離通信の規格は
特に限定するものではなく、本願発明を適用できればいずれの規格・方式を用いても構わ
ないが、無線による近距離無線通信が望ましい。ＷｉＦｉ制御部２１９は、無線ＬＡＮの
規格のひとつであるＷｉ−Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｆｉｄｅｌｉｔｙ，登録商標）によ

る通信を制御するための構成である。ＷｉＦｉ制御部２１９は、所定のＷｉ−Ｆｉスポッ
ト（公衆無線通信網）を利用することもできる。モバイル通信制御部２２０は、特定の通
信業者によって提供される通信サービスを利用した通信を制御する構成である。モバイル
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通信制御部２２０は、上記通信サービスを介してネットワーク１０３など公衆回線網に接
続する。また、携帯端末１０４内のＣＰＵ２１１は各構成要素と制御可能に接続されてい
る。
【００３７】
図２（ｃ）は、画像形成装置１０５のハードウェア構成の例を示す図である。ＣＰＵ２
２１は、画像形成装置１０５の全体を制御する。ＣＰＵ２２１は、ＲＯＭ２２２やＲＡＭ
２２３等に格納された各種プログラムを読み出して、実行することにより、例えば本願発
明に係る処理を実現する。
【００３８】
ＲＯＭ２２２は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納している。ＲＡＭ２
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２３は、揮発性の記憶部であり、例えばＣＰＵ２２１の処理におけるワークメモリとして
用いられる。ＨＤＤ２２４は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納し、その
処理結果などを保持している。ＮＷ

Ｉ／Ｆ２２５は、（主に有線接続で）ネットワーク

１０３等を介して外部装置との通信を行う。表示部２２６は、ユーザインタフェースとし
て機能し、各種情報をユーザに対して表示する。また、表示部２２６は、タッチパネル等
のインタフェースとしても機能し、ユーザからの操作も受け付ける。スキャナ部２２７は
、読取装置であり、ユーザの指示等に基づいて、原稿等の読取を行う。プリンタ部２２８
は、印刷装置であり、印刷ジョブに基づいて、画像の印刷を行い、印刷物の出力を行う。
近距離通信制御部２２９は、画像形成装置１０５がネットワーク１０３等を介さずに各種
外部機器と直接通信を行う際に用いられる。本実施形態では、画像形成装置１０５は、携
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帯端末１０４と直接、近距離通信が可能であるものとする。ＷｉＦｉ制御部２３０は、Ｗ
ｉ−Ｆｉ（登録商標）による通信を制御するための構成である。また、画像形成装置１０
５内のＣＰＵ２２１は、各構成要素と制御可能に接続されている。
【００３９】
なお、上記に示す各部は、本実施形態に係る処理を行うために要する部位を例示的に示
したものであり、他の構成要素を含んでいてもよい。
【００４０】
［ソフトウェア構成］
図３は、本実施形態に係る各種装置のソフトウェア構成の例を示す図である。なお、以
下に示す各情報は、物理的に１つの記憶部にて異なるテーブルとして保持されるようにし
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てもよいし、複数のテーブルに分散させて管理していてもよい。また、サーバ上のデータ
については、外部装置にて管理してもよい。なお、各装置の各種ＤＢに保持されている情
報の詳細については、図５Ａ〜図５Ｃを用いて後述する。
【００４１】
図３（Ａ）は、管理サーバ１０１のソフトウェア構成の例を示す図である。管理サーバ
１０１は、デバイス検索部３０１、デバイス情報ＤＢ（データベース）３０２、ジョブ管
理部３０３、およびジョブ情報ＤＢ３０４を備える。更に、管理サーバ１０１は、認証部
３０５、ユーザ情報ＤＢ３０６、課金管理部３０７、料金情報ＤＢ３０８、通知部３０９
、料金算出部３１０、機種情報ＤＢ３１１、およびコスト情報ＤＢ３１２を備える。
【００４２】
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デバイス検索部３０１は、携帯端末１０４からの印刷要求、位置情報、および画像形成
装置１０５から取得した情報（デバイス情報）に基づいて、印刷処理が可能な画像形成装
置を検索する。料金算出部３１０は、携帯端末１０４からの印刷要求情報、画像量（詳細
は後述）情報、およびデバイス情報ＤＢ３０２の情報に基づいて課金サーバ１０２に送信
する印刷料金（支払い料金）の算出を行う。ジョブ管理部３０３は、携帯端末１０４から
の要求に応じて、印刷ジョブを生成、管理し、指定された画像形成装置に印刷ジョブを送
信する。認証部３０５は、携帯端末１０４からの情報および登録されている情報に基づい
て、印刷要求を行ったユーザの認証を行う。つまり、認証部３０５は、印刷要求を行った
ユーザが登録ユーザか否かを認証する。課金管理部３０７は、携帯端末１０４から印刷要
求に基づいて印刷処理の実行に伴って発生する料金の支払い可否の問い合わせや、支払い
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の要求を課金サーバ１０２に行う。通知部３０９は、印刷要求に基づく料金が正常に課金
され、支払われた旨をユーザやサービス提供者など各種宛先に通知する。
【００４３】
図３（ｂ）は、課金サーバ１０２のソフトウェア構成の例を示す図である。課金サーバ
１０２は、支払情報ＤＢ３１３、ユーザ情報ＤＢ３１４、課金処理部３１５、および通知
部３１６を備える。課金処理部３１５は、管理サーバ１０１からの要求に応じて、支払情
報ＤＢ３１３、ユーザ情報ＤＢ３１４を参照し、印刷要求を行ったユーザに対する課金処
理を統括的に行う。通知部３１６は、管理サーバ１０１との間で、処理結果やデータの送
受信を行う。
【００４４】
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図３（ｃ）は、携帯端末１０４のソフトウェア構成の例を示す図である。携帯端末１０
４は、ＯＳ３２１、アプリケーション３２２、および画像情報ＤＢ３２５を備える。ＯＳ
３２１は、携帯端末１０４の内部の基本的な処理を統括的に実行する。ＯＳ３２１として
は、Ａｐｐｌｅ社のＩＯＳ（登録商標）やＧｏｏｇｌｅ社のＡｎｄｒｏｉｄ（登録商標）
などが挙げられる。アプリケーション３２２は、ＯＳ３２１の制御の下、動作する。本実
施形態において、アプリケーション３２２は、画像処理部３２３、及び画像量算出部３２
４を備える。画像量算出部３２４は、ユーザから指定された画像を印刷する際に生じるコ
スト（料金）を計算するために、画像量を印刷データ（ファイル）に基づいて算出する。
この画像量とは、画像形成装置で画像を印刷する際、用紙に形成される画素（ドット）の
数の総量を指すが、印刷データがテキストの場合は印刷比率（印刷デューティ）を例えば
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５％として概算値を算出してもよく、算出の仕方は公知の技術が適用可能である。精密に
計算することはコスト（料金）を正確に算出する上で望ましいが、印刷の際に使用される
トナーやインクの量（重量）の概算値であってもよい。印刷内容に拘わらず一律の課金に
するよりも従量制のコストにすることによって、ユーザには適正課金、サービス提供者に
は適正費用となるため、両者にメリットがあるからである。画像処理部３２３は、カメラ
２１７にて撮影された画像やその他、ＯＳ３２１にて管理されている画像をユーザの指示
等に基づいて処理する。
【００４５】
本印刷サービスを利用するために、本印刷サービス用のアプリケーションプログラムの
携帯端末１０４へのダウンロード、インストール、およびアプリケーションの利用条件へ
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の同意など、必要な初期設定を予め行う必要がある。初期設定された情報は、例えばネッ
トワーク１０３を介して管理サーバ１０１や課金サーバ１０２へ通知され、ユーザ情報Ｄ
Ｂ３０６、３１４に格納される。本実施形態では、アプリケーション３２２は、携帯端末
１０４に自由にインストール／アンインストールが可能なアプリケーションとして実装さ
れている例を示す。
【００４６】
また、本印刷サービスを提供するために、画像形成装置１０５の所有者（サービス提供
者）は、画像形成装置１０５に接続されたＰＣあるいはその他の情報処理装置を用いて、
必要な初期設定を予め行っておく必要がある。初期設定された情報は、例えばネットワー
ク１０３を介して管理サーバ１０１へ通知され、デバイス情報ＤＢ３０２、料金情報ＤＢ
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３０８に格納される。
【００４７】
なお、上記に示す各処理部は、本実施形態に係る処理を行うために要する部位を例示的
に示したものであり、他の構成要素を含んでいてもよい。また、本実施形態では、印刷対
象のデータを画像データとして説明するが、これに限定するものではなく、写真画像やテ
キストなどのファイルの他、プリンタなどの画像形成装置で出力可能なデータやファイル
を含む意味である。
【００４８】
［処理シーケンス］
図４は、本実施形態に係る印刷サービスを利用する際の各種装置間における処理シーケ
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ンスの全体概要を示す図である。各処理は、例えば、処理主体が有するＣＰＵが記憶部に
格納されたプログラムを読み出して実行することで実現される。
【００４９】
Ｓ４０１において、携帯端末１０４は、印刷サービスを利用する旨の指示をユーザから
受け付ける。
【００５０】
Ｓ４０２において、携帯端末１０４は、ユーザからユーザ情報、印刷処理に係る各種印
刷設定情報（印刷対象の印刷データ（ファイル）、両面か片面、紙種など）と印刷を希望
する場所の情報を受け付ける。そして、携帯端末１０４は、この受け付けた情報に基づい
て、印刷処理により発生するコスト（印刷料金）の算出を行うために、画像量の算出を行
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う。この工程では、携帯端末１０４は、管理サーバ１０１と連携を行い、管理サーバ１０
１側にて行われる、印刷設定に対応可能な画像形成装置の検索、および画像量に基づく色
材料金の算出などして料金算出の結果も併せて取得する。印刷設定に対応可能な画像形成
装置の検索は、印刷可能な用紙サイズや紙種だけでなく、用紙や色材（トナーやインク）
の有無も併せて判断してもよい。ここでの処理の詳細については、後述する。
【００５１】
Ｓ４０３において、携帯端末１０４は、印刷をする画像形成装置の情報、印刷対象の印
刷データ（ファイル）名などの特定情報、およびユーザ情報を含めた印刷指示を管理サー
バ１０１へ送信する。
【００５２】

40

Ｓ４０４において、管理サーバ１０１は、携帯端末１０４から送信された印刷指示に含
まれるユーザ情報に基づき認証処理を行う。ここでの認証処理は、受信したユーザ情報（
例えば、ユーザ識別子）と、ユーザ情報ＤＢ３０６にて管理しているユーザ情報との比較
により行われる。なお、認証処理はこの段階で行うことに限られず、例えば、Ｓ４０１と
Ｓ４０２の間に行っても良い。
【００５３】
Ｓ４０５において、管理サーバ１０１は、認証が成功したユーザについて、課金サーバ
１０２に、決済処理が可能か否かを問い合わせる。このとき、管理サーバ１０１は、ユー
ザ情報を併せて送信する。
【００５４】
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Ｓ４０６において、課金サーバ１０２は、管理サーバ１０１から受信した情報に基づい
て、決済処理が可能か否かを判定する。ここでの確認処理は、管理サーバ１０１から受信
した情報とユーザ情報ＤＢ３１４に登録された情報との比較により行われる。例えば、課
金サーバ１０２は、ユーザ情報ＤＢ３１４に問い合わせを受けたユーザのクレジット情報
が登録されている場合には、支払い可能であると判定する。本実施形態では課金サーバ１
０２は決済機能を有していないので、登録されているクレジット情報によって実際に決済
可能か否かを判定する場合は、決済システム２に問い合わせることとなる。そして、決済
システム２からの応答に応じて、決済可否を判定する。
【００５５】
Ｓ４０７において、課金サーバ１０２は、問い合わせを受けたユーザの決済処理の可否
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の確認結果を管理サーバ１０１へ通知する。
【００５６】
Ｓ４０８において、管理サーバ１０１は、Ｓ４０３にて携帯端末１０４から受信した印
刷指示に含まれる印刷データ（ファイル）名などの特定情報及び印刷設定に基づいて、印
刷ジョブを生成し、ジョブ情報ＤＢ３０４に登録する。
【００５７】
Ｓ４０９において、管理サーバ１０１は、印刷指示の中で指定されている画像形成装置
１０５に対して、発行した印刷ジョブを送信する。このとき、画像形成装置１０５は、携
帯端末１０４から印刷ジョブの実行指示を受け付けるまで、その印刷ジョブの実行を保留
する。画像形成装置１０５に送信される印刷ジョブには印刷枚数の情報が含まれている。
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そのため、用紙や色材の残量がそれよりも少ないと判断される場合は、画像形成装置１０
５の管理者（サービス提供者）が画像形成装置１０５に用紙や色材などの消耗品を予め補
給しておくことが可能となる。
【００５８】
Ｓ４１０において、管理サーバ１０１は、印刷ジョブのジョブ情報を含む印刷ジョブ発
行通知を携帯端末１０４に通知する。本実施形態においては、印刷物に対する印刷保証と
受取保証を担保するために、ユーザが印刷物を確認し正常な印刷物が出力されたこと確認
した後に、課金処理、決済処理が行われるものであり、キャンセル処理や返金処理の手間
を軽減できる。しかしながら、印刷ジョブの発行後速やかに印刷物を印刷し、課金処理、
決済処理を行うことも可能である。また、画像形成装置１０５の排紙トレイが本体に複数
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内蔵され、ユーザ認証によって個別に解放されるインナーバッファタイプであれば、印刷
ジョブの発行後すぐに印刷物を印刷しても、印刷物の受取保証を担保することが出来る。
【００５９】
Ｓ４１１において、携帯端末１０４は、ユーザが指定した画像形成装置１０５の場所ま
で移動し、その画像形成装置１０５との近距離通信が開始可能となったことを検知するま
で待機する。
【００６０】
Ｓ４１２において、携帯端末１０４は、画像形成装置１０５との近距離通信が可能とな
った場合に、近距離通信を開始する。そして、携帯端末１０４は、この通信を用いて、携
帯端末１０４のユーザ情報、印刷データ及びＳ４１０で受信したジョブ情報を送信する。
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このとき、Ｓ４０９にて発行され画像形成装置１０５が保持している印刷ジョブの実行指
示が行われる。
【００６１】
なお、携帯端末１０４と画像形成装置１０５により高速な無線ＬＡＮ機能を持たせるこ
とで、無線ＬＡＮ通信に必要な認証と通信パラメータの設定だけを近距離通信で行い、そ
れ以外の通信は無線ＬＡＮで行うハンドオーバーを使うことも可能である。印刷データの
容量が大きい場合の通信時間を短縮できるとともに、近距離通信の距離的制限を緩和する
ことができる。また、携帯端末１０４に保存されている印刷データ（ファイル）ではなく
、クラウドやサーバに保存されている印刷データ（ファイル）を直接、印刷を行う画像形
成装置に送るしくみを設けてもよい。
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【００６２】
Ｓ４１３において、画像形成装置１０５は、携帯端末１０４から印刷ジョブの実行指示
を受信したことに起因して、ユーザ情報とジョブ情報を基に管理サーバ１０１へジョブの
問い合わせを行う。
【００６３】
Ｓ４１４において、管理サーバ１０１は、受信したジョブ情報とＳ４０８にて発行・登
録済みのジョブ情報ＤＢ３０４のジョブ情報とを照合する。
【００６４】
Ｓ４１５において、管理サーバ１０１は、Ｓ４１４の確認結果を画像形成装置１０５へ
送信する。この時、管理サーバ１０１は、確認の結果、ジョブ情報に問題がなければ所定
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の印刷ジョブを対象とする旨の応答を画像形成装置１０５へと送信する。
【００６５】
Ｓ４１６において、画像形成装置１０５は、Ｓ４０９にて管理サーバ１０１から受信さ
れた印刷ジョブを実行する。これにより、画像形成装置１０５から印刷物が出力される。
なお、印刷ジョブの実行のトリガは携帯端末１０４と画像形成装置１０５の近距離通信で
なくてもよい。例えば、携帯端末１０４に搭載されている入力手段を用いて画像形成装置
１０５を特定する（例えば、ＱＲコード（登録商標）をカメラで撮るなど）構成としても
よいし、画像形成装置１０５の入力手段を用いてユーザＩＤを入力する構成としてもよい
。すなわち、サービス利用者と画像形成装置１０５のペアリングができる構成ならば特に
限定はされない。
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【００６６】
Ｓ４１７において、画像形成装置１０５は、印刷物が出力された旨の通知を携帯端末１
０４に行う。携帯端末１０４への通知には、近距離通信制御部２１８、２２９間の近距離
通信、あるいは無線ＬＡＮ通信を用いて直接行うことが可能であるが、管理サーバ１０１
を介して通知するようにしても構わない。
【００６７】
Ｓ４１８において、画像形成装置１０５は、印刷物が出力された旨の完了通知を管理サ
ーバ１０１に行う。ここでの完了通知は、例えば、ネットワーク１０３を介して行われる
こととなる。
【００６８】
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Ｓ４１９において、ユーザが画像形成装置１０５にて出力された印刷物の確認を行う。
この間、携帯端末１０４は、印刷ジョブの実行指示を画像形成装置１０５に送信した後、
印刷物が正常に出力されたか否かを入力するための画面を表示して待機している。
【００６９】
Ｓ４２０において、携帯端末１０４は、ユーザから印刷物が正常に出力されたか否かの
結果の入力を受け付ける。この入力は、ユーザによる決済の承認あるいは不承認の指示と
言い替えることもできる。
【００７０】
Ｓ４２１において、携帯端末１０４は、ユーザに入力された出力物の確認結果（確認通
知）を管理サーバ１０１に送信する。このとき、実行された印刷ジョブを一意に識別し特
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定可能なジョブ識別子などが併せて送信される。
【００７１】
Ｓ４２２において、管理サーバ１０１は、印刷ジョブが正常に実行されたか否かの確認
あるいは判定を行う。この処理は、Ｓ４１８にて画像形成装置１０５から受信した出力の
完了通知、Ｓ４２１にて携帯端末１０４から受信した出力結果に対する情報（確認通知）
の受信後に、それらの情報およびジョブ情報ＤＢ３０４にて管理しているジョブ情報に基
づき行われる。
【００７２】
Ｓ４２３において、管理サーバ１０１は、正常に印刷ジョブの実行がなされていた場合
、課金サーバ１０２に対し、この印刷ジョブの実行に伴う料金（Ｓ４０２で算出された料
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金）の決済を行うように指示する。ここでは、例えばジョブ識別子やユーザ情報が送信さ
れる。なお、印刷物に異常が発生した旨の通知を受け付けた場合、管理サーバ１０１は、
再度印刷ジョブを発行するように制御してもよいし、異常が発生した印刷物を出力した画
像形成装置１０５の管理者（サービス提供者）に通知するようにしてもよい。なお、管理
者に通知する場合には、例えば、図５Ａ（ａ）のデバイス情報５００における管理者情報
５０５を用いて通知することが可能である。本実施形態において、課金処理はユーザが印
刷物を確認した後になされるため、異常が発生した印刷物に対する課金がなされることが
なく、返金処理が不要となるという利点がある。
【００７３】
Ｓ４２４において、課金サーバ１０２は、決済システム２と連携し、管理サーバ１０１
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からの指示に基づき、正常に実行された印刷ジョブに対する決済処理を行う。本実施形態
では、課金サーバ１０２が決済システム２に指示をし、課金情報をユーザのアカウントの
借方に記入する。また、印刷システム１の運営者に所定のインフラ利用料（あるいは印刷
の仲介料）を貸方に記入し、決済システム２自身に所定の手数料を貸方に記入し、その残
りをサービス提供者のアカウントの貸方に売上として記入する。サービス提供者の売上に
は、後述するとおり、消耗材費用、減価償却費と料金（利益）が含まれることとなる。
【００７４】
Ｓ４２５において、課金サーバ１０２は、決済処理が完了した後、管理サーバ１０１に
その旨を通知する。
【００７５】
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Ｓ４２６において、管理サーバ１０１は、課金サーバ１０２からの通知に基づいて、携
帯端末１０４に決済処理が正常に完了したことを通知する。
【００７６】
Ｓ４２７において、管理サーバ１０１は、予め登録された宛先に印刷処理および決済処
理が完了したことを通知する。図４の例では画像形成装置１０５を宛先として通知してい
る。
【００７７】
以上のように、本実施形態に係る印刷サービスにおけるシーケンスが行われる。なお、
上記に示すフローの順番は、これに固定されたものではなく、必要な情報のやりとりが行
われるように構成すれば良い。

30

【００７８】
［データ構成］
以下に、本実施形態に係る各装置にて管理されるデータ構成の例を説明する。なお、以
下に示す構成は一例であって、他の情報を含んでいてもよいし、異なる構成であってもよ
い。
【００７９】
（管理サーバ）
図５Ａは、管理サーバ１０１におけるデバイス情報ＤＢ３０２、ジョブ情報ＤＢ３０４
、ユーザ情報ＤＢ３０６、料金情報ＤＢ３０８、機種情報ＤＢ３１１、およびコスト情報
ＤＢ３１２にて管理されるデータの構成例を示している。
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【００８０】
図５Ａ（ａ）において、デバイス情報５００は、デバイス識別子５０１、デバイス名５
０２、機種名５０３、位置情報５０４、管理者情報５０５、機能情報５０６、機能ステー
タス５０７、およびコスト情報５０８を含む。デバイス情報５００の各レコードはサービ
ス提供者が本印刷システムに画像形成装置１０５を登録する際に作成される。デバイス識
別子５０１は、本印刷システムにおいて、画像形成装置１０５を一意に識別するための識
別情報である。デバイス名５０２は、画像形成装置１０５の所有者（サービス提供者）に
よって設定登録されるデバイスの名称である。機種名５０３は、画像形成装置１０５のメ
ーカーなどによって割り当てられた型番あるいは機種情報である。本情報により、例えば
、その画像形成装置１０５が備える機能を特定するようにしても良い。
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【００８１】
位置情報５０４は、画像形成装置１０５の位置を示す情報である。位置情報５０４は、
所有者によって登録される固定値（住所、あるいは座標）であっても良いし、定期的に位
置情報を取得し、更新できるようにしてもよい。管理者情報５０５は、画像形成装置１０
５の所有者（管理者）の情報を示す。機能情報５０６は、画像形成装置１０５が備える機
能を示す。機能ステータス５０７は、画像形成装置１０５の現在の状態もしくは画像形成
装置１０５が備える機能それぞれの状態を示す。画像形成装置１０５は、トナー切れや部
品の消耗などにより、利用できる機能が制限される場合があり、これらの情報を画像形成
装置１０５から定期的に取得することで情報を更新する。コスト情報５０８は、詳細は後
述するコスト情報５４２がデフォルトとして設定されているが、サービス提供者が修正、

10

変更してもよい。
【００８２】
図５Ａ（ｂ）において、ジョブ情報５１０は、ジョブ識別子５１１、ユーザ識別子５１
２、デバイス識別子５１３、画像識別子５１４、ステータス５１５、発行日５１６、およ
び完了日５１７を含み、印刷要求がなされるごとにレコードが作成される。ジョブ情報５
１０の各レコードは、ジョブの印刷及び課金が完了した時点で削除しても良いし、所定期
間（例えば、１ヶ月）保持した後に削除しても良い。ジョブ識別子５１１は、本印刷シス
テムにおいて、印刷ジョブを一意に識別するための識別情報である。ユーザ識別子５１２
は、本印刷ジョブに係る印刷指示を行ったユーザの識別情報である。デバイス識別子５１
３は、本印刷ジョブを実行する画像形成装置としてユーザに指定された画像形成装置の識

20

別情報である。画像識別子５１４は、ユーザが指定した印刷対象となるデータ（ファイル
）を識別するための情報である。画像識別子５１４は、携帯端末上で管理されるデータの
データ（ファイル）名を代用してもよい。また、ユーザが同時に複数のデータを印刷対象
として指定した場合には、図５Ａ（ｂ）のジョブ識別子（ＪＩ０００１）のレコードで示
すように、１つのジョブ識別子に対して複数の画像識別子が管理されることになる。また
、図５Ａ（ｂ）に示す例において、ジョブ識別子「ＪＩ０００１」、「ＪＩ０００３」の
２つのレコードで示す印刷対象のデータは、同じ携帯端末を利用する異なるユーザから要
求されたジョブを示している。
【００８３】
ステータス５１５は、本印刷ジョブの現在の状態を示す情報である。例えば、ステータ
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スとしては、「未実行」、「印刷処理中」、「実行済み（支払待ち）」、「支払完了」な
どが挙げられる。発行日５１６は、本印刷ジョブが管理サーバ１０１によって発行された
日時を示す。完了日５１７は、本印刷ジョブに対する印刷処理および決済処理が完了した
日時を示す。
【００８４】
図５Ａ（ｃ）において、ユーザ情報５２０は、ユーザ識別子５２１、ユーザ名５２２、
パスワード５２３、携帯端末識別子５２４、携帯端末位置情報５２５、クレジット情報５
２６、および通知先情報５２７を含む。ユーザ情報５２０の各レコードは、ユーザが本印
刷システムを利用するために登録する際に作成される。ユーザ識別子５２１は、本印刷シ
ステムにおいて、印刷サービスのサービス利用者として登録されたユーザを一意に識別す
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るための識別情報である。ジョブ情報５１０のユーザ識別子５１２に対応する。ユーザ名
５２２は、ユーザ登録の際にユーザによって登録されるユーザの名称である。パスワード
５２３は、ユーザ登録の際にユーザによって登録されるパスワードである。ユーザ名５２
２やパスワード５２３は認証処理などに用いられる。
【００８５】
携帯端末識別子５２４は、ユーザが使用している携帯端末１０４を一意に識別するため
の識別情報である。携帯端末位置情報５２５は、現在の携帯端末の１０４の位置を示す情
報であり、ＧＰＳ２１５などの情報を用いることができる。クレジット情報５２６は、本
印刷サービスを利用する際に発生する料金の支払いを行うために必要な支払情報である。
クレジット情報とは、例えば、料金を引き落とす際に用いられるクレジットカードの情報
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や銀行の口座情報などが該当する。通知先情報５２７は、印刷サービスの処理結果や決済
結果などを通知する通知先の情報である。
【００８６】
図５Ａ（ｄ）において、料金情報５３０は、デバイス識別子５３１、機能５３２、およ
び料金５３３を含む。料金情報５３０の各レコードは、サービス提供者が本印刷システム
に画像形成装置１０５を登録する際に作成される。デバイス識別子５３１は、デバイス情
報５００のデバイス識別子５０１に対応する。機能５３２は、画像形成装置１０５が備え
る機能を示す。料金５３３は、機能５３２にて示された各機能を携帯端末１０４のユーザ
が利用する際に、画像形成装置１０５の管理者（サービス）が利益として得るための情報
である。携帯端末１０４のユーザは、この料金情報５３０に加えて用紙とインクあるいは
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トナーの消耗材の費用や画像形成装置１０５の減価償却費が課金されることになる。ここ
では、画像形成装置１０５の管理者（サービス提供者）が、画像形成装置毎に、かつ各画
像形成装置の機能毎に異なる料金が設定可能となっている。
【００８７】
図５Ａ（ｅ）において、機種情報５４０は、機種名５４１とコスト情報５４２を含み、
画像形成装置の機種名毎にその機種が１枚印刷するのに要する消耗材（トナーやインク、
用紙など）の費用や減価償却費を示す。詳細は後述するが、画像形成装置のメーカーがデ
フォルトで純正品の費用を登録しているものとする。
【００８８】
図５Ａ（ｆ）において、コスト情報５５０は、図５Ａ（ａ）のコスト情報５０８に対応
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し、料金項目５５１、分類５５２、および単価／係数５５３を含む。料金項目５５１は、
印刷データにおける料金を算出するための項目の大分類を示す。ここでは、トナー消費量
、用紙種別、両面印刷の有無、償却費単価、メディア種類係数、メディアサイズ係数、モ
ード係数、連続プリント枚数係数を例に挙げて示している。
【００８９】
ここで、償却費として画像形成装置全体に対する単価を示しているが、より詳細には償
却費には、エンジン償却費や定着器償却費など、画像形成装置１０５を構成する部位に対
応した償却費が含まれる。エンジン償却費とは、両面印刷か否かで変動する１枚あたりの
画像形成装置本体（例えば、紙送り部）の償却費や、１ジョブあたりのプリント枚数によ
る画像形成装置本体の償却費等を表す。また、定着器償却費とは、用紙種別で変動する１
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枚あたりの定着器の償却費や、１ジョブあたりのプリント枚数による定着器の償却費等を
表す。
【００９０】
また、不図示ではあるが、本発明においては、ユーザの個別の要望によるプリント前の
クリーニングや色味キャリブレーション等の制御を行う際にも、その費用も償却費として
計上することも可能である。
【００９１】
モード係数とは、カラー印刷かモノクロ印刷かで使用するエンジン部分が異なるための
償却の補正係数を表す。同様に、メディア種類係数やメディアサイズ係数についても、使
用する用紙やそのサイズ等に応じた償却の補正係数を表す。
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【００９２】
分類５５２は、料金項目５５１の更に詳細な分類を示している。例えば、トナー消費量
についてはＲＧＢの印字率に応じた設定、用紙種別については用紙のサイズごとに示して
いる。単価／係数５５３は、各項目に対して発生する料金の基準単価もしくは印刷設定に
応じた料金に対する係数の値を示している。
【００９３】
（課金サーバ）
図５Ｂは、課金サーバ１０２における支払情報ＤＢ３１３、およびユーザ情報ＤＢ３１
４にて管理されるデータの構成例を示している。
【００９４】
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図５Ｂ（ａ）において、支払情報５６０は、ユーザ識別子５６１、ジョブ識別子５６２
、料金５６３、および支払ステータス５６４を含み、印刷要求がなされるごとにレコード
が作成される。支払情報５６０の各レコードは、ジョブの印刷及び課金が完了した時点で
削除しても良いし、所定期間（例えば、１ヶ月）保持した後に削除しても良い。ユーザ識
別子５６１は、管理サーバ１０１にて管理されるユーザ情報５２０のユーザ識別子５２１
に対応し、支払いを行うユーザを示す。ジョブ識別子５６２は、管理サーバ１０１にて管
理されるジョブ情報５１０のジョブ識別子５１１に対応し、支払い対象の印刷ジョブを示
す。料金５６３は、印刷ジョブの実行に伴う課金料金を示す。支払ステータス５６４は、
支払いの状況を示す。支払ステータス５６４の値としては、「未完」、「済み」などが挙
げられる。
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【００９５】
図５Ｂ（ｂ）において、ユーザ情報５７０は、ユーザ識別子５７１、ユーザ名５７２、
パスワード５７３、およびクレジット情報５７４が含まれる。ユーザ情報５７０の各レコ
ードは、ユーザが本印刷システムを利用するために登録する際に作成される。これらは、
管理サーバ１０１にて管理されるユーザ情報５２０のユーザ識別子５２１、ユーザ名５２
２、パスワード５２３、およびクレジット情報５２６にそれぞれ対応する。
【００９６】
（携帯端末）
図５Ｃは、携帯端末１０４における画像情報ＤＢ３２５にて管理されるデータの構成例
を示している。

20

【００９７】
図５Ｃにおいて、画像情報５８０は、画像識別子５８１、データ名５８２、ファイル種
別５８３、およびサイズ５８４を含む。画像情報５８０の各レコードは、ユーザが本印刷
システムを利用するために画像を選択する際に作成される。画像識別子５８１は、画像デ
ータを一意に識別するための識別情報である。これは、管理サーバ１０１にて管理される
ジョブ情報５１０の画像識別子５１４に対応する。データ名５８２は、画像データの名称
を示す。なお、データ名５８２は、画像データが格納されたパスを示すようにしてもよい
。ファイル種別５８３は、画像データのファイル形式（拡張子）を示す。サイズ５８４は
、画像データのサイズを示す。
【００９８】
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［登録処理］
次に、本印刷システムが提供する印刷サービスを利用する上で、サービス利用者および
サービス提供者のそれぞれによって予め要するデータの登録処理について説明する。
【００９９】
（サービス利用者）
本実施形態において、サービス利用者は、携帯端末１０４等を介して、予め自身の情報
（ユーザ情報）の登録を行う。ここでは、管理サーバ１０１にユーザ情報５２０を登録し
、課金サーバ１０２にユーザ情報５７０を登録する。この登録処理は、図４に示した印刷
サービスの利用に先立って行われ、必要な情報が登録されている。いったん登録された後
には、データの無矛盾性が失われない範囲で、図４の手順とは非同期に登録事項の保守お
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よび更新を行うことができる。
【０１００】
図６（ａ）は、管理サーバ１０１に対するユーザ情報の登録時の処理フローを示す。本
処理フローは、携帯端末１０４が備えるＣＰＵ２１１がＳＤ２１４等に記憶されたプログ
ラムを読み出して実行することにより実現される。なお、本処理に係るプログラムは、ア
プリケーション３２２として携帯端末１０４にインストールされているものとする。
【０１０１】
Ｓ６０１において、携帯端末１０４は、ユーザ指示に基づいて、アプリケーション３２
２を起動する。
【０１０２】
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Ｓ６０２において、携帯端末１０４は、アプリケーション３２２によって提供されるユ
ーザ情報登録画面（不図示）を表示し、ユーザからユーザ情報を受け付ける。ここで受け
付けるユーザ情報としては、図５Ａ（ｃ）のユーザ情報５２０のうち、ユーザ名、パスワ
ード、クレジット情報、通知先情報などが該当する。
【０１０３】
Ｓ６０３において、携帯端末１０４は、ユーザから受け付けたユーザ情報を、管理サー
バ１０１に送信し、登録を指示する。このとき、管理サーバ１０１は、同じ情報を課金サ
ーバ１０２にも送信し、ユーザ情報について同期を行う。そして、本処理フローを終了す
る。
【０１０４】

10

（サービス提供者）
図６（ｂ）は、デバイス情報の登録時の処理フローを示す。本処理フローは、画像形成
装置１０５、あるいは、画像形成装置１０５と接続されている情報処理装置（ＰＣ）が備
えるＣＰＵが、記憶部等に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより実現さ
れる。ここでは、画像形成装置１０５に接続された情報処理装置（不図示）が備えるＷＥ
Ｂブラウザ（不図示）を介して処理が行われるものとする。
【０１０５】
Ｓ６１１において、情報処理装置は、サービス提供者の指示に基づいて、管理サーバ１
０１にアクセスし、デバイス登録要求を行う。
【０１０６】
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Ｓ６１２において、情報処理装置は、デバイス登録要求に応じて管理サーバ１０１から
提供されるデバイス登録画面（不図示）をＷＥＢブラウザ（不図示）に表示する。
【０１０７】
Ｓ６１３において、情報処理装置は、デバイス登録画面（不図示）を介してデバイス情
報と料金情報をサービス提供者から受け付ける。ここで受け付けるデバイス情報としては
、図５Ａ（ａ）のデバイス情報５００のうち、デバイス名、識別情報、位置情報、管理者
情報などが該当する。なお、機種名は情報処理装置が画像形成装置１０５のＩＤを読み取
ることで、自動的に取得しても良い。また、サービス提供者が画像形成装置１０５の消耗
品として純正品を使用している場合は、コスト情報５０８はメーカーあるいは本印刷シス
テムの提供者が事前に登録しているコスト情報５４２をデフォルトとして用いる。そうで
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ない場合は、サービス提供者が登録画面（不図示）を介して修正入力することも可能であ
る。
【０１０８】
Ｓ６１４において、情報処理装置は、デバイス登録画面（不図示）にて入力されたデバ
イス情報および料金情報を、管理サーバ１０１に送信し、登録を指示する。そして、本処
理フローを終了する。
【０１０９】
［料金算出処理］
続いて、本実施形態に係る印刷サービスの利用に伴う料金算出の処理を説明する。ここ
で、印刷の料金の算出は、印刷にて消費する消耗材（トナーやインク、用紙）の費用、印
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刷にかかる画像形成装置の償却費と、サービス提供者の利益（印刷サービス料金）に基づ
いて行われる。例えば、以下のような要素が料金を算出するために用いられる。なお、こ
こで示す要素は一例であり、これに限定するものではない。
【０１１０】
・印刷部数
・用紙種類
・用紙サイズ
・印刷設定（両面／片面等）
・デバイス情報
・画像データの種類
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・画像サイズ
・１ジョブあたりの印刷ページ数
・サービス提供者側の利益率（印刷サービス料金の算出用）
本実施形態においては、上記の各要素を用いて、料金算出を、携帯端末１０４のアプリ
ケーション３２２（画像量算出部３２４）と、管理サーバ１０１の料金算出部３１０（償
却費を含めた詳細な料金算出）との二段階で行う。本実施形態では、この料金算出に用い
られる情報は、管理サーバ１０１にて管理される図５Ａ（ａ）のデバイス情報５００のコ
スト情報５０８（デフォルトの場合は図５Ａ（ｅ）のコスト情報５４２と同じ値）である
。
【０１１１】
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本実施形態においては、料金情報５３０は、サービス提供者が任意にその金額（利益額
）を設定可能な項目とする。また、コスト情報５５０は、機種毎に各印刷設定や印刷対象
の画像データの属性に対応した料金がデフォルトで割り当てられているものとする。なお
、サービス提供者が任意に金額を設定する項目はここでは特に限定するものではない。
【０１１２】
具体的には、コスト料金の算出式としては、例えば、電子写真方式の場合、
印刷コストＣ１＝トナー料金＋用紙料金＋償却費
で求められる。
【０１１３】
トナー料金の算出式としては、例えば、
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トナー料金＝（印刷枚数）×Σ｛（色ごとのトナー使用量）×（色ごとのトナー単価）
｝
で求められる。色ごとのトナー使用量は例えば、印刷用紙のサイズや画像データの種別、
画像データに基づく印字率などから求めることが可能である。本実施形態では、携帯端末
１０４に印刷データが格納されているため、携帯端末１０４にてトナー使用量を求めてい
る。この処理は、画像量算出部３２４にて実行される。トナー使用量の算出の方法は、ピ
クセルカウント等の従来の技術を用いることも可能であるし、新たなアルゴリズムを用意
してもよい。従って、ここでの詳細な説明は省略する。また、印刷データのファイル種別
から簡易的に求めても良いし、印刷データを色毎のビットマップに展開して色材毎にドッ
ト数をカウントしても良い。
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【０１１４】
また、償却費の算出式としては、例えば、
償却費＝（償却費単価）×（印刷枚数）×（両面／片面印刷の係数）×（メディア種類
係数）×（メディアサイズ係数）×（モード係数）×（１ジョブのページ数係数）
で求められる。例えば、両面印刷か片面印刷かに応じて用紙の搬送経路が変化する。一般
的に両面印刷の場合、片面印刷の場合よりも画像形成中の連続する用紙と用紙の間隔が広
がることが多い。用紙と用紙の間隔が広がると、その間も画像形成装置は稼働しているの
で償却が進むことになる。これを償却費に反映させるべく計算式を設定している。また、
その他にも用紙のサイズによって定着器の使用領域が変化する、カラーかモノクロかで使
用するエンジンの部位が異なる、連続プリント枚数が増えるほど１枚プリント当たりに按
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分される前後回転時間が減ってくる等、画像形成装置の償却は様々なパラメータが関わる
。これらの理由により、本体の償却状況が変化するため、印刷設定等に応じて、償却費は
変動することとなる。尚、上記計算は全体を包含する償却単価に各償却係数をかけている
が、実際の機器構成や各ユニットの特徴により計算式は異なりこれに限定するものではな
い。
【０１１５】
本実施形態では、携帯端末１０４側で画像量を算出したが、管理サーバ１０１側で算出
しても良い。この場合、画像データを管理サーバ１０１に送る必要がある。そのため、携
帯端末１０４もしくは管理サーバ１０１の処理負荷や、通信上の負荷を鑑み、いずれの側
でどの部分の料金の算出を行うかを適宜設定できるようにしてもよい。また、携帯端末１
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０４以外の装置が印刷対象の画像データを保持している場合には、管理サーバ１０１は、
その保持している装置から画像データを取得し、画像量を算出することとなる。用紙料金
や償却費は印刷設定情報から求めることができる。このような料金算出の構成をとること
により、サービス提供者は、トナーの消費量や用紙料金などの印刷コストを適切に料金に
上乗せできるため、確実に利益を確保することができる。
【０１１６】
管理サーバ１０１側での料金の算出は、携帯端末１０４より受信した画像量データ及び
印刷設定、画像形成装置１０５の情報と料金情報５３０、機種情報５４０（もしくはコス
ト情報５０８）を基に行われる。なお、インフラ利用料（あるいは印刷の仲介料）、決済
システム２の手数料も含めることとする。
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【０１１７】
具体的な算出方法としては、例えば、
印刷コストＣ２＝（トナー料金＋用紙料金＋償却費＋料金＋利用料）×（１＋手数料（
率））×（１＋税率）
により求められる。
【０１１８】
［印刷サービス利用時の処理］
本実施形態に係る印刷サービスを利用する際の処理およびユーザインタフェース（ＵＩ
）について説明する。
【０１１９】
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なお、本実施形態において、サービス利用者（携帯端末１０４）やサービス提供者（画
像形成装置１０５）は、その位置が状況に応じて変化できることを想定している。そのた
め、画像形成装置１０５は、管理サーバ１０１に自らの位置を定期的に提供し、携帯端末
１０４はその位置情報を参照することができる。なお、以下に説明する地図の画像上に現
在の位置情報を重畳表示する技術は、従来技術を利用するものとしてその詳細は省略する
。
【０１２０】
図７は、サービス利用者が携帯端末１０４を介して印刷サービスを利用する際の流れを
示したものである。この処理の流れは、図４にて示した携帯端末１０４（サービス利用者
）側の処理を切り出したものである。また、図８Ａ〜図８Ｃは、印刷サービスの利用に伴
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って携帯端末１０４の表示部２１６上に表示されるＵＩの構成例を示している。
【０１２１】
Ｓ７０１において、携帯端末１０４は、ユーザ指示に基づいて、アプリケーション３２
２を起動し、印刷サービスを利用するためのＵＩ画面８００（図８Ａ（ａ））を表示する
。
【０１２２】
Ｓ７０２において、携帯端末１０４は、ボタン８０１が押下されると、印刷可能な画像
の選択画面８１０（図８Ａ（ｂ））を表示し、その中から印刷対象となる画像の選択をユ
ーザから受け付ける。
【０１２３】
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Ｓ７０３において、携帯端末１０４は、印刷対象の画像の選択を受け付けた後、印刷設
定画面８２０（図８Ａ（ｃ））を表示し、選択された各画像に対する印刷設定をユーザか
ら受け付ける。
【０１２４】
Ｓ７０４において、携帯端末１０４は、画像形成装置の候補（印刷対象となり得る画像
形成装置）の検索を指示する。ここでの検索は、例えば、管理サーバ１０１に対し印刷設
定に基づいて問い合わせを行い、デバイス検索部３０１を介してデバイス情報ＤＢ３０２
の情報を用いる方法などが考えられる。
【０１２５】
Ｓ７０５において、携帯端末１０４は、選択された画像の画像量を算出する。更に、携
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帯端末１０４は、算出した画像の画像量を用いて、管理サーバ１０１と連携し、印刷料金
の算出を行う。ここでの処理の詳細については、図９を用いて後述する。
【０１２６】
Ｓ７０６において、携帯端末１０４は、選択画面８３０（図８Ａ（ｄ））を表示し、画
像形成装置１０５の選択方法の指定を受け付ける。選択画面８３０を介して地図上から画
像形成装置１０５を選択する旨の指示を受け付けた場合（Ｓ７０６にてＹＥＳ）、Ｓ７０
７にて、携帯端末１０４は、選択画面８４０（図８Ｂ（ａ））を表示する。選択画面８３
０を介して一覧から画像形成装置１０５を選択する旨の指示を受け付けた場合（Ｓ７０６
にてＮＯ）、Ｓ７０８にて、携帯端末１０４は、指定された指示に基づき選択画面８５０
（図８Ｂ（ｂ））もしくは選択画面８６０（図８Ｂ（ｃ））を表示する。
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【０１２７】
Ｓ７０９において、携帯端末１０４は、Ｓ７０７もしくはＳ７０８にて表示した選択画
面を介して画像形成装置１０５の選択を受け付ける。本実施形態によれば、候補となる場
所にある画像形成装置と共に、その装置による印刷料金がユーザに容易に認識可能となる
ので、出力（利用）する画像形成装置の選択が容易となる。
【０１２８】
Ｓ７１０において、携帯端末１０４は、Ｓ７０３にて受け付けた印刷設定およびＳ７０
９にて選択された画像形成装置の情報に基づいて、詳細画面８７０（図８Ｂ（ｄ））を表
示する。
【０１２９】
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Ｓ７１１において、携帯端末１０４は、詳細画面８７０を介してユーザから印刷内容の
確定が指示された場合、その印刷内容を印刷指示として管理サーバ１０１へ送信する。こ
のとき、携帯端末１０４は、印刷指示の応答として管理サーバ１０１から印刷ジョブが発
行された旨の通知を受信する。ここでの通知には、例えばジョブ識別子や画像識別子が含
まれる。
【０１３０】
Ｓ７１２において、携帯端末１０４は、指示画面８８０（図８Ｃ（ａ））を表示し、Ｓ
７０９にて選択された画像形成装置１０５との近距離通信が可能となったことを検知する
まで待機する。ここでの検知は、例えばユーザが選択された画像形成装置１０５の近くま
で移動し、携帯端末１０４をかざすことで近距離通信制御部２１８、２２９との間で近距
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離通信が可能となることを検知できる。
【０１３１】
近距離通信が可能となったことを検知した場合（Ｓ７１２にてＹＥＳ）、携帯端末１０
４は、Ｓ７１３において、画像形成装置１０５に、管理サーバ１０１から受信したジョブ
識別子を含む実行指示および印刷ジョブにて用いられる画像データを送信する。１つのジ
ョブ識別子に対して複数のデータ（ファイル）が関連付けられているような場合には、当
該複数のデータ（ファイル）を連続して送信することになる。上述の通り、画像データの
送信には近距離通信を用いることもできるし、画像データの送信は無線ＬＡＮで行うハン
ドオーバーを使うことも可能である。
【０１３２】
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Ｓ７１４において、携帯端末１０４は、Ｓ７１３における各種情報の送信が完了した後
、確認画面８９０（図８Ｃ（ｂ））を表示し、画像形成装置１０５にて出力された印刷物
が正常なものであったか否かの確認結果をユーザから受け付ける。ユーザが確認した上で
出力物が正常であった旨の確認結果を受け付けた場合（Ｓ７１４にてＹＥＳ）、Ｓ７１５
にて、携帯端末１０４は、印刷物は正常である旨を管理サーバ１０１に通知する。出力物
に印刷ミス等の異常が発生した旨の確認結果を受け付けた場合（Ｓ７１４にてＮＯ）、Ｓ
７１６にて、携帯端末１０４は、印刷物に異常が発生した旨を管理サーバ１０１に通知す
る。以上により本処理フローを終了する。
【０１３３】
（ユーザインタフェース）
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本実施形態に係る印刷サービスを利用する際に、図７の説明において示したタイミング
で携帯端末１０４に表示されるＵＩの構成例について、図８Ａ〜図８Ｃを用いて説明する
。
【０１３４】
図８Ａ（ａ）は、印刷サービスを利用するために携帯端末１０４のアプリケーション３
２２を起動した際に表示されるＵＩ画面８００である。ＵＩ画面８００は、画像を選択す
るためのボタン８０１、画像をカメラ２１７で新たに撮影するためのボタン８０２、画像
を外部装置からダウンロードするためのボタン８０３、および画像を編集するためのボタ
ン８０４を備える。なお、ボタン８０２〜８０４による機能については、ＯＳ３２１に備
わる機能を利用して実現するものとし、ここでの詳細な説明は省略する。ボタン８０１が

10

押下された場合、図８Ａ（ｂ）に示す選択画面８１０へ遷移する。
【０１３５】
図８Ａ（ｂ）は、印刷対象の画像を選択するための選択画面８１０である。ここで表示
される画面は、携帯端末１０４の内部に保持された画像に加え、管理サーバ１０１等の外
部装置にて保持された画像データを表示するようにしても構わない。図８Ａ（ｂ）に示す
例では、画像８１１、８１２が選択されている。
【０１３６】
図８Ａ（ｃ）は、画像を印刷する際の印刷設定を指定するための設定領域を有する印刷
設定画面８２０である。領域８２１は、選択画面８１０にて選択された印刷対象の画像が
表示される。領域８２２は、選択された画像の総枚数と、領域８２１に表示されている画

20

像（現在印刷設定を行っている画像）が何枚目の画像かを示している。ボタン８２３は、
印刷設定を行う画像の切り替えを行うためのボタンである。ボタン８２５、８２６は、カ
ラー印刷／モノクロ印刷を指定するためのボタンである。ボタン８２７は、印刷設定を確
定し、印刷を行う画像形成装置を選択するための選択画面８３０に遷移するためのボタン
である。
【０１３７】
図８Ａ（ｄ）は、印刷を行う画像形成装置を選択するための選択画面８３０である。領
域８３１は、印刷対象の画像が表示される。ボタン８３２は、周囲の画像形成装置を検索
し、地図上に検出された画像形成装置の情報を重畳して表示する選択画面８４０（図８Ｂ
（ａ））に遷移するためのボタンである。ボタン８３３は、印刷設定等に基づいて、携帯

30

端末１０４が画像形成装置を検索し、一覧表示する選択画面８５０（図８Ｂ（ｂ））に遷
移するためのボタンである。ボタン８３４は、ユーザが過去に利用した画像形成装置もし
くは直接画像形成装置を指定するための選択画面８６０（図８Ｂ（ｃ））に遷移するため
のボタンである。なお、選択画面８３０は、これらのボタンの他にも画像形成装置を検索
するための検索条件を指定するための検索領域を備えてもよい。
【０１３８】
図８Ｂ（ａ）は、印刷設定等に基づいて検出された画像形成装置の位置及び関連する情
報を地図上に重畳して、ユーザが選択可能に選択領域に表示する。領域８４１には、例え
ば携帯端末１０４の位置情報に基づいて、周囲の地図情報が表示される。アイコン８４２
は、指定した印刷設定に対応可能な画像形成装置の位置を示す。ユーザは、アイコン８４

40

２を押下することで、画像形成装置を選択することができる。アイコン８４３は、画像形
成装置に関する情報が表示される。アイコン８４３には、印刷に要する料金情報が含まれ
る。また、選択画面８４０において、指定された印刷設定に対応した印刷が実施できない
画像形成装置は、表示しないようにしても良いし、画像形成装置の表示はしてもその印刷
設定では印刷できない旨を併せて表示するようにしてもよい。また、現在の携帯端末１０
４の位置から画像形成装置までの距離や移動に要する所要時間、もしくは印刷に要する処
理時間なども併せて表示するようにしてもよい。また、アイコン８４３を押下した際に更
に詳細な情報を表示するようにしてもよい。また、アイコン８４３は、表示内容に応じて
、表示を切り替えてもよく、例えば、最安値の箇所を点滅させたり、色を変えて表示する
ようにしてもよい。
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【０１３９】
図８Ｂ（ｂ）は、指定した印刷設定に対応可能な画像形成装置の一覧を表示する選択画
面８５０である。ボタン８５１は、画像形成装置を示しており、押下することにより、画
像形成装置を選択できる。領域８５２は、画像形成装置の情報を示す。
【０１４０】
図８Ｂ（ｃ）は、ユーザが過去に利用した画像形成装置の一覧および画像形成装置を直
接指定するための選択画面８６０である。ボタン８６１は過去に使用した画像形成装置を
示しており、押下することにより、画像形成装置を選択できる。領域８６２は、画像形成
装置の情報を示す。また、選択したい画像形成装置の情報が予めわかっている場合にその
情報を領域８６４に入力し、ボタン８６３を押下することで任意の画像形成装置を指定す

10

ることができる。また図８Ｂ（ｂ）（ｃ）の選択画面８５０、８６０において、画像形成
装置を選択した場合に、その選択した画像形成装置の位置がわかるように、図８Ｂ（ａ）
の画面に遷移するようにしてもよい。
【０１４１】
図８Ｂ（ｄ）は、画像形成装置が選択された後に、印刷内容の詳細を表示する詳細画面
８７０である。設定内容８７１〜８７５は、ここまでに指定された印刷設定が表示される
。ボタン８７６が押下された場合、印刷設定の内容が確定し、図８Ｃ（ａ）の指示画面８
８０に遷移する。
【０１４２】
図８Ｃ（ａ）は、携帯端末１０４と選択された画像形成装置１０５とが近距離通信する

20

まで携帯端末１０４が待機しており、選択した画像形成装置に近接することを指示する指
示画面８８０である。
【０１４３】
図８Ｃ（ｂ）は、印刷ジョブが実行された後、出力された印刷物が正常なものであるか
否かの指示をユーザから受けつけるための確認画面８９０である。ボタン８９１は印刷物
が正常である場合に押下されるボタンである。ボタン８９２は、印刷不良等の異常が発生
した場合に押下されるボタンである。
【０１４４】
（料金算出処理の処理フロー）
図７のＳ７０５における料金算出処理の詳細フローについて、図９を用いて説明する。

30

本処理フローは、携帯端末１０４および管理サーバ１０１のＣＰＵが記憶部に記憶された
、本実施形態に係るプログラムを読み出して実行することにより実現される。
【０１４５】
Ｓ９０１において、携帯端末１０４は、ユーザから受け付けた印刷設定を取得する。
【０１４６】
Ｓ９０２において、携帯端末１０４は、印刷設定、および印刷対象の印刷データに基づ
いて、画像量を算出する。
【０１４７】
Ｓ９０３において、携帯端末１０４は、Ｓ９０２にて算出した画像量の情報と、印刷設
定とを管理サーバ１０１へ送信する。

40

【０１４８】
Ｓ９０４において、管理サーバ１０１は、携帯端末１０４から画像量の情報と印刷設定
とを受信する。
【０１４９】
Ｓ９０５において、管理サーバ１０１は、取得した印刷設定に基づき、料金情報を料金
情報ＤＢ３０８から取得する。このとき、管理サーバ１０１は、図７のＳ７０４にて携帯
端末１０４により検索指示された印刷設定の印刷が可能な画像形成装置の候補に対する料
金情報が取得される。
【０１５０】
Ｓ９０６において、管理サーバ１０１は、取得した印刷設定、抽出された画像形成装置
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それぞれの料金情報、および取得した画像量の情報に基づき、検出された画像形成装置ご
との印刷料金を算出する。
【０１５１】
Ｓ９０７において、管理サーバ１０１は、Ｓ９０７にて画像形成装置毎の算出した印刷
料金を携帯端末１０４へ送信する。
【０１５２】
Ｓ９０８において、携帯端末１０４は、管理サーバ１０１にて算出された印刷料金を受
信する。携帯端末１０４はここで受信した印刷料金を図８Ｂ（ａ）（ｂ）の選択画面に表
示することとなる。以上により、本処理フローを終了する。
10

【０１５３】
以上により、サービス提供者は容易に印刷サービスの導入、課金管理が容易になる。ま
た、サービス利用者は、容易に印刷サービスを利用することができるようになり、その利
便性が向上する。
【０１５４】
なお、本実施形態において、課金サーバ１０２が決済処理を一括的に行っているが、更
に、画像形成装置の所有者であるサービス提供者への料金の支払い処理を行うようにして
もよい。また、課金サーバ１０２と管理サーバ１０１との管理者が異なる場合には、課金
サーバ１０２は更に、管理サーバ１０１への料金の支払い処理を行うようにしてもよい。
【０１５５】

20

＜第二の実施形態＞
第一の実施形態では、画像形成装置と各種装置との通信は、画像形成装置の内部に設置
された部位によって行われる構成であった。本実施形態では、上記構成を画像形成装置の
内部ではなく外付けの構成として用いる例を説明する。なお、第一の実施形態と重複する
箇所については、説明を省略する。
【０１５６】
［システム構成］
図１０は、本実施形態に係るシステム構成の例である。第一の実施形態との差異は、画
像形成装置１００１の構成である。画像形成装置１００１は、汎用的な画像形成装置であ
り、それ単体では、本願発明に係る印刷サービスの画像形成装置としては機能できない。
本実施形態では、この画像形成装置１００１に、本願発明における印刷サービスを提供可
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能にするためのデバイス１００２が接続される。
【０１５７】
［ハードウェア構成］
図１１は、本実施形態に係る画像形成装置１００１およびデバイス１００２のハードウ
ェア構成の例を示す図である。ＣＰＵ１１０１は、画像形成装置１００１の全体を制御す
る。ＣＰＵ１１０１は、ＲＯＭ１１０２やＲＡＭ１１０３等に格納された各種プログラム
を読み出して、実行することにより、画像形成に係る処理を実行する。
【０１５８】
ＲＯＭ１１０２は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納している。ＲＡＭ
１１０３は、揮発性の記憶部であり、例えばＣＰＵ１１０１の処理におけるワークメモリ
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として用いられる。ＨＤＤ１１０４は、不揮発性の記憶部であり、各種プログラムを格納
し、その処理結果などを保持している。ＮＷ

Ｉ／Ｆ１１０５は、（主に有線接続で）ネ

ットワーク１０３等を介して外部装置との通信を行う。表示部１１０６は、ユーザインタ
フェースとして機能し、各種情報をユーザに対して表示する。また、表示部１１０６は、
タッチパネル等のインタフェースとしても機能し、ユーザからの操作も受け付ける。スキ
ャナ部１１０７は、読取装置であり、ユーザの指示等に基づいて、原稿等の読取を行う。
プリンタ部１１０８は、印刷装置であり、印刷ジョブに基づいて、画像の印刷を行い、印
刷物の出力を行う。Ｉ／Ｆ１１０９は、デバイス１００２と接続され、デバイス１００２
との各種データの送受信を行う。ここでのＩ／Ｆ１１０９は、デバイス１００２と接続で
きれば、有線／無線や、その接続方式は特に問わない。また、画像形成装置１００１内の
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各構成要素は互いに通信可能に接続されている。
【０１５９】
デバイス１００２は、処理部１１１１、Ｉ／Ｆ１１１２、近距離通信制御部１１１３、
およびＷｉＦｉ制御部１１１４を備える。処理部１１１１は、第一の実施形態にて述べた
画像形成装置の各処理を実行する。具体的には、図４のＳ４１０にて受信した印刷ジョブ
の管理、Ｓ４１３にてジョブ実行指示およびユーザ情報及びジョブ情報の受信、Ｓ４１８
、Ｓ４１９における印刷ジョブの実行結果の通知などである。またその内部に、支払情報
ＤＢ３１３およびユーザ情報ＤＢ３１４に相当するデータを保持する。なお、各種処理お
よび各種情報については、画像形成装置１００１内部のＣＰＵ１１０１やＨＤＤ１１０４
と連携して実行、制御を行うようにしてもよい。近距離通信制御部１１１３は、第一の実

10

施形態の近距離通信制御部２１８と同等の動作を行う。ＷｉＦｉ制御部１１１４は、Ｗｉ
−Ｆｉ（登録商標）による通信を制御するための構成であり、第一の実施形態のＷｉＦｉ
制御部２３０と同等の動作を行う。また、デバイス１００２内の各構成要素は互いに通信
可能に接続されている。
【０１６０】
本体はデバイス１００２（アダプタ）が装着されたことを認識し、本体ファームウェア
（ＦＷ）に予め盛り込んである本システムに関する機能をアクティブにすることで、本シ
ステムに必要な情報をやりとりする。本体ＦＷに予め前記機能が盛り込まれていない場合
には、本体のＦＷを書き換える機能を持つ。
20

【０１６１】
各種処理については第一の実施形態と同様であるため、説明は省略する。
【０１６２】
以上、本実施形態により、第一の実施形態の効果に加え、すでに普及している画像形成
装置を利用して、本願発明の印刷サービスを提供可能となる。
【０１６３】
図１３（ａ）は、本発明が適用される印刷システムにおいて、本発明の特徴的な一部の
処理ステップの主体となる構成を示すための概念図である。図１３中の
す列には、１２の特徴的な処理ステップが挙げられている。また、
理システム

で示す列には、各処理ステップの主体である場合に

ステップ

携帯端末
○

で示

及び

管

が記載されている
30

。
【０１６４】
例えば、図１３（ａ）では、印刷データ分析による画像量算出のステップは、携帯端末
により実行されるステップであることを示している。なお、図１３では、図１のシステム
構成において、携帯端末以外の装置をまとめて「管理システム」と記載している。ここで
、図１３（ａ）は、前述の図４で示した処理シーケンスに対応している。
【０１６５】
図１３（ｂ）は、図１３（ａ）の変形例を示す。具体的には、携帯端末が、印刷対象と
なる印刷データ分析を行うことなく、管理システムに対して印刷データを転送した上で、
本発明の印刷システムを利用する場合の例を示している。ほかにも、管理システム上で予
め管理していたデータを、携帯端末が、印刷対象となる印刷データとして選択した場合の

40

例でもある。図１３（ｂ）で示すように、このような場合には、処理ステップ２、３が、
管理システムにより実行されていることがわかる。システム側が印刷データを送信する場
合で、１つのジョブ識別子に対して複数のデータ（ファイル）が関連付けられている場合
には、それらデータを１つのファイルにまとめて、印刷データとして送信することも可能
である。ここで送信に用いるファイル形式としては、例えばＰＤＦやＪＰＥＧなど、出力
対象となるプリンタ側で対応可能な所望の形式を利用することが可能である。
【０１６６】
＜第三の実施形態＞
上記第一、第二の実施形態では、画像形成装置をネットワークに接続して印刷ジョブの
授受を行って（図４のＳ４０９）、ユーザを確認していた（Ｓ４１３〜Ｓ４１５）。しか
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し、ネットワークを介しなくても同様のサービスは可能である。この場合、図５Ａ（ａ）
のデバイス情報には、サービス提供者がデバイス固有の認証情報（パスワードなど）を設
定しておく。また、画像形成装置にも同様の認証情報を設定しておく。第二の実施形態で
説明したアダプタとしてのデバイス１００２を接続する形態では、デバイス１００２に認
証情報を設定しておく。
【０１６７】
図４のＳ４０８においてジョブ発行がなされる。一方、本実施形態では、Ｓ４０９では
なくＳ４１０にて、ジョブが画像形成装置の認証情報を含めて携帯端末１０４に通知され
る。本実施形態では、Ｓ４０９でジョブは送信しない構成とする。
【０１６８】

10

Ｓ４１１において、携帯端末１０４と画像形成装置１０５との近距離通信が開始可能と
なった際に、Ｓ４１２において、携帯端末１０４は、画像形成装置１０５と近距離通信を
開始する。そして、携帯端末１０４は、この通信を用いて、携帯端末１０４のユーザ情報
、印刷データ、及びＳ４１０で受信したジョブ情報を送信する。ジョブ情報を受信した画
像形成装置は、このジョブ情報に含まれる認証情報が自身の認証情報と一致した場合に、
Ｓ４１６にてジョブを実行する。したがって、本実施形態では、Ｓ４１３〜Ｓ４１５の処
理は行われない。また、以降の処理は図４と同様であるが、Ｓ４１８、Ｓ４２７は行われ
ない。
【０１６９】
本実施形態によれば、画像形成装置をネットワークに接続しておく必要がなく、サービ
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ス提供者の自由度が更に広がることになる。なお、管理サーバ１０１が画像形成装置のス
テータスを管理するためには、ネットワークに接続しておくことが望ましいが、その場合
でもジョブの授受を行うことは必須ではない。また、第二の実施形態であるアダプタ方式
を採用する場合、画像形成装置の本体ＦＷを変更することなく実現が可能となる。また、
印刷システム内に複数の画像形成装置が含まれる場合には、上記の各実施形態の構成が混
在していてもよい。
【０１７０】
なお、本印刷システムにおいては、本印刷システムの提供者（インフラ運営者）とサー
ビス提供者、サービス利用者（ユーザ）との間に、下記の契約条件での合意が形成されて
いることが、取引関係の円滑化を図る上で望ましい。
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【０１７１】
上記の各実施形態においては、サービス利用者とサービス提供者との間では、プリント
物の買い主と売り主の関係にあるプリント売買契約が成立し、サービス利用者はプリント
を従量料金で発注し、サービス提供者の店舗でプリント物を受領するものとする。この売
買契約は、印刷依頼（ジョブ）を指示する都度成立することになる。しかしながら、契約
成立の手順については、規約にこれを明記しておき、本印刷システムのアプリケーション
を携帯端末にインストールする際に、サービス利用者から規約への同意を求めておくこと
が望ましい。
【０１７２】
サービス提供者とシステム提供者との間では、本システムのインフラ（システム）利用
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契約が成立し、サービス提供者はインフラの利用料として従量料金で支払い、システム提
供者はシステムやサービス提供者の店舗の広告を行う。この利用契約は、サービス提供者
がシステムに画像形成装置などの情報を登録する際に締結することができる。なお、両者
間で画像形成装置やその消耗品の売買契約やメインテナンスサービス契約を締結しておく
ことは、なお望ましい。
【０１７３】
＜その他の実施形態＞
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、上述した実施例の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又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
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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】
【０１７４】
１

印刷システム、１０１

５

画像形成装置

【図１】

管理サーバ、１０２

課金サーバ、１０４

【図２】

携帯端末、１０

(29)
【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】
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【図６】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

JP 6243793 B2 2017.12.6

(31)
【図８Ｃ】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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