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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　第１の方式に従って、端末装置と無線通信を実行するための第１種のインターフェース
と、
　前記第１の方式とは異なる第２の方式に従って、前記端末装置と無線通信を実行するた
めの第２種のインターフェースと、
　制御部と、
　第１の判断処理が実行されるべきか否かを示す設定情報を記憶するメモリと、を備え、
　前記制御部は、
　　前記端末装置から、前記第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を受信
する要求情報受信部であって、前記特定の要求情報は、前記通信装置と前記端末装置との
双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の構築を、前記通信装置に要求す
るための情報である、前記要求情報受信部と、
　　前記メモリ内の前記設定情報が、前記第１の判断処理が実行されるべきことを示す場
合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答
情報を前記端末装置に送信する第１の応答部であって、前記メモリ内の前記設定情報が、
前記第１の判断処理が実行されるべきでないことを示す場合に、前記第１の応答情報を前
記端末装置に送信しない前記第１の応答部と、
　　前記第１の応答情報が前記端末装置に送信された後に、前記端末装置から、前記第１



(2) JP 6264815 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信する認証情報受信部と、
　　前記端末装置から前記特定の認証情報が受信される場合に、前記特定の認証情報が認
証用リストに登録済みであるのか否かを判断する前記第１の判断処理を実行する第１の判
断部と、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断される場合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記特定の無線ネッ
トワークで利用されるネットワーク情報を前記端末装置と通信し、前記第１の判断処理に
おいて、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みでないと判断される場合に、
前記ネットワーク情報を前記端末装置と通信しない第１の通信部と、
　　前記ネットワーク情報が前記端末装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第２種のインターフェースを介して、対
象データの無線通信を前記端末装置と実行する実行部と、
　　前記メモリ内の前記設定情報が、前記第１の判断処理が実行されるべきでないことを
示す場合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記ネットワーク情報に関係する
情報を含む第２の応答情報を前記端末装置に送信する第２の応答部と、
　を備える通信装置。 
【請求項２】
　通信装置であって、
　第１の方式に従って、端末装置と無線通信を実行するための第１種のインターフェース
と、
　前記第１の方式とは異なる第２の方式に従って、前記端末装置と無線通信を実行するた
めの第２種のインターフェースと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記通信装置と前記端末装置との間に前記第１種のインターフェースを介して確立さ
れる第１の通信リンクを利用して、前記端末装置から、前記第１種のインターフェースを
介して、特定の要求情報を受信する要求情報受信部であって、前記特定の要求情報は、前
記通信装置と前記端末装置との双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の
構築を、前記通信装置に要求するための情報である、前記要求情報受信部と、
　　前記第１の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介して、前記特
定の要求情報に対する第１の応答情報を前記端末装置に送信する第１の応答部と、
　　前記第１の応答情報が前記端末装置に送信された後であって、前記第１の通信リンク
が切断された後に、前記通信装置と前記端末装置との間に前記第１種のインターフェース
を介して確立される第２の通信リンクを利用して、前記端末装置から、前記第１種のイン
ターフェースを介して、特定の認証情報を受信する認証情報受信部と、
　　前記端末装置から前記特定の認証情報が受信される場合に、前記特定の認証情報が認
証用リストに登録済みであるのか否かを判断する第１の判断処理を実行する第１の判断部
と、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断される場合に、前記第２の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェ
ースを介して、前記特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を前記端末装
置と通信し、前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登
録済みでないと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装置と通信しない第
１の通信部と、
　　前記ネットワーク情報が前記端末装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第２種のインターフェースを介して、対
象データの無線通信を前記端末装置と実行する実行部と、
　を備える通信装置。
【請求項３】
　前記第１の通信リンクは、前記第１種のインターフェースが、第１のモードに従って動
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作する通信リンクであり、
　前記第２の通信リンクは、前記第１種のインターフェースが、前記第１のモードとは異
なる第２のモードに従って動作する通信リンクである、請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、さらに、
　前記第１の通信リンクが切断された後に、前記第１種のインターフェースの状態を、前
記第１のモードに従って動作可能であると共に前記第２のモードに従って動作不可能であ
る状態から、前記第１のモードに従って動作不可能であると共に前記第２のモードに従っ
て動作可能である状態に変更する状態変更部を備える、請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の方式は、ＮＦＣ（Near Field Communicationの略）規格に従った通信方式で
あるＮＦＣ方式であり、
　前記第２のモードは、前記ＮＦＣ規格のＲｅａｄｅｒ／Ｗｒｉｔｅｒモードである、請
求項３又は４に記載の通信装置。
【請求項６】
　通信装置であって、
　第１の方式に従って、端末装置と無線通信を実行するための第１種のインターフェース
と、
　前記第１の方式とは異なる第２の方式に従って、前記端末装置と無線通信を実行するた
めの第２種のインターフェースと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記端末装置から、前記第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を受信
する要求情報受信部であって、前記特定の要求情報は、前記通信装置と前記端末装置との
双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の構築を、前記通信装置に要求す
るための情報である、前記要求情報受信部と、
　　前記端末装置から前記特定の要求情報が受信される場合に、認証用リストに含まれる
複数個の第１種の情報の全てが、前記特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク
情報の通信を許可しないことを示すのか否かを判断する第２の判断処理を実行する第２の
判断部であって、前記認証用リストは、複数個の関連情報を含み、前記複数個の関連情報
のそれぞれでは、認証情報と、前記ネットワーク情報の通信を許可するのか否かを示す前
記第１種の情報と、が関連付けられている、前記第２の判断部と、
　　前記第２の判断処理において、前記複数個の第１種の情報のうちの少なくとも１個の
第１種の情報が、前記ネットワーク情報の通信を許可することを示すと判断される場合に
、前記第１種のインターフェースを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答情報
を前記端末装置に送信する第１の応答部であって、前記第２の判断処理において、前記複
数個の第１種の情報の全てが、前記ネットワーク情報の通信を許可しないことを示すと判
断される場合に、前記第１の応答情報を前記端末装置に送信しない前記第１の応答部と、
　　前記第１の応答情報が前記端末装置に送信された後に、前記端末装置から、前記第１
種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信する認証情報受信部と、
　　前記端末装置から前記特定の認証情報が受信される場合に、前記特定の認証情報が前
記認証用リストに登録済みであるのか否かを判断する第１の判断処理を実行する第１の判
断部と、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断される場合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記ネットワーク情
報を前記端末装置と通信し、前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認
証用リストに登録済みでないと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装置
と通信しない第１の通信部と、
　　前記ネットワーク情報が前記端末装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第２種のインターフェースを介して、対
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象データの無線通信を前記端末装置と実行する実行部と、
　　前記第２の判断処理において、前記複数個の第１種の情報の全てが、前記ネットワー
ク情報の通信を許可しないことを示すと判断される場合に、前記第１種のインターフェー
スを介して、第３の応答情報を前記端末装置に送信する第３の応答部と、
　を備える通信装置。
【請求項７】
　前記制御部は、さらに、
　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みであ
ると判断される場合に、前記特定の認証情報に関連付けられている特定の第１種の情報が
、前記ネットワーク情報の通信を許可することを示すのか否かを判断する第３の判断処理
を実行する第３の判断部を備え、
　前記第１の通信部は、
　　前記第３の判断処理において、前記特定の第１種の情報が、前記ネットワーク情報の
通信を許可することを示すと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装置と
通信し、
　　前記第３の判断処理において、前記特定の第１種の情報が、前記ネットワーク情報の
通信を許可することを示さないと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装
置と通信しない、請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　通信装置であって、
　第１の方式に従って、端末装置と無線通信を実行するための第１種のインターフェース
と、
　前記第１の方式とは異なる第２の方式に従って、前記端末装置と無線通信を実行するた
めの第２種のインターフェースと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記端末装置から、前記第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を受信
する要求情報受信部であって、前記特定の要求情報は、前記通信装置と前記端末装置との
双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の構築を、前記通信装置に要求す
るための情報であり、前記特定の要求情報は、前記通信装置が実行可能な複数個の機能
のうちの対象機能の実行要求を含む、前記要求情報受信部と、
　　前記第１種のインターフェースを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答情
報を前記端末装置に送信する第１の応答部と、
　　前記第１の応答情報が前記端末装置に送信された後に、前記端末装置から、前記第１
種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信する認証情報受信部と、
　　前記端末装置から前記特定の認証情報が受信される場合に、前記特定の認証情報が認
証用リストに登録済みであるのか否かを判断する第１の判断処理を実行する第１の判断部
であって、前記認証用リストは、複数個の関連情報を含み、前記複数個の関連情報のそれ
ぞれでは、認証情報と、第２種の情報と、が関連付けられており、前記第２種の情報は、
前記通信装置が実行可能な前記複数個の機能のそれぞれについて、当該機能の実行を許可
するのか否かを示す、前記第１の判断部と、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断される場合に、前記特定の認証情報に関連付けられている特定の第２種の情報
が、前記対象機能の実行を許可することを示すのか否かを判断する第４の判断処理を実行
する第４の判断部を備え、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断され、かつ、前記第４の判断処理において、前記特定の第２種の情報が、前記
対象機能の実行を許可することを示すと判断される場合に、前記第１種のインターフェー
スを介して、前記特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を前記端末装置
と通信し、前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録
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済みでないと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装置と通信せず、前記
第４の判断処理において、前記特定の第２種の情報が、前記対象機能の実行を許可するこ
とを示さないと判断される場合に、前記ネットワーク情報を前記端末装置と通信しない第
１の通信部と、
　　前記ネットワーク情報が前記端末装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第２種のインターフェースを介して、対
象データの無線通信を前記端末装置と実行する実行部と、
　を備える通信装置。
【請求項９】
　前記通信装置が前記第１種のインターフェースを介して前記端末装置と通信可能な最大
の距離は、前記通信装置が前記第２種のインターフェースを介して前記端末装置と通信可
能な最大の距離よりも小さい、請求項１から８のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　端末装置であって、
　第１の方式に従って、通信装置と無線通信を実行するための第１種のインターフェース
と、
　前記第１の方式とは異なる第２の方式に従って、前記通信装置と無線通信を実行するた
めの第２種のインターフェースと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記通信装置と前記端末装置との間に前記第１種のインターフェースを介して確立さ
れる第１の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介して、特定の要求
情報を前記通信装置に送信する要求情報送信部であって、前記特定の要求情報は、前記通
信装置と前記端末装置との双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の構築
を、前記通信装置に要求するための情報であり、前記第１の通信リンクは、前記第１種の
インターフェースが、第３のモードに従って動作する通信リンクである、前記要求情報送
信部と、
　　前記第１の通信リンクを利用して、前記通信装置から、前記第１種のインターフェー
スを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答情報を受信する応答受信部と、
　　前記通信装置から前記第１の応答情報が受信された後であって、前記第１の通信リン
クが切断された後に、前記通信装置と前記端末装置との間に前記第１種のインターフェー
スを介して確立される第２の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介
して、特定の認証情報を前記通信装置に送信する認証情報送信部であって、前記第２の通
信リンクは、前記第１種のインターフェースが、前記第３のモードとは異なる第４のモー
ドに従って動作する通信リンクである、前記認証情報送信部と、
　　前記特定の認証情報が認証用リストに登録済みであると前記通信装置によって判断さ
れる場合に、前記第２の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介して
、前記特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を前記通信装置と通信する
通信部と、
　　前記ネットワーク情報が前記通信装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第２種のインターフェースを介して、対
象データの無線通信を前記通信装置と実行する実行部と、
　を備える端末装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、さらに、
　前記通信装置と前記ネットワーク情報が通信された後に、前記第１種のインターフェー
スの状態を、前記第４のモードに従って動作可能であると共に前記第３のモードに従って
動作不可能である状態から、前記第４のモードに従って動作不可能であると共に前記第３
のモードに従って動作可能である状態に変更する状態変更部を備える、
　請求項１０に記載の端末装置。
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【請求項１２】
　端末装置と通信可能な通信装置のためのコンピュータプログラムであって、
　前記通信装置に搭載されるコンピュータに、以下の各ステップ、即ち、
　　前記端末装置から、第１の方式に従って、前記端末装置と無線通信を実行するための
第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を受信する要求情報受信ステップで
あって、前記特定の要求情報は、前記通信装置と前記端末装置との双方が特定の無線ネッ
トワークに所属している所属状態の構築を、前記通信装置に要求するための情報である、
前記要求情報受信ステップと、
　　メモリに記憶されている設定情報であって、第１の判断処理が実行されるべきか否か
を示す前記設定情報が、前記第１の判断処理が実行されるべきことを示す場合に、前記第
１種のインターフェースを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答情報を前記端
末装置に送信する第１の応答ステップであって、前記メモリ内の前記設定情報が、前記第
１の判断処理が実行されるべきでないことを示す場合に、前記第１の応答情報を前記端末
装置に送信しない前記第１の応答ステップと、
　　前記第１の応答情報が前記端末装置に送信された後に、前記端末装置から、前記第１
種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信する認証情報受信ステップと、
　　前記端末装置から前記特定の認証情報が受信される場合に、前記特定の認証情報が認
証用リストに登録済みであるのか否かを判断する前記第１の判断処理を実行する第１の判
断ステップと、
　　前記第１の判断処理において、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みで
あると判断される場合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記特定の無線ネッ
トワークで利用されるネットワーク情報を前記端末装置と通信し、前記第１の判断処理に
おいて、前記特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みでないと判断される場合に、
前記ネットワーク情報を前記端末装置と通信しない第１の通信ステップと、
　　前記ネットワーク情報が前記端末装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第１の方式とは異なる第２の方式に従っ
て、前記端末装置と無線通信を実行するための第２種のインターフェースを介して、対象
データの無線通信を前記端末装置と実行する実行ステップと、
　　前記メモリ内の前記設定情報が、前記第１の判断処理が実行されるべきでないことを
示す場合に、前記第１種のインターフェースを介して、前記ネットワーク情報に関係する
情報を含む第２の応答情報を前記端末装置に送信する第２の応答ステップと、
　を実行させるコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　通信装置と通信可能な端末装置のためのコンピュータプログラムであって、
前記端末装置に搭載されるコンピュータに、以下の各ステップ、即ち、
　　前記通信装置と前記端末装置との間に、第１の方式に従って、前記通信装置と無線通
信を実行するための第１種のインターフェースを介して確立される第１の通信リンクを利
用して、前記第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を前記通信装置に送信
する要求情報送信ステップであって、前記特定の要求情報は、前記通信装置と前記端末装
置との双方が特定の無線ネットワークに所属している所属状態の構築を、前記通信装置に
要求するための情報であり、前記第１の通信リンクは、前記第１種のインターフェースが
、第３のモードに従って動作する通信リンクである、前記要求情報送信ステップと、
　　前記第１の通信リンクを利用して、前記通信装置から、前記第１種のインターフェー
スを介して、前記特定の要求情報に対する第１の応答情報を受信する応答受信ステップと
、
　　前記通信装置から前記第１の応答情報が受信された後であって、前記第１の通信リン
クが切断された後に、前記通信装置と前記端末装置との間に前記第１種のインターフェー
スを介して確立される第２の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介
して、特定の認証情報を前記通信装置に送信する認証情報送信ステップであって、前記第
２の通信リンクは、前記第１種のインターフェースが、前記第３のモードとは異なる第４



(7) JP 6264815 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

のモードに従って動作する通信リンクである、前記認証情報送信ステップと、
　　前記特定の認証情報が認証用リストに登録済みであると前記通信装置によって判断さ
れる場合に、前記第２の通信リンクを利用して、前記第１種のインターフェースを介して
、前記特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を前記通信装置と通信する
通信ステップと、
　　前記ネットワーク情報が前記通信装置と通信されて、前記所属状態が構築された後に
、前記特定の無線ネットワークを利用して、前記第１の方式とは異なる第２の方式に従っ
て、前記端末装置と無線通信を実行するための第２種のインターフェースを介して、対象
データの無線通信を前記通信装置と実行する実行ステップと、
　を実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書によって開示される技術は、端末装置と通信可能な通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、通信端末とＮＦＣ（Near Field Communicationの略）通信を実行する
ための情報処理装置が開示されている。情報処理装置は、接続されているＮＦＣデバイス
の動作モードを、パッシブタグモードと、Ｐ２Ｐ（Peer to Peerの略）モードとの間で切
り替えて、通信端末とＮＦＣ通信を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－４４０９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献１の技術では、情報処理装置が、ＮＦＣ通信のためのインターフェース
とは異なるインターフェースを備えることについて、考慮されていない。
【０００５】
　本明細書では、第１種のインターフェースを利用した通信と、第１種のインターフェー
スとは異なる第２種のインターフェースを利用した通信と、を適切に実行し得る技術を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書によって開示される一つの技術は、端末装置と通信可能な通信装置である。通
信装置は、第１の方式に従って、端末装置と無線通信を実行するための第１種のインター
フェースと、第１の方式とは異なる第２の方式に従って、端末装置と無線通信を実行する
ための第２種のインターフェースと、制御部と、を備える。制御部は、要求情報受信部と
、第１の応答部と、認証情報受信部と、第１の判断部と、第１の通信部と、実行部と、を
備える。要求情報受信部は、端末装置から、第１種のインターフェースを介して、特定の
要求情報を受信する。特定の要求情報は、通信装置と端末装置との双方が特定の無線ネッ
トワークに所属している所属状態の構築を、通信装置に要求するための情報である。第１
の応答部は、第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報に対する第１の応答情
報を端末装置に送信する。認証情報受信部は、第１の応答情報が端末装置に送信された後
に、端末装置から、第１種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信する。第
１の判断部は、端末装置から特定の認証情報が受信される場合に、特定の認証情報が認証
用リストに登録済みであるのか否かを判断する第１の判断処理を実行する。第１の通信部
は、第１の判断処理において、特定の認証情報が認証用リストに登録済みであると判断さ
れる場合に、第１種のインターフェースを介して、特定の無線ネットワークで利用される
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ネットワーク情報を端末装置と通信し、第１の判断処理において、特定の認証情報が認証
用リストに登録済みでないと判断される場合に、ネットワーク情報を端末装置と通信しな
い。実行部は、ネットワーク情報が端末装置と通信されて、所属状態が構築された後に、
特定の無線ネットワークを利用して、第２種のインターフェースを介して、対象データの
無線通信を端末装置と実行する。
【０００７】
　上記の構成によると、上記の通信装置は、第１の判断処理において、特定の認証情報が
認証用リストに登録済みであると判断されるか否かに応じて、特定の無線ネットワークを
利用して、第２種のインターフェースを介して、対象データの無線通信を端末装置と実行
するか否かを変えることができる。従って、上記の通信装置によると、第１種のインター
フェースを利用した通信と、第１種のインターフェースとは異なる第２種のインターフェ
ースを利用した通信と、を適切に実行し得る。
【０００８】
　通信装置は、さらに、第１の判断処理が実行されるべきか否かを示す設定情報を記憶す
るメモリを備えてもよい。第１の応答部は、メモリ内の設定情報が、第１の判断処理が実
行されるべきことを示す場合に、第１の応答情報を端末装置に送信し、メモリ内の設定情
報が、第１の判断処理が実行されるべきでないことを示す場合に、第１の応答情報を端末
装置に送信しなくてもよい。制御部は、さらに、メモリ内の設定情報が、第１の判断処理
が実行されるべきでないことを示す場合に、第１種のインターフェースを介して、ネット
ワーク情報に関係する情報を含む第２の応答情報を端末装置に送信する第２の応答部を備
えてもよい。この構成によると、通信装置は、設定情報が、第１の判断処理が実行される
べきことを示すか否かに応じて、適切に動作し得る。
【０００９】
　要求情報受信部は、通信装置と端末装置との間に第１種のインターフェースを介して確
立される第１の通信リンクを利用して、端末装置から特定の要求情報を受信してもよい。
第１の応答部は、第１の通信リンクを利用して、第１の応答情報を端末装置に送信しても
よい。認証情報受信部は、第１の通信リンクが切断された後に、通信装置と端末装置との
間に第１種のインターフェースを介して確立される第２の通信リンクを利用して、端末装
置から特定の認証情報を受信してもよい。第１の通信部は、第２の通信リンクを利用して
、ネットワーク情報を端末装置と通信してもよい。この構成によると、通信装置は、端末
装置から適切に特定の要求情報を受信し得るとともに、第１の応答情報を端末装置に適切
に送信し得る。また、通信装置は、端末装置から特定の認証情報を適切に受信し得るとと
もに、ネットワーク情報を端末装置と適切に通信し得る。
【００１０】
　第１の通信リンクは、第１種のインターフェースが、第１のモードに従って動作する通
信リンクであってもよい。第２の通信リンクは、第１種のインターフェースが、第１のモ
ードとは異なる第２のモードに従って動作する通信リンクであってもよい。この構成によ
ると、通信装置は、第１及び第２の通信リンクを適切に確立し得る。
【００１１】
　制御部は、さらに、第１の通信リンクが切断された後に、第１種のインターフェースの
状態を、第１のモードに従って動作可能であると共に第２のモードに従って動作不可能で
ある状態から、第１のモードに従って動作不可能であると共に第２のモードに従って動作
可能である状態に変更する状態変更部を備えてもよい。この構成によると、通信装置は、
第１種のインターフェースの状態を適切に変更し得る。
【００１２】
　第１の方式は、ＮＦＣ（Near Field Communicationの略）規格に従った通信方式である
ＮＦＣ方式であってもよい。第２のモードは、ＮＦＣ規格のＲｅａｄｅｒ／Ｗｒｉｔｅｒ
モードであってもよい。
【００１３】
　認証用リストは、複数個の関連情報を含んでもよい。複数個の関連情報のそれぞれでは
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、認証情報と、ネットワーク情報の通信を許可するのか否かを示す第１種の情報と、が関
連付けられていてもよい。制御部は、さらに、端末装置から特定の要求情報が受信される
場合に、複数個の関連情報に含まれる複数個の第１種の情報の全てが、ネットワーク情報
の通信を許可しないことを示すのか否かを判断する第２の判断処理を実行する第２の判断
部を備えていてもよい。第１の応答部は、第２の判断処理において、複数個の第１種の情
報の全てが、ネットワーク情報の通信を許可しないことを示すと判断される場合に、第１
の応答情報を端末装置に送信せず、第２の判断処理において、複数個の第１種の情報のう
ちの少なくとも１個の第１種の情報が、ネットワーク情報の通信を許可することを示すと
判断される場合に、第１の応答情報を端末装置に送信してもよい。制御部は、さらに、第
２の判断処理において、複数個の第１種の情報の全てが、ネットワーク情報の通信を許可
しないことを示すと判断される場合に、第１種のインターフェースを介して、第３の応答
情報を端末装置に送信する第３の応答部を備えてもよい。この構成によると、通信装置は
、複数個の関連情報に含まれる複数個の第１種の情報の全てが、ネットワーク情報の通信
を許可しないことを示すのか否かに応じて、第１の応答情報を送信するのか第３の応答情
報を送信するのかを変えることができる。そのため、通信装置は、第１及び第３の応答情
報を適切に端末装置に送信し得る。
【００１４】
　制御部は、さらに、第１の判断処理において、特定の認証情報が認証用リストに登録済
みであると判断される場合に、特定の認証情報に関連付けられている特定の第１種の情報
が、ネットワーク情報の通信を許可することを示すのか否かを判断する第３の判断処理を
実行する第３の判断部を備えてもよい。第１の通信部は、第３の判断処理において、特定
の第１種の情報が、ネットワーク情報の通信を許可することを示すと判断される場合に、
ネットワーク情報を端末装置と通信し、第３の判断処理において、特定の第１種の情報が
、ネットワーク情報の通信を許可することを示さないと判断される場合に、ネットワーク
情報を端末装置と通信しなくてもよい。この構成によると、通信装置は、特定の認証情報
が認証用リストに登録済みであると判断される場合において、特定の認証情報に関連付け
られている特定の第１種の情報が、ネットワーク情報の通信を許可することを示すのか否
かに応じて、ネットワーク情報を端末装置と通信するか否かを変えることができる。その
ため、通信装置は、適切にネットワーク情報を端末装置と通信し得る。
【００１５】
　認証用リストは、複数個の関連情報を含んでもよい。複数個の関連情報のそれぞれでは
、認証情報と、第２種の情報と、が関連付けられていてもよい。第２種の情報は、通信装
置が実行可能な複数個の機能のそれぞれについて、当該機能の実行を許可するのか否かを
示していてもよい。要求情報受信部は、端末装置から、複数個の機能のうちの対象機能の
実行要求を含む特定の要求情報を受信してもよい。制御部は、さらに、第１の判断処理に
おいて、特定の認証情報が認証用リストに登録済みであると判断される場合に、特定の認
証情報に関連付けられている特定の第２種の情報が、対象機能の実行を許可することを示
すのか否かを判断する第４の判断処理を実行する第４の判断部を備えてもよい。第１の通
信部は、第４の判断処理において、特定の第２種の情報が、対象機能の実行を許可するこ
とを示すと判断される場合に、ネットワーク情報を端末装置と通信し、第４の判断処理に
おいて、特定の第２種の情報が、対象機能の実行を許可することを示さないと判断される
場合に、ネットワーク情報を端末装置と通信しなくてもよい。この構成によると、通信装
置は、特定の認証情報が認証用リストに登録済みであると判断される場合において、特定
の認証情報に関連付けられている特定の第２種の情報が、対象機能の実行を許可すること
を示すのか否かに応じて、ネットワーク情報を端末装置と通信するか否かを変えることが
できる。そのため、通信装置は、適切にネットワーク情報を端末装置と通信し得る。
【００１６】
　通信装置が第１種のインターフェースを介して端末装置と通信可能な最大の距離は、通
信装置が第２種のインターフェースを介して端末装置と通信可能な最大の距離よりも小さ
くてもよい。
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【００１７】
　本明細書によって開示されるもう一つの技術は、通信装置と通信可能な端末装置である
。端末装置は、第１の方式に従って、通信装置と無線通信を実行するための第１種のイン
ターフェースと、第１の方式とは異なる第２の方式に従って、通信装置と無線通信を実行
するための第２種のインターフェースと、制御部と、を備える。制御部は、要求情報送信
部と、応答受信部と、認証情報送信部と、通信部と、実行部と、を備える。要求情報送信
部は、第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報を通信装置に送信する。特定
の要求情報は、通信装置と端末装置との双方が特定の無線ネットワークに所属している所
属状態の構築を、通信装置に要求するための情報である。応答受信部は、通信装置から、
第１種のインターフェースを介して、特定の要求情報に対する第１の応答情報を受信する
。認証情報送信部は、通信装置から第１の応答情報が受信される場合に、第１種のインタ
ーフェースを介して、特定の認証情報を通信装置に送信する。通信部は、特定の認証情報
が認証用リストに登録済みであると通信装置によって判断される場合に、第１種のインタ
ーフェースを介して、特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を通信装置
と通信する。実行部は、ネットワーク情報が通信装置と通信されて、所属状態が構築され
た後に、特定の無線ネットワークを利用して、第２種のインターフェースを介して、対象
データの無線通信を通信装置と実行する。
【００１８】
　上記の構成によると、上記の端末装置は、特定の認証情報が認証用リストに登録済みで
あると通信装置によって判断される場合に、特定の無線ネットワークを利用して、第２種
のインターフェースを介して、対象データの無線通信を端末装置と実行することができる
。従って、上記の端末装置によると、第１種のインターフェースを利用した通信と、第１
種のインターフェースとは異なる第２種のインターフェースを利用した通信と、を適切に
実行し得る。
【００１９】
　要求情報送信部は、通信装置と端末装置との間に第１種のインターフェースを介して確
立される第１の通信リンクを利用して、通信装置に特定の要求情報を送信してもよい。
応答受信部は、第１の通信リンクを利用して、通信装置から第１の応答情報を受信しても
よい。認証情報送信部は、第１の通信リンクが切断された後に、通信装置と端末装置との
間に第１種のインターフェースを介して確立される第２の通信リンクを利用して、通信装
置に特定の認証情報を送信してもよい。通信部は、第２の通信リンクを利用して、通信装
置とネットワーク情報を通信してもよい。第１の通信リンクは、第１種のインターフェー
スが、第３のモードに従って動作する通信リンクであってもよい。第２の通信リンクは、
第１種のインターフェースが、第３のモードとは異なる第４のモードに従って動作する通
信リンクであってもよい。この構成によると、端末装置は、第１種のインターフェースの
状態を適切に変更することにより、第１及び第２の通信リンクを適切に確立させ得る。
【００２０】
　制御部は、さらに、通信装置とネットワーク情報が通信された後に、第１種のインター
フェースの状態を、第４のモードに従って動作可能であると共に第３のモードに従って動
作不可能である状態から、第４のモードに従って動作不可能であると共に第３のモードに
従って動作可能である状態に変更する状態変更部を備えてもよい。この構成によると、端
末装置は、第１種のインターフェースの状態を適切に変更し得る。
【００２１】
　なお、上記の通信装置を実現するための制御方法、コンピュータプログラム、及び、当
該コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ読取可能記録媒体も、新規で有用であ
る。また、上記の端末装置を実現するための制御方法、コンピュータプログラム、及び、
当該コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ読取可能記録媒体も、新規で有用で
ある。また、上記の通信装置と端末装置とを含む通信システムも、新規で有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】通信システムの構成を示す。
【図２】第１実施例のＭＦＰの通信処理のフローチャートを示す。
【図３】第１実施例のＭＦＰのＳＦＬ認証処理のフローチャートを示す。
【図４】第１実施例の携帯端末の機能実行処理のフローチャートを示す。
【図５】第１実施例のケースＡ１の通信のシーケンスチャートを示す。
【図６】第１実施例のケースＡ２の通信のシーケンスチャートを示す。
【図７】第２実施例のケースＢの通信のシーケンスチャートを示す。
【図８】第３実施例のＭＦＰのＳＦＬ認証処理のフローチャートを示す。
【図９】第３実施例のケースＣ１の通信のシーケンスチャートを示す。
【図１０】第３実施例のケースＣ１におけるＳＦＬテーブルを示す。
【図１１】第３実施例のケースＣ２の通信のシーケンスチャートを示す。
【図１２】第３実施例のケースＣ２におけるＳＦＬテーブルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
（第１実施例）
（通信システム２の構成；図１）
　図１に示すように、通信システム２は、多機能器（以下では「ＭＦＰ（Multi-Function
 Peripheralの略）」と呼ぶ）１０と、携帯端末ＰＴ１、ＰＴ２、ＰＴ３と、を備える。
ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３とは、ＮＦＣ（Near Field Communicationの略）方
式に従った無線通信であるＮＦＣ通信と、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅによって策定さ
れたＷｉ－Ｆｉ方式に従った無線通信であるＷｉ－Ｆｉ通信と、のそれぞれを実行可能で
ある。
【００２４】
（ＭＦＰ１０の構成）
　ＭＦＰ１０は、印刷機能、スキャン機能等の多機能を実行可能な周辺機器（即ちＰＣ（
Personal Computerの略）等の周辺機器）である。ＭＦＰ１０は、操作部１２と、表示部
１４と、印刷実行部１６と、スキャン実行部１８と、ＮＦＣインターフェース２０と、無
線ＬＡＮ（Local Area Networkの略）インターフェース２２と、制御部３０と、を備える
。各部１２～３０は、バス線（符号省略）に接続されている。以下では、インターフェー
スのことを「Ｉ／Ｆ」と記載する。
【００２５】
　操作部１２は、複数のキーを備える。ユーザは、操作部１２を操作することによって、
様々な指示をＭＦＰ１０に入力することができる。表示部１４は、様々な情報を表示する
ためのディスプレイである。印刷実行部１６は、インクジェット方式、レーザ方式等の印
刷機構である。スキャン実行部１８は、ＣＣＤ、ＣＩＳ等のスキャン機構である。
【００２６】
　ＮＦＣＩ／Ｆ２０は、ＮＦＣ方式に従ったＮＦＣ通信を実行するためのＩ／Ｆである。
ＮＦＣ方式は、例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ２１４８１又は１８０９２の国際標準規格に従っ
て、無線通信を実行するための無線通信方式である。制御部３０は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を
介して、ＮＦＣ通信を実行することができる。
【００２７】
　無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２は、Ｗｉ－Ｆｉ方式に従ったＷｉ－Ｆｉ通信を実行するためのイ
ンターフェースである。Ｗｉ－Ｆｉ方式は、例えば、ＩＥＥＥ（The Institute of Elect
rical and Electronics Engineers, Inc.の略）の８０２．１１の規格、及び、それに準
ずる規格（例えば、８０２．１１ａ，１１ｂ，１１ｇ，１１ｎ等）に従って、無線通信を
実行するための無線通信方式である。制御部３０は、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して、Ｗ
ｉ－Ｆｉ通信を実行することができる。より具体的に言うと、制御部３０は、後述のＷＦ
Ｄ（Wi-Fi Direct）方式の無線ネットワーク（以下では「ＷＦＤＮＷ」）を利用して、無
線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して、Ｗｉ－Ｆｉ通信を実行することができる。
【００２８】
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　ここでは、ＮＦＣＩ／Ｆ２０と無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２との相違点を説明しておく。無線
ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介した無線通信の通信速度（例えば、最大の通信速度が１１～６００
Ｍｂｐｓ）は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介した無線通信の通信速度（例えば、最大の通信速度
が１００～４２４Ｋｂｐｓ）よりも速い。また、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介した無線通信
における搬送波の周波数（例えば、２．４ＧＨｚ帯、５．０ＧＨｚ帯）は、ＮＦＣＩ／Ｆ
２０を介した無線通信における搬送波の周波数（例えば、１３．５６ＭＨｚ帯）とは異な
る。また、例えば、ＭＦＰ１０と外部機器（例えば、携帯端末ＰＴ１）との距離が約１０
ｃｍ以下である場合に、制御部３０は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して、外部機器と無線通信
を実行可能である。一方において、ＭＦＰ１０と外部機器との距離が、１０ｃｍ以下であ
る場合でも、１０ｃｍ以上である場合（例えば最大で約１００ｍ）でも、制御部３０は、
無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して、外部機器と無線通信を実行可能である。即ち、ＭＦＰ１
０が無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して外部機器と無線通信を実行可能な最大の距離は、ＭＦ
Ｐ１０がＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して外部機器と無線通信を実行可能な最大の距離よりも大
きい。
【００２９】
　制御部３０は、ＣＰＵ３２と、メモリ３４と、を備える。ＣＰＵ３２は、メモリ３４に
記憶されているプログラム３６に従って、様々な処理を実行するプロセッサである。メモ
リ３４は、さらに、ＳＦＬ（Secure Function Lock）設定情報３８と、ＳＦＬテーブル４
０と、を記憶する。ＳＦＬ設定情報３８は、ユーザによって指定されるＯＮ又はＯＦＦを
示す情報である。ＣＰＵ３２は、ＳＦＬ設定情報３８がＯＮを示す状態で、他の機器から
、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して実行要求を受信する場合には、当該他の機器からＳＦＬ認証
情報（ユーザＩＤ及びパスワード）を受信し、ＳＦＬ認証情報がＤＦＬテーブル４０に登
録済みであるか否かの判断（即ち、認証）を実行する。一方、ＣＰＵ３２は、ＳＦＬ設定
情報３８がＯＦＦを示す場合には、当該認証を実行しない。以下では、ＳＦＬ設定情報３
８がＯＮを示す状態、ＯＦＦを示す状態を、それぞれ、「ＳＦＬがＯＮされている」、「
ＳＦＬがＯＦＦされている」と呼ぶことがある。
【００３０】
　ＳＦＬテーブル４０は、携帯端末ＰＴ１を含む複数個の携帯端末のそれぞれについて、
当該携帯端末のユーザを識別するためのユーザＩＤ（例えばＵ１）と、当該ユーザＩＤに
対応するパスワード（例えばＰ１）と、当該ユーザが印刷機能を利用可能であるのか否か
を示す情報（ＯＫ又はＮＧ）と、当該ユーザがスキャン機能を利用可能であるのか否かを
示す情報（ＯＫ又はＮＧ）と、が関連付けられている組合せ情報を含む。ＳＦＬテーブル
４０は、ＭＦＰ１０を管理する管理者によって予めメモリ３４に格納されている。例えば
、図１のＳＦＬテーブル４０は、ユーザＩＤ「Ｕ１」、パスワード「Ｐ１」、印刷「ＮＧ
」、スキャン「ＯＫ」が関連付けられている組合せ情報を含む。
【００３１】
　さらに、メモリ３４は、図示しないＮＷ記憶領域を含む。ＮＷ記憶領域は、ＭＦＰ１０
が形成するＷＦＤＮＷに関係する情報を記憶する。ＭＦＰ１０は、ＷＦＤＮＷの親局（即
ち後述のＷＦＤ方式のＧｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒ）として動作する。即ち、ＭＦＰ１０は、
ＭＦＰ１０自身が親局として動作するＷＦＤＮＷを形成することができる。
【００３２】
　即ち、ＮＷ記憶領域は、ＭＦＰ１０が形成するＷＦＤで利用される無線プロファイルと
、管理リストと、を記憶する。無線プロファイルは、ＳＳＩＤ（Service Set IDentifier
の略）と、認証方式と、暗号化方式と、パスワードと、を含む。管理リストには、ＷＦＤ
ＮＷの子局として動作する機器のＭＡＣアドレスが記述される。即ち、管理リストには、
ＷＦＤＮＷの親局として動作するＭＦＰ１０との無線接続が確立されている機器のＭＡＣ
アドレスが記述される。
【００３３】
（携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３の構成）
　各端末ＰＴ１～ＰＴ３は、携帯電話（例えばスマートフォン）、ＰＤＡ（Personal Dig
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ital Assistantの略）、ノートＰＣ、タブレットＰＣ、携帯型音楽再生装置、携帯型動画
再生装置等の可搬型の端末装置である。
【００３４】
　携帯端末ＰＴ１の構成を説明する。携帯端末ＰＴ２、ＰＴ３は、携帯端末ＰＴ１と同様
の構成を備える。携帯端末ＰＴ１は、操作部７２と、表示部７４と、ＮＦＣＩ／Ｆ８０と
、無線ＬＡＮＩ／Ｆ８２と、制御部９０と、を備える。各部７２～９０は、バス線（符号
省略）に接続されている。
【００３５】
　操作部７２は、複数のキーを備える。ユーザは、操作部７２を操作することによって、
様々な指示を携帯端末ＰＴ１に与えることができる。表示部７４は、様々な情報を表示す
るためのディスプレイである。ＮＦＣＩ／Ｆ８０、無線ＬＡＮＩ／Ｆ８２は、それぞれ、
ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２と同様である。従って、携帯端末
ＰＴ１は、ＮＦＣ通信とＷｉ－Ｆｉ通信とのそれぞれを実行可能である。
【００３６】
　制御部９０は、ＣＰＵ９２と、メモリ９４と、を備える。ＣＰＵ９２は、メモリ９４に
格納されている各プログラム９６、９８に従って、様々な処理を実行するプロセッサであ
る。
【００３７】
　ＯＳ（Operation Systemの略）プログラム９６は、携帯端末ＰＴ１の基本的な動作を実
現するためのプログラムである。アプリケーション９８は、ＭＦＰ１０に印刷、スキャン
等の各機能を実行させるためのプログラムである。アプリケーション９８は、ＭＦＰ１０
のベンダによって提供されるアプリケーションであり、インターネット上のサーバから携
帯端末ＰＴ１にインストールされてもよいし、ＭＦＰ１０と共に出荷されるメディアから
携帯端末ＰＴ１にインストールされてもよい。
【００３８】
　メモリ９４は、さらに、携帯端末ＰＴ１のユーザを識別するためのユーザＩＤ（Ｕ１）
と、そのユーザＩＤに対応するパスワード（Ｐ１）と、を記憶している。以下では、ユー
ザＩＤとパスワードとを合わせて「ＳＦＬ認証情報」と呼ぶ場合がある。携帯端末ＰＴ１
のユーザは、インストールされたアプリケーション９８の初期設定の際に、操作部７２を
操作して、予め知得したユーザＩＤ（Ｕ１）及びパスワード（Ｐ１）を入力する。例えば
、ユーザは、上述したように管理者により予めＭＦＰ１０のメモリ３４に格納されている
ユーザＩＤ及びパスワードを、管理者から通知されることで知得することができる。ＣＰ
Ｕ９２は、入力されたユーザＩＤ及びパスワード（即ち、ＳＦＬ認証情報）をメモリ９８
に記憶させる。
【００３９】
同様に、携帯端末ＰＴ２のメモリは、携帯端末ＰＴ２のユーザのユーザＩＤ（Ｕ２）及び
パスワード（Ｐ２）を記憶している。また、携帯端末ＰＴ３のメモリは、携帯端末ＰＴ３
のユーザＩＤ（Ｕ３）及びパスワード（Ｐ３）を記憶している。
【００４０】
（ＮＦＣ方式）
　続いて、ＮＦＣ方式の通信について説明する。以下では、ＮＦＣＩ／Ｆを備え、ＮＦＣ
方式の通信を実行可能な機器（ＭＦＰ１０、携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３等）のことを「ＮＦ
Ｃ機器」と呼ぶ。また、以下では、ＲｅａｄｅｒモードとＷｒｉｔｅｒモードを合わせて
、「Ｒ／Ｗモード」と簡単に記載することがある。
【００４１】
　ＮＦＣ機器の中には、ＮＦＣＩ／Ｆが、Ｐ２Ｐモード、Ｒ／Ｗモード、及び、ＣＥモー
ドの３つのモードの全てに従って動作可能な機器も存在するし、ＮＦＣＩ／Ｆが、上記の
３つのモードのうちの１つ又は２つのモードのみに従って動作可能な機器も存在する。本
実施例では、ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０、及び、携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３のＮＦＣＩ
／Ｆ８０等は、上記の３つのモードの全てに従って動作可能である。以下では、例えば、
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ＮＦＣ機器のＮＦＣＩ／ＦがＰ２Ｐモードに従って動作している場合のことを「ＮＦＣ機
器がＰ２Ｐモードで動作する」、「ＮＦＣ機器のＰ２Ｐモードが起動されている」等のよ
うに呼ぶ場合がある。
【００４２】
　Ｐ２Ｐモードは、一対のＮＦＣ機器の間で双方向通信を実行するためのモードである。
例えば、第１のＮＦＣ機器と第２のＮＦＣ機器との両方において、Ｐ２Ｐモードが起動さ
れている状況を想定する。この場合、第１のＮＦＣ機器と第２のＮＦＣ機器との間で、Ｐ
２Ｐモードに対応する通信リンク（以下では「Ｐ２Ｐの通信リンク」と呼ぶ）が確立され
る。この場合、例えば、第１のＮＦＣ機器は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、第１のデ
ータを第２のＮＦＣ機器に送信する。その後、第２のＮＦＣ機器は、同じＰ２Ｐの通信リ
ンクを利用して、第２のデータを第１のＮＦＣ機器に送信する。これにより、双方向通信
が実現される。ＮＦＣフォーラムによって定められるＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４３のＴｙｐ
ｅＡであるＮＦＣ機器、及び、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１８０９２のＴｙｐｅＦであるＮＦＣ機
器は、Ｐ２Ｐモードを利用可能であるが、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４３のＴｙｐｅＢである
ＮＦＣ機器は、Ｐ２Ｐモードを利用不可能である。
【００４３】
　Ｒ／Ｗモード及びＣＥモードは、一対のＮＦＣ機器の間で単方向通信を実行するための
モードである。ＣＥモードは、ＮＦＣ機器がＮＦＣフォーラムによって定められた形式で
ある「カード」として動作するためのモードである。ＴｙｐｅＡのＮＦＣ機器と、Ｔｙｐ
ｅＦのＮＦＣ機器と、ＴｙｐｅＢのＮＦＣ機器と、のいずれも、ＣＥモードで動作可能で
ある。Ｒｅａｄｅｒモードは、ＣＥモードでカードとして動作するＮＦＣ機器からデータ
を読み出すためのモードである。Ｗｒｉｔｅｒモードは、ＣＥモードでカードとして動作
するＮＦＣ機器にデータを書き込むためのモードである。なお、Ｒｅａｄｅｒモードでは
、ＮＦＣ規格のカードからデータを読み出すこともできる。また、Ｗｒｉｔｅｒモードで
は、ＮＦＣ規格のカードにデータを書き込むこともできる。
【００４４】
　例えば、第１のＮＦＣ機器において、Ｒｅａｄｅｒモードが起動されており、第２のＮ
ＦＣ機器において、ＣＥモードが起動されている状況を想定する。この場合、第１のＮＦ
Ｃ機器と第２のＮＦＣ機器との間で、Ｒｅａｄｅｒモード及びＣＥモードに対応する通信
リンクが確立される。この場合、第１のＮＦＣ機器は、通信リンクを利用して、第２のＮ
ＦＣ機器内の擬似的なカードからデータを読み出すための動作を実行することによって、
当該データを第２のＮＦＣ機器から受信する。
【００４５】
　また、例えば、第１のＮＦＣ機器において、Ｗｒｉｔｅｒモードが起動されており、第
２のＮＦＣ機器において、ＣＥモードが起動されている状況を想定する。この場合、第１
のＮＦＣ機器と第２のＮＦＣ機器との間で、Ｗｒｉｔｅｒモード及びＣＥモードに対応す
る通信リンクが確立される。この場合、第１のＮＦＣ機器は、通信リンクを利用して、第
２のＮＦＣ機器内の擬似的なカードにデータを書き込むための動作を実行することによっ
て、当該データを第２のＮＦＣ機器に送信する。
【００４６】
　上述したように、一対のＮＦＣ機器がＮＦＣ方式の通信を実行するためには、様々なモ
ードの組合せが考えられる。例えば、一対のＮＦＣ機器のモードの組合せとして、以下の
５つのパターン、即ち、「Ｐ２Ｐモード、Ｐ２Ｐモード」、「Ｒｅａｄｅｒモード、ＣＥ
モード」、「Ｗｒｉｔｅｒモード、ＣＥモード」、「ＣＥモード、Ｒｅａｄｅｒモード」
、「ＣＥモード、Ｗｒｉｔｅｒモード」が考えられる。
【００４７】
　以下では、例えば、Ｒ／Ｗモードで動作するＭＦＰ１０と、ＣＥモードで動作する携帯
端末ＰＴ１と、の間に確立される通信リンクのことを、「ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端
末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンク」のように呼ぶ場合がある。
【００４８】
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　また、ＮＦＣ機器は、起動されているモードに対応する通信リンクを確立することがで
きるが、起動されていないモードに対応する通信リンクを確立することができない。例え
ば、ＭＦＰ１０において、ＣＥモードが起動されており、Ｐ２Ｐモード及びＲ／Ｗモード
を起動されていない場合には、ＭＦＰ１０は、ＭＦＰ１０がＣＥモードで動作するための
通信リンクを確立することができるが、他の通信リンク（即ち、ＭＦＰ１０が、Ｐ２Ｐモ
ード、Ｒｅａｄｅｒモード、又は、Ｗｒｉｔｅｒモードで動作するための通信リンク）を
確立することができない。
【００４９】
　本実施例では、ＭＦＰ１０は、ＭＦＰ１０の電源がＯＮされると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の
状態が、Ｐ２Ｐモード及びＲ／Ｗモードが起動されており、ＣＥモードのみが起動されて
いない初期状態に移行する。ＭＦＰ１０は、電源がＯＮされている間、上記の初期状態で
動作する。
【００５０】
（ＷＦＤ（Wi-Fi Directの略）方式）
　続いて、ＷＦＤ方式について説明する。ＷＦＤ方式は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ
によって作成された規格書「Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｅｅｒ－ｔｏ－Ｐｅｅｒ（Ｐ２Ｐ）　Ｔｅｃ
ｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ１．１」に記述されている
無線通信方式である。
【００５１】
　以下では、ＭＦＰ１０のように、ＷＦＤ方式をサポートしている機器のことを「ＷＦＤ
機器」と呼ぶ。上記のＷＦＤの規格書では、ＷＦＤ機器の状態として、Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗ
ｎｅｒ状態（以下では「Ｇ／Ｏ状態」と呼ぶ）、クライアント状態（以下では「ＣＬ状態
」と呼ぶ）、及び、デバイス状態の３つの状態が定義されている。ＷＦＤ機器は、上記の
３つの状態のうちの１つの状態で選択的に動作可能である。
【００５２】
　Ｇ／Ｏ状態のＷＦＤ機器（即ちＧ／Ｏ機器）は、当該ＷＦＤ機器が親局として動作する
無線ネットワーク（即ちＷＦＤＮＷ）を形成する機器である。ＣＬ状態のＷＦＤ機器（即
ちＣＬ機器）は、ＷＦＤＮＷの子局として動作する機器である。デバイス状態のＷＦＤ機
器（即ちデバイス機器）は、ＷＦＤＮＷに所属していない機器である。
【００５３】
　Ｇ／Ｏ機器とＣＬ機器との双方がＷＦＤＮＷ所属している状態は、例えば、以下の２つ
の手順のいずれかによって構築される。以下では、Ｇ／Ｏ機器とＣＬ機器との双方がＷＦ
ＤＮＷに所属している状態のことを「所属状態」と呼ぶ場合がある。第１の手順では、一
対のデバイス機器は、Ｇ／Ｏネゴシエーションと呼ばれる無線通信を実行する。これによ
り、当該一対のデバイス機器のうちの一方は、Ｇ／Ｏ状態（即ちＧ／Ｏ機器）になること
を決定し、他方は、ＣＬ状態（即ちＣＬ機器）になることを決定する。そして、Ｇ／Ｏ機
器は、ＷＦＤＮＷを形成して、ＣＬ機器との無線接続を確立する。これにより、Ｇ／Ｏ機
器とＣＬ機器との双方がＷＦＤＮＷに所属している状態（即ち、所属状態）が構築される
。
【００５４】
　第２の手順では、デバイス機器は、Ｇ／Ｏネゴシエーションを実行せずに、自発的にＧ
／Ｏ状態に移行して、ＷＦＤＮＷを形成する。この場合、ＷＦＤＮＷが形成された後に、
他のデバイス機器は、Ｇ／Ｏネゴシエーションを実行せずに、ＣＬ状態に移行して、Ｇ／
Ｏ機器との無線接続を確立する。これにより、Ｇ／Ｏ機器とＣＬ機器との双方がＷＦＤＮ
Ｗに所属している状態（即ち、所属状態）が構築される。本実施例では、ＭＦＰ１０は、
所定の場合（図２のＳ１２でＮＯの場合、図３のＳ３８でＹＥＳの場合）に、上記の第２
の手順に従って、Ｇ／Ｏネゴシエーションを実行せずに、自発的にＧ／Ｏ状態に移行して
、ＷＦＤＮＷを形成する（図２のＳ１４、図３のＳ４０）。
【００５５】
　Ｇ／Ｏ機器は、他の機器を介さずに、ＣＬ機器と対象データの無線通信を実行可能であ
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る。対象データは、ＯＳＩ参照モデルのネットワーク層の情報、及び、ネットワーク層よ
りも上位層（例えばアプリケーション層）の情報を含むデータであり、例えば、印刷対象
の画像を表わす印刷データを含む。また、Ｇ／Ｏ機器は、一対のＣＬ機器の間の対象デー
タの無線通信を中継可能である。このように、ＷＦＤＮＷでは、各機器は、当該各機器と
は別体に構成されているアクセスポイント（以下では「ＡＰ」と呼ぶ）を介さずに、対象
データの無線通信を実行することができる。即ち、ＷＦＤ方式は、ＡＰが利用されない無
線通信方式であると言える。
【００５６】
　また、Ｇ／Ｏ機器は、ＷＦＤＮＷに所属していないデバイス機器と対象データの無線通
信を実行することができないが、デバイス機器と接続用データの無線通信を実行して、デ
バイス機器との無線接続を確立することができる。これにより、Ｇ／Ｏ機器は、デバイス
機器をＷＦＤＮＷに参加させることができる。
【００５７】
　Ｇ／Ｏ機器は、さらに、ＷＦＤＮＷに所属していないレガシー機器と接続用データの無
線通信を実行して、レガシー機器との無線接続を確立することもできる。これにより、Ｇ
／Ｏ機器は、レガシー機器をＷＦＤＮＷに参加させることができる。レガシー機器は、Ｗ
ＦＤ方式をサポートしていないが、Ｗｉ－Ｆｉ方式に従って例えばＡＰとの無線接続を確
立可能な機器である。本実施例の携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３はレガシー機器である。
【００５８】
　上記の接続用データは、ＯＳＩ参照モデルのネットワーク層よりも下位層（例えば、物
理層、データリンク層等）の情報を含むデータ（即ち、ネットワーク層の情報を含まない
データ）である。より具体的に言うと、上記の接続用データは、ＷＦＤ方式に特有である
特有データを含むＷＦＤ接続用データと、特有データを含まない通常接続用データと、の
どちらかに分類される。
【００５９】
　通常接続用データは、例えば、Probe Request/Response、Authentication Request/Res
ponse、Association Request/Response、WSC Exchange、4-Way Handshake等を含む。Prob
e Requestは、無線ネットワークの親局として動作する機器（例えば、Ｇ／Ｏ機器、ＡＰ
）をサーチするための信号であり、Probe Responseは、その応答信号である。Authentica
tion Requestは、認証方式を確認するための信号であり、Authentication Responseは、
その応答信号である。Association Requestは、接続を要求するための信号であり、Assoc
iation Responseは、その応答信号である。WSC Exchangeは、パスワード等の各種情報を
供給するための信号である。4-Way Handshakeは、認証を実行するための信号である。
【００６０】
　また、ＷＦＤ接続用データは、上記の通常接続用データに加えて、ＷＦＤ方式に特有で
ある特有データとして、例えば、Invitation Request/Response、Provision Discovery R
equest/Response等を含む。Invitation Requestは、ＷＦＤＮＷに参加することを指示す
るための信号であり、Invitation Responseは、その応答信号である。Provision Discove
ry Requestは、ＷＰＳ（Wi-Fi Protected Setupの略）の方式（例えば、プッシュボタン
方式、ＰＩＮコード方式等）を確認するための信号であり、Provision Discovery Respon
seは、その応答信号である。
【００６１】
　一般的には、通常接続用データは、レガシー機器がＡＰとの無線接続を確立するために
利用されるデータである。即ち、レガシー機器は、ＡＰと通常接続用データの無線通信を
実行して、ＡＰとの無線接続を確立し、ＡＰによって形成されている無線ネットワークに
いわゆるステーションとして参加することができる。これと同様に、レガシー機器は、Ｇ
／Ｏ機器と通常接続用データの無線通信を実行して、Ｇ／Ｏ機器との無線接続を確立し、
ＷＦＤＮＷにステーションとして参加することができる。
【００６２】
　デバイス機器（即ち、ＷＦＤ方式をサポートしている機器）は、状況に応じて、通常接
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続用データ及びＷＦＤ接続用データのどちらかの無線通信をＧ／Ｏ機器と実行して、Ｇ／
Ｏ機器との無線接続を確立し、ＷＦＤＮＷに参加することができる。デバイス機器が通常
接続用データのみの無線通信を実行する場合には、デバイス機器は、ＷＦＤＮＷにステー
ションとして参加すると言える。デバイス機器は、ＷＦＤ方式の特有データの無線通信を
実行しないからである。一方において、デバイス機器がＷＦＤ接続用データの無線通信を
実行する場合には、デバイス機器は、ＷＦＤＮＷにＣＬ機器として参加すると言える。
【００６３】
　上述したように、デバイス機器は、ＷＦＤＮＷにステーションとして参加することもで
きるし、ＷＦＤＮＷにＣＬ機器として参加することもできる。ただし、以下では、ステー
ションとＣＬ機器とを区別することなく「子局」と呼ぶ。
【００６４】
（ＭＦＰ１０の通信処理；図２）
　図２を参照して、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２が実行する通信処理の内容を説明する。上記
の通り、本実施例では、ＭＦＰ１０の電源がＯＮされると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０が、Ｐ２Ｐ
モード及びＲ／Ｗモードが起動されており、ＣＥモードのみが起動されていない状態で動
作する。図２の通信処理は、ＭＦＰ１０と携帯端末（例えば携帯端末ＰＴ１）との間で、
Ｐ２Ｐの通信リンクが確立したことをトリガとして開始される。以下では、ＭＦＰ１０と
Ｐ２Ｐの通信リンクを確立する携帯端末のことを「対象端末」と呼ぶ。また、ＭＦＰ１０
は、図２の通信処理の開始時点では、ＷＦＤＮＷに所属していないデバイス機器として動
作する。
【００６５】
　対象端末のユーザは、ＭＦＰ１０に印刷等の機能を実行させることを望む場合に、ＭＦ
Ｐ１０のためのアプリケーション９８（図１参照）を起動させる操作と、機能の実行を指
示する操作と、を対象端末に実行する。上記の各操作が実行されると、対象端末のＮＦＣ
Ｉ／Ｆ（例えば携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０）は、Ｐ２Ｐモードのみが起動されて
おり、Ｒ／Ｗモード及びＣＥモードが起動されていない状態で動作する。次いで、ユーザ
は、対象端末をＭＦＰ１０に近づける。対象端末のＮＦＣＩ／ＦとＭＦＰ１０のＮＦＣＩ
／Ｆ２０との間の距離が、ＮＦＣ通信を実行可能な距離（例えば１０ｃｍ）未満になると
、これらのＮＦＣＩ／Ｆの間にＰ２Ｐの通信リンクが確立される。この場合、対象端末は
、当該Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、機能の実行を要求する実行要求をＭＦＰ１０に送
信する。実行要求には、実行を要求する機能を示す情報が含まれているが、ユーザＩＤは
含まれていない。
【００６６】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、対象端末との間でＰ２Ｐの通信リンクが確立される場合に
、図２の通信処理を開始する。Ｓ１０では、ＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用し
て（即ち、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して）、対象端末から実行要求を受信する。
【００６７】
　次いで、Ｓ１２では、ＣＰＵ３２は、メモリ３４内のＳＦＬ設定情報３８を参照し、Ｓ
ＦＬ設定情報３８がＯＮを示すか否かを判断する。ＳＦＬ設定情報３８がＯＮを示す場合
には、ＣＰＵ３２は、Ｓ１２でＹＥＳと判断し、Ｓ２０に進む。Ｓ２０では、ＣＰＵ３２
は、後述のＳＦＬ認証処理（図３参照）を実行する。一方、ＳＦＬ設定情報３８がＯＦＦ
を示す場合には、ＣＰＵ３２は、Ｓ１２でＮＯと判断し、Ｓ１４に進む。
【００６８】
　Ｓ１４では、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０の動作状態を、デバイス状態からＧ／Ｏ状態に
移行させる。これにより、ＭＦＰ１０がＧ／Ｏ機器として動作する。即ち、ＭＦＰ１０を
親局とするＷＦＤＮＷが形成される。ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷで利用される無線プロフ
ァイルを準備する。具体的に言うと、ＣＰＵ３２は、ユニークなＳＳＩＤを生成する。ま
た、ＣＰＵ３２は、例えば、ランダムに文字列を選択することによって、パスワードを生
成する。そして、ＣＰＵ３２は、予め決められている認証方式及び暗号化方式を準備する
。ＣＰＵ３２は、準備した無線プロファイルをメモリ３４に記憶させる。
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【００６９】
　次いで、Ｓ１６では、ＣＰＵ３２は、Ｓ１４で生成されたＳＳＩＤ及びパスワードを含
むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して対象端末に送信する。これに
より、ＣＰＵ３２は、当該Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号に含まれるＳＳＩＤ及びパスワードを利
用してＭＦＰ１０との無線接続を確立すべきことを、対象端末に通知することができる。
【００７０】
　次いで、Ｓ１８では、ＣＰＵ３２は、Ｓ１４で生成されたＳＳＩＤ及びパスワードを利
用して、対象端末と無線接続処理を実行して、対象端末との無線接続を確立する。具体的
には、ＣＰＵ３２は、対象端末からProbe Requestを受信して、Probe Responseを対象端
末に送信する。当該Probe Requestは、図２のＳ１６で対象端末に供給されたＳＳＩＤを
含む。当該Probe Responseは、図２のＳ１４でメモリ３４に記憶された認証方式及び暗号
化方式を含む。これにより、当該認証方式及び暗号化方式を利用すべきことを、対象端末
に通知することができる。次いで、ＣＰＵ３２は、対象端末からAuthentication Request
及びAssociation Requestを順次取得して、Authentication Response及びAssociation Re
sponseを対象端末に順次供給する。そして、ＣＰＵ３２は、4-way handshakeを対象端末
と実行する。
【００７１】
　上記の各プロセスが終了すると、対象端末との無線接続が確立される。これにより、Ｃ
ＰＵ３２は、Ｓ１４で形成されたＷＦＤＮＷに対象端末を子局（より具体的にはステーシ
ョン）として参加させる。ＣＰＵ３２は、管理リストに対象端末のＭＡＣアドレスを記述
する。これにより、ＷＦＰ１０と対象端末との双方がＷＦＤＮＷに所属する所属状態が構
築される。所属状態が構築された後に、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷを利用して、無線ＬＡ
ＮＩ／Ｆ２２を介して、対象データ（例えば、印刷データ）の無線通信を対象端末と実行
する。Ｓ１８を終えると、図２の処理が終了する。なお、ＣＰＵ３２は、対象データの無
線通信後に、ＳＦＬテーブル４０を参照し、対象端末のユーザが要求する機能を実行可能
であるか否かを判断する。ＣＰＵ３２は、機能実行可能と判断する場合に当該機能を実行
する。
【００７２】
（ＭＦＰ１０のＳＦＬ認証処理；図３）
　図３を参照して、図２のＳ２０で実行されるＳＦＬ認証処理の内容を説明する。ＣＰＵ
３２は、対象端末との間で確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して対象端末から実行要
求を受信した場合に（図２のＳ１０参照）、ＳＦＬ設定情報３８がＯＮを示すと判断され
ると（図２のＳ１２でＹＥＳの場合）、図３のＳＦＬ認証処理を開始する。
【００７３】
　Ｓ３０では、ＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、ＮＧを示す情報（以下で
は「ＮＧ情報」と呼ぶ）を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を対象端末に送信する。ＮＧ情報は
、図２のＳ１０で受信した実行要求にユーザＩＤが含まれていないために、ＣＰＵ３２が
ユーザＩＤの認証を実行できない（即ち、ＮＧである）ことを示す情報である。
【００７４】
　次いで、Ｓ３２では、ＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、Ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ信号を対象端末に送信する。Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号は、Ｐ２Ｐの通信
リンクを切断することを要求する信号である。
【００７５】
　対象端末は、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を受信すると、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用
してＯＫ信号をＭＦＰ１０に送信する。この結果、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐ
の通信リンクが切断される。
【００７６】
　次いで、Ｓ３４では、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信
リンクが確立されることを監視する。
【００７７】
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　Ｐ２Ｐの通信リンクが切断されると、対象端末は、ＮＦＣＩ／Ｆの状態を、Ｐ２Ｐモー
ドのみが起動した状態からＣＥモードのみが起動した状態に移行させる（後述の図４のＳ
６６参照）。対象端末のユーザが、対象端末を、ＭＦＰ１０とＮＦＣ通信を実行可能な距
離（例えば１０ｃｍ）未満の位置で保持していると、対象端末のＮＦＣＩ／ＦとＭＦＰ１
０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間に、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンク
が確立される。
【００７８】
　ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンクが確立されると
、Ｓ３４でＹＥＳと判断し、Ｓ３６に進む。Ｓ３６では、ＣＰＵ３２は、確立されたＲ／
Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、対象端末から、ＳＦＬ認証情報（例えば、携帯端末Ｐ
Ｔ１のユーザのユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」）を受信する。具体的に言う
と、Ｓ３６では、ＣＰＵ３２は、確立されたＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、対象
端末のＮＦＣＩ／Ｆに書き込まれたＳＦＬ認証情報を読み取り、読み取られたＳＦＬ認証
情報をＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して取得する。
【００７９】
　次いで、Ｓ３８では、ＣＰＵ３２は、Ｓ３６で受信されたＳＦＬ認証情報を用いて認証
を実行し、認証に成功したか否かを判断する。具体的に言うと、Ｓ３８では、ＣＰＵ３２
は、Ｓ３６で受信されたＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ及びパスワード）を含む組合
せ情報がＳＦＬテーブル４０（図１参照）に含まれているか否かを判断する。Ｓ３６で受
信されたＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ及びパスワード）を含む組合せ情報がＳＦＬ
テーブル４０に含まれている場合、ＣＰＵ３２は、Ｓ３８でＹＥＳと判断（即ち、認証成
功と判断）し、Ｓ４０に進む。一方、Ｓ３６で受信されたＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザ
ＩＤ及びパスワード）を含む組合せ情報がＳＦＬテーブル４０に含まれていない場合、Ｃ
ＰＵ３２は、Ｓ３８でＮＯと判断（即ち、認証失敗と判断）し、Ｓ４６に進む。
【００８０】
　Ｓ４０では、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０の動作状態を、デバイス状態からＧ／Ｏ状態に
移行させる。これにより、ＭＦＰ１０がＧ／Ｏ機器として動作する。即ち、ＭＦＰ１０を
親局とするＷＦＤＮＷが形成される。図２のＳ１４と同様に、ＣＰＵ４０は、ＷＦＤＮＷ
で利用される無線プロファイル（即ち、ＳＳＩＤ、パスワード、認証方式、暗号化方式）
を準備し、メモリ３４に記憶させる。
【００８１】
　次いで、Ｓ４２では、ＣＰＵ３２は、Ｓ４０で生成されたＳＳＩＤ及びパスワードを、
ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンクを利用して対象端末に送信する。
具体的に言うと、ＣＰＵ３２は、対象端末のＮＦＣＩ／ＦにＳＳＩＤ及びパスワードを書
き込む。これにより、ＣＰＵ３２は、当該ＳＳＩＤ及びパスワードを利用してＭＦＰ１０
との無線接続を確立すべきことを、対象端末に通知することができる。なお、Ｓ４２のＳ
ＳＩＤ及びパスワードの送信処理は、図２のＳ１０で受信された実行要求に対する返答と
して行われる。即ち、Ｓ４２では、ＣＰＵ３２は、対象端末からＳＳＩＤ及びパスワード
の送信要求を再度受信することなく、ＳＳＩＤ及びパスワードを対象端末に送信する。
【００８２】
　次いで、Ｓ４４では、ＣＰＵ３２は、Ｓ１４で生成されたＳＳＩＤ及びパスワードを利
用して、対象端末と無線接続処理を実行して、対象端末との無線接続を確立する。無線接
続処理の内容は、図２のＳ１８で説明した処理と同様であるため、詳しい説明を省略する
。この結果、ＣＰＵ３２は、Ｓ４０で形成されたＷＦＤＮＷに対象端末を子局（より具体
的にはステーション）として参加させることができる。ＣＰＵ３２は、管理リストに対象
端末のＭＡＣアドレスを記述する。これにより、ＷＦＰ１０と対象端末との双方がＷＦＤ
ＮＷに所属する所属状態が構築される。所属状態が構築された後に、ＣＰＵ３２は、ＷＦ
ＤＮＷを利用して、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して、対象データ（例えば、印刷データ）
の無線通信を対象端末と実行する。Ｓ４４を終えると、図３の処理、及び、図２の処理が
終了する。なお、上記の通り、ＣＰＵ３２は、対象データの無線通信後に、ＳＦＬテーブ
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ル４０を参照し、対象端末のユーザが要求する機能を実行可能であるか否かを判断する。
ＣＰＵ３２は、機能実行可能と判断する場合に当該機能を実行する。
【００８３】
　一方、Ｓ４６では、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リ
ンクを利用して、所定のＮＧ通知を対象端末に送信する。この場合、対象端末との無線接
続は確立されない。Ｓ４６を終えると、図３の処理、及び、図２の処理が終了する。
【００８４】
　なお、図３では示していないが、対象端末は、ＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐ
ｏｎｓｅ信号（Ｓ４２参照）又はＮＧ通知（Ｓ４６）を受信すると、ＣＥモードのみが起
動した状態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻る（後述の図４のＳ７４、Ｓ８８参
照）。その結果、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンクが切断される。
即ち、本実施例では、Ｓ４２又はＳ４６の処理の後、所定のタイミングで、ＭＦＰ１０（
Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンクが切断される。
【００８５】
（携帯端末の機能実行処理；図４）
　図４を参照して、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２が実行する機能実行処理の内容を説明す
る。他の携帯端末ＰＴ２、ＰＴ３も、携帯端末ＰＴ１と同様に、機能実行処理を実行する
。
【００８６】
　携帯端末ＰＴ１のユーザは、ＭＦＰ１０の印刷等の機能を実行させることを望む場合に
、携帯端末ＰＴ１の操作部７２を操作して、アプリケーション９８を起動させる操作（以
下では「アプリ起動操作」と呼ぶ）を実行し、次いで、所望の機能の実行を指示する操作
（以下では「実行操作」と呼ぶ）を実行する。例えば、実行操作が、印刷の実行を指示す
る印刷操作であった場合、印刷操作には、携帯端末ＰＴ１のメモリ９４から、印刷対象の
画像を表す印刷データを指定する操作が含まれる。
【００８７】
　実行操作が行われると、携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０は、Ｐ２Ｐモードのみが起
動されており、Ｒ／Ｗモード及びＣＥモードが起動されていない状態で動作する。次いで
、ユーザは、携帯端末ＰＴ１をＭＦＰ１０に近づける。携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８
０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間の距離が、ＮＦＣ通信を実行可能な距離（例え
ば１０ｃｍ）未満になると、これらのＮＦＣＩ／Ｆの間にＰ２Ｐの通信リンクが確立され
る。図４の機能実行処理は、携帯端末ＰＴ１とＭＦＰ１０との間で、Ｐ２Ｐの通信リンク
が確立したことをトリガとして開始される。
【００８８】
　Ｓ６０では、ＣＰＵ９２は、確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して、実行操作によ
って指示された機能の実行を要求する実行要求をＭＦＰ１０に送信する。実行要求には、
実行を要求する機能を示す情報が含まれているが、ユーザＩＤは含まれていない。
【００８９】
　次いで、Ｓ６２、Ｓ８０において、ＣＰＵ９２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、Ｍ
ＦＰ１０から、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号（図３のＳ３０参照）と、ＳＳＩＤ
及びパスワードを含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号（図２のＳ１４参照）と、のうちの一方を受
信することを監視する。
【００９０】
　ＭＦＰ１０から、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信すると、ＣＰＵ９２は、
Ｓ６２でＹＥＳと判断し、Ｓ６４に進む。
【００９１】
　一方、ＭＦＰ１０から、ＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信す
ると、ＣＰＵ９２は、Ｓ８０でＹＥＳと判断し、Ｓ８２に進む。Ｓ８２では、ＣＰＵ９２
は、受信されたＳＳＩＤ及びパスワードを利用して、ＭＦＰ１０と無線接続処理を実行し
て、ＭＦＰ１０との無線接続を確立する。無線接続処理の内容は、図２のＳ１８で説明し
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た処理の内容と同様である。ただし、Ｓ８２でＣＰＵ９２が実行する動作は、図２のＳ１
８で説明した対象端末の動作と同様の動作である。無線接続処理が終了すると、ＭＦＰ１
０との無線接続が確立される。これにより、携帯端末ＰＴ１は、ＭＦＰ１０がＧ／Ｏ機器
として動作するＷＦＤＮＷ（即ち、図２のＳ１４で形成されるＷＦＤＮＷ）に子局（より
具体的にはステーション）として参加する。これにより、ＷＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１と
の双方がＷＦＤＮＷに所属する所属状態が構築される。所属状態が構築された後に、ＣＰ
Ｕ９２は、ＷＦＤＮＷを利用して、無線ＬＡＮＩ／Ｆ８２を介して、対象データ（例えば
、印刷データ）の無線通信を対象端末と実行する。Ｓ８２を終えると、図４の処理が終了
する。
【００９２】
　Ｓ６４では、ＣＰＵ９２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏ
ｎ信号をＭＦＰ１０から受信する。ＣＰＵ９２は、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を受信
すると、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用してＯＫ信号をＭＦＰ１０に送信する。この結果、Ｍ
ＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間のＰ２Ｐの通信リンクが切断される。
【００９３】
　次いで、Ｓ６６では、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが
起動した状態からＣＥモードのみが起動した状態に移行させる。具体的には、ＣＰＵ９２
は、Ｐ２Ｐモードを停止させるとともに、ＣＥモードを起動させる。次いで、Ｓ６８では
、ＣＰＵ９２は、ＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」）
をＮＦＣＩ／Ｆ８０に書き込む。
【００９４】
　次いで、Ｓ７０では、ＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）
の通信リンクが確立されることを監視する。携帯端末ＰＴ１のユーザが、携帯端末ＰＴ１
を、ＭＦＰ１０とＮＦＣ通信を実行可能な距離（例えば１０ｃｍ）未満の位置に配置して
いると、携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間に、
ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが確立される。ＣＰＵ９２
は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが確立されると、Ｓ７
０でＹＥＳと判断し、Ｓ７２に進む。
【００９５】
　Ｓ７２では、ＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０から、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１
（ＣＥ）の通信リンクを利用して、ＳＳＩＤ及びパスワードを受信することを監視する。
【００９６】
　ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが確立されると、ＮＦＣ
Ｉ／Ｆ８０に書き込まれたＳＦＬ認証情報は、確立された通信リンクを利用してＭＦＰ１
０によって読み取られる。ＭＦＰ１０は、読み取られたＳＦＬ認証情報を取得する（図３
のＳ３６参照）。ＭＦＰ１０は、読み取られたＳＦＬ認証情報を用いて認証を行う（図３
のＳ３８参照）。認証が成功すると（図３のＳ３８でＹＥＳの場合）、ＭＦＰ１０は、Ｇ
／Ｏ機器として動作を開始し、無線プロファイルを準備する（図３のＳ４０）。ＭＦＰ１
０は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクを利用して、ＳＳＩ
Ｄ及びパスワードを携帯端末ＰＴ１に送信する。一方、認証が失敗すると（図３のＳ３８
でＮＯの場合）、ＭＦＰ１０は、ＮＧ通知を携帯端末ＰＴ１に送信する。
【００９７】
　ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクを利用して、ＭＦＰ１０
からＳＳＩＤ及びパスワードを受信すると、ＣＰＵ９２は、Ｓ７２でＹＥＳと判断し、Ｓ
７４に進む。一方、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクを利用
して、ＭＦＰ１０からＮＧ通知を受信すると、ＣＰＵ９２は、Ｓ７２でＮＯと判断し、Ｓ
８６に進む。
【００９８】
　Ｓ７４では、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、ＣＥモードのみが起動した状
態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す。具体的には、ＣＰＵ９２は、ＣＥモード
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を停止させるとともに、Ｐ２Ｐモードを起動させる。その結果、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－
対象端末（ＣＥ）の通信リンクが切断される。
【００９９】
　次いで、Ｓ７６では、ＣＰＵ９２は、受信されＳＳＩＤ及びパスワードを利用して、Ｍ
ＦＰ１０と無線接続処理を実行して、ＭＦＰ１０との無線接続を確立する。ここで、Ｓ７
４の処理とＳ７６の処理とは、互いに独立した処理であり、Ｓ７２の終了後にそれぞれ所
定のタイミングで実行される。そのため、Ｓ７４とＳ７６の各処理が実行される順序は、
上記の順序に限られない。他の例では、Ｓ７６の処理がＳ７４の処理よりも先に実行され
てもよい。無線接続処理の内容は、Ｓ８２で説明した処理の内容と同様である。無線接続
処理が終了すると、ＭＦＰ１０との無線接続が確立される。これにより、携帯端末ＰＴ１
は、ＭＦＰ１０がＧ／Ｏ機器として動作するＷＦＤＮＷ（即ち、図３のＳ４０で形成され
るＷＦＤＮＷ）に子局（より具体的にはステーション）として参加する。これにより、Ｗ
ＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との双方がＷＦＤＮＷに所属する所属状態が構築される。所属
状態が構築された後に、ＣＰＵ９２は、ＷＦＤＮＷを利用して、無線ＬＡＮＩ／Ｆ８２を
介して、対象データ（例えば、印刷データ）の無線通信をＭＦＰ１０と実行する。Ｓ７６
を終えると、図４の処理が終了する。なお、ＣＰＵ９２は、対象データの無線通信後に、
ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２によって、対象端末のユーザが要求する機能を実行可能であると
判断される場合に当該機能を実行可能である。
【０１００】
　一方、Ｓ８６では、ＣＰＵ９２は、所定のエラーメッセージを表示部７４に表示させる
。この場合、ＭＦＰ１０との無線接続は確立されない。次いで、Ｓ８８では、ＣＰＵ９２
は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、ＣＥモードのみが起動した状態からＰ２Ｐモードのみが
起動した状態に戻す。その結果、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－対象端末（ＣＥ）の通信リンク
が切断される。Ｓ８８を終えると、図４の処理が終了する。
【０１０１】
（具体的なケース）
　続いて、図５、図６を参照して、図２～図４のフローチャートによって実現される具体
的なケースを説明する。
【０１０２】
（ケースＡ１；図５）
　図５を参照して、ＭＦＰ１０のＳＦＬがＯＮされている状態で、ＭＦＰ１０と携帯端末
ＰＴ１との間でＰ２Ｐの通信リンクが確立される場合に、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１と
の間で実行される通信の例について説明する。
【０１０３】
　ＭＦＰ１０は、ＭＦＰ１０の電源がＯＮされると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０は、Ｐ２Ｐモード
とＲ／Ｗモードが起動されており、ＣＥモードが起動されていない初期状態で動作する。
また、この時点では、ＭＦＰ１０は、ＷＦＤＮＷに所属していないデバイス機器として動
作する。また、上記の通り、ケースＡ１では、ＭＦＰ１０のＳＦＬはＯＮされている（即
ち、ＳＦＬ設定情報３８がＯＮを示す）。
【０１０４】
　一方、携帯端末ＰＴ１のユーザは、携帯端末ＰＴ１の操作部７２を操作して、アプリ起
動操作を実行し、次いで、所望の機能の実行を指示する実行操作を実行する。実行操作が
行われると、携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０は、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており
、Ｒ／Ｗモード及びＣＥモードが起動されていない状態で動作する。
【０１０５】
　次いで、携帯端末ＰＴ１のユーザは、携帯端末ＰＴ１をＭＦＰ１０に近づける。携帯端
末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間の距離が、ＮＦＣ通
信を実行可能な距離（例えば１０ｃｍ）未満になると、これらのＮＦＣＩ／Ｆの間にＰ２
Ｐの通信リンクが確立される。
【０１０６】



(23) JP 6264815 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して（即ち、Ｎ
ＦＣＩ／Ｆ８０を介して）、実行要求をＭＦＰ１０に送信する（図４のＳ６０）。
【０１０７】
　ケースＡ１では、ＳＦＬ設定情報３８（図１参照）はＯＮを示す。そのため、ＭＦＰ１
０のＣＰＵ３２は、実行要求を受信すると（図２のＳ１０）、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用
して、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を携帯端末ＰＴ１に送信する（図２のＳ１２
でＹＥＳ、図３のＳ３０）。次いで、図示省略しているが、ＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信
リンクを利用して、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を対象端末に送信する（図３のＳ３２
）。
【０１０８】
　図示省略しているが、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号
を受信すると、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用してＯＫ信号をＭＦＰ１０に送信する（図４の
Ｓ６４）。この結果、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐの通信リンクが切断される。
Ｐ２Ｐの通信リンクが切断されると、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、Ｐ２Ｐ
モードのみが起動した状態から、ＣＥモードのみが起動した状態に移行させる（図４のＳ
６６）。即ち、ＣＰＵ９２は、Ｐ２Ｐモードを停止させるとともに、ＣＥモードを起動さ
せる。次いで、ＣＰＵ９２は、ＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワー
ド「Ｐ１」）をＮＦＣＩ／Ｆ８０に書き込む。
【０１０９】
　携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態が、ＣＥモードのみが起動した状態に移行す
ると、携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間に、Ｍ
ＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが確立される（図３のＳ３４
でＹＥＳ、図４のＳ７０でＹＥＳ）。
【０１１０】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、確立されたＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、携帯端
末ＰＴ１から、ＳＦＬ認証情報を受信する（図３のＳ３６）。次いで、ＣＰＵ３２は、受
信されたＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」）を用いて
認証を実行する（図３のＳ３８）。図１に示すように、ＳＦＬテーブル４０には、ユーザ
ＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」を含む組合せ情報が含まれている。従って、ＣＰＵ
３２は、認証成功と判断する（即ち、図３のＳ３８でＹＥＳと判断する）。
【０１１１】
　ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０の動作状態を、デバイス状態からＧ／Ｏ状態に移行させる（
図３のＳ４０）。これにより、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器（即ち親局）とするＷＦＤＮＷが
形成される。ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷで利用される無線プロファイル（即ち、ＳＳＩＤ
、パスワード、認証方式、暗号化方式）を準備し、メモリ３４に記憶させる。
【０１１２】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを、ＭＦＰ１０（
Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクを利用して携帯端末ＰＴ１に送信する（
図３のＳ４２）。ここで、ＣＰＵ３２は、実行要求（図２のＳ１０）に対する返答として
、ＳＳＩＤ及びパスワードを送信する（図３のＳ４２）。即ち、ＣＰＵ３２は、対象端末
からＳＳＩＤ及びパスワードの送信要求を再度受信することなく、ＳＳＩＤ及びパスワー
ドを対象端末に送信する。
【０１１３】
　ケースＡ１では、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＳＳＩＤ及びパスワードを受信する
と（図４のＳ７２でＹＥＳの場合）、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、ＣＥモードのみが起動
した状態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す（図４のＳ７４）。具体的には、Ｃ
ＰＵ９２は、ＣＥモードを停止させるとともに、Ｐ２Ｐモードを起動させる。その結果、
ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが切断される。
【０１１４】
　ＣＰＵ９２は、受信されたＳＳＩＤ及びパスワードを利用して、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３
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２と無線接続処理を実行して、ＭＦＰ１０との無線接続を確立する（図４のＳ７６、図３
のＳ４４）。これにより、ＷＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との双方がＷＦＤＮＷに所属する
所属状態が構築される。
【０１１５】
　ここで、携帯端末ＰＴ１のユーザが行った実行操作が、印刷の実行を要求する印刷操作
であった場合、所属状態が構築された後に、ＣＰＵ９２は、ＷＦＤＮＷを利用して、印刷
データをＭＦＰ１０に送信する（図４のＳ７６、図３のＳ４４）。
【０１１６】
　図１に示すように、ＳＦＬテーブル４０のうち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「
Ｐ１」に対応する組合せ情報は、印刷「ＮＧ」を含む。従って、ケースＡ１では、ＭＦＰ
１０のＣＰＵ３２は、印刷を実行不可能であると判断し、印刷を実行しない。
【０１１７】
　一方、携帯端末ＰＴ１のユーザが行った実行操作が、スキャンの実行を要求するスキャ
ン操作であった場合、所属状態が構築された後に、携帯端末ＰＴ１のユーザは、ＭＦＰ１
０の操作部１２を操作してスキャン操作を実行する。
【０１１８】
　図１に示すように、ＳＦＬテーブル４０のうち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「
Ｐ１」に対応する組合せ情報は、スキャン「ＯＫ」を含む。従って、ケースＡ１では、Ｍ
ＦＰ１０のＣＰＵ３２は、スキャンを実行可能であると判断し、スキャンを実行する。な
お、図示省略しているが、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷを利用して、スキャンデータを、携
帯端末ＰＴ１に送信する（図４のＳ７６、図３のＳ４４）。
【０１１９】
　一方、ＳＦＬテーブル４０にユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」を含む組合せ
情報が含まれていない場合には、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、認証失敗と判断する（即ち
、図３のＳ３８でＮＯと判断する）。その場合、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－
対象端末（ＣＥ）の通信リンクを利用して、所定のＮＧ通知を対象端末に送信する。
【０１２０】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＮＧ通知を受信すると、所定のエラーメッセージを表
示部７４に表示させる（図４のＳ８６）。その後、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状
態を、ＣＥモードのみが起動した状態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す（図４
のＳ８８）。具体的には、ＣＰＵ９２は、ＣＥモードを停止させるとともに、Ｐ２Ｐモー
ドを起動させる。その結果、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リン
クが切断される。この場合、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との無線接続は確立されない。
【０１２１】
（ケースＡ１の効果）
　ＭＦＰ１０は、ＳＦＬがＯＮされている状態で、携帯端末ＰＴ１から、Ｐ２Ｐの通信リ
ンクを利用して（即ち、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して）実行要求を受信する（図２のＳ１０
）と、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を携帯端末ＰＴ１に送信する（図３のＳ３０
）。その後、ＭＦＰ１０は、携帯端末ＰＴ１から、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して
（即ち、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して）ＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパ
スワード「Ｐ１」）を受信すると（図３のＳ３６）、受信したユーザＩＤ及びパスワード
を用いて認証を実行する（図３のＳ３８）。即ち、ＭＦＰ１０は、受信したユーザＩＤ及
びパスワードを含む組合せ情報がＳＦＬテーブル４０（図１参照）内に存在するか否か判
断する。ＭＦＰ１０は、認証が成功する場合に（図３のＳ３８でＹＥＳの場合）、動作状
態をＧ／Ｏ状態に移行させ（図３のＳ４０）、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、Ｍ
ＦＰ１０をＧ／Ｏ機器とするＷＦＤＮＷで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを携帯端末
ＰＴ１に送信する（図３のＳ４２）。ＭＦＰ１０は、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１の双方
がＷＦＤＮＷに所属する所属状態が構築された後に、ＷＦＤＮＷを利用して（即ち、無線
ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して）、対象データ（即ち、印刷データ又はスキャンデータ）の無
線通信を携帯端末ＰＴ１と実行する。一方、ＭＦＰ１０は、認証が失敗する場合に（図３
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のＳ３８でＮＯの場合）、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、ＮＧ通知を携帯端末Ｐ
Ｔ１に送信する（図３のＳ４６）。この場合、所属状態は構築されない。即ち、ケースＡ
１では、ＭＦＰ１０は、認証が成功するか否かに応じて、その後、ＷＦＤＮＷを利用して
、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を介して、対象データの無線通信を携帯端末ＰＴ１と実行するか
否かを変えることができる。従って、本実施例のＭＦＰ１０によると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０
を利用した通信と、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２を利用した通信と、を適切に実行することがで
きる。
【０１２２】
　ＭＦＰ１０は、携帯端末ＰＴ１との間に確立されるＰ２Ｐの通信リンクを利用して、携
帯端末ＰＴ１から実行要求を受信し（図２のＳ１０）、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ
信号を携帯端末ＰＴ１に送信する（図３のＳ３０）。ＭＦＰ１０は、その後、Ｐ２Ｐの通
信リンクが切断された後に確立されるＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の
通信リンクを利用して、携帯端末ＰＴ１からＳＦＬ認証情報を受信し（図３のＳ３６）、
ＳＳＩＤ及びパスワードを携帯端末ＰＴ１に送信する（図３のＳ４２）。このため、ＭＦ
Ｐ１０は、携帯端末ＰＴ１との間に適切に通信リンクを確立できるとともに、携帯端末Ｐ
Ｔ１との間で各情報を適切に送受信することができる。
【０１２３】
　また、ケースＡ１では、携帯端末ＰＴ１は、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断された後に、Ｎ
ＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他のモード（即ち、Ｒ／
Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない初期状態から、ＣＥモードのみが起動され
ており、他のモード（即ち、Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない状態に変
更している。携帯端末ＰＴ１は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を適切に変更することができる
。比較例として、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態が上記初期状態のまま変更されない場合を想定
する。比較例では、携帯端末ＰＴ１が、ＳＦＬ認証情報を適切にＭＦＰ１０に送信できな
い事態が発生する可能性がある。その場合、携帯端末ＰＴ１のユーザによる操作がさらに
必要になる等、ユーザが煩雑な操作を行わなければならない可能性がある。この点、上記
のケースＡ１では、携帯端末ＰＴ１は、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断された後に、ＮＦＣＩ
／Ｆ８０の状態を変更するため、ユーザに煩雑な操作を行わせることなく、適切にＳＦＬ
認証情報をＭＦＰ１０に送信することができる。
【０１２４】
　携帯端末ＰＴ１は、ＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信すると
（図４のＳ７２でＹＥＳの場合）、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、ＣＥモードのみが起動し
た状態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す（図４のＳ７４）。携帯端末ＰＴ１は
、状況に応じて、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を適切に変更することができる。
【０１２５】
（ケースＡ２；図６）
　図６を参照して、ＭＦＰ１０のＳＦＬがＯＦＦされている状態（即ち、ＳＦＬ設定情報
３８がＯＦＦを示す状態）において、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間でＰ２Ｐの通信
リンクが確立される場合に、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間で実行される通信の例に
ついて説明する。
【０１２６】
　ケースＡ２においても、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間にＰ２Ｐの通信リンクが確
立されるまでの各処理はケースＡ１と同様である。
【０１２７】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して、実行要求
をＭＦＰ１０に送信する（図４のＳ６０）。
【０１２８】
　上記の通り、ケースＡ２では、ＳＦＬ設定情報３８（図１参照）はＯＦＦを示す。その
ため、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、実行要求を受信すると（図２のＳ１０）、ＭＦＰ１０
の動作状態を、デバイス状態からＧ／Ｏ状態に移行させる（図２のＳ１２でＮＯ、Ｓ１４
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）。これにより、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器とするＷＦＤＮＷが形成される。ＣＰＵ３２は
、ＷＦＤＮＷで利用される無線プロファイル（即ち、ＳＳＩＤ、パスワード、認証方式、
暗号化方式）を準備し、メモリ３４に記憶させる。
【０１２９】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐｏ
ｎｓｅ信号を、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して携帯端末ＰＴ１に送信する（図２のＳ１６
）。
【０１３０】
　次いで、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、受信されたＳＳＩＤ及びパスワードを利用し
て、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２と無線接続処理を実行して、ＭＦＰ１０との無線接続を確立
する（図４のＳ７６、図２のＳ１８）。これにより、ＷＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との双
方がＷＦＤＮＷに所属する所属状態が構築される。
【０１３１】
　ケースＡ２では、携帯端末ＰＴ１のユーザが行った実行操作は、印刷の実行を要求する
印刷操作である。そのため、所属状態が構築された後に、ＣＰＵ９２は、ＷＦＤＮＷを利
用して、印刷データをＭＦＰ１０に送信する（図４のＳ７６、図２のＳ１８）。ただし、
ケースＡ１と同様に、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、印刷を実行不可能であると判断し、印
刷を実行しない。
【０１３２】
　なお、ケースＡ２では、その後、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間のＰ２Ｐの通信リ
ンクが任意の手法によって切断される。例えば、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２が、Ｄｅａｃｔ
ｉｖａｔｉｏｎ信号を携帯端末ＰＴ１に送信することにより、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断
される。また、変形例では、携帯端末ＰＴ１のユーザが携帯端末ＰＴ１をＭＦＰ１０から
離間させ、ＮＦＣ通信範囲外に移動させることによってＰ２Ｐの通信リンクが切断されて
もよい。
【０１３３】
（ケースＡ２の効果）
　ケースＡ２では、ケースＡ１とは異なり、ＳＦＬがＯＦＦされている。ケースＡ２では
、ＭＦＰ１０は、携帯端末ＰＴ１からＰ２Ｐの通信リンクを利用して実行要求を受信する
（図２のＳ１０）と、ケースＡ１とは異なり、動作状態をＧ／Ｏ状態に移行させ（図２の
Ｓ１４）、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器（即ち親局）とするＷＦＤＮＷで利用されるＳＳＩＤ
及びパスワードを含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を携帯端末ＰＴ１に送信する（図２のＳ１６
）。即ち、本実施例のＭＦＰ１０は、ＳＦＬがＯＮされているか否かに応じて、ＮＧ情報
を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信するのか、ＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐｏ
ｎｓｅ信号を送信するのかを変えることができる。そのため、ＭＦＰ１０は、ＳＦＬがＯ
Ｎされているか否かに応じて、適切に動作することができる。
【０１３４】
（対応関係）
　ＭＦＰ１０、携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３が、それぞれ、「通信装置」、「端末装置」の一
例である。ＮＦＣ方式、ＷＦＤ方式が、それぞれ、「第１の方式」、「第２の方式」の一
例である。ＮＦＣＩ／Ｆ２０、８０、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２２、８２が、それぞれ、「第１
種のインターフェース」、「第２種のインターフェース」の一例である。実行要求が「特
定の要求情報」の一例である。ＭＦＰ１０がＧ／Ｏ機器として動作するＷＦＤＮＷで利用
されるＳＳＩＤ及びパスワードが「ネットワーク情報」の一例である。ＮＧ情報を含むＲ
ｅｓｐｏｎｓｅ信号、ＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号が、それぞれ
、「第１の応答情報」、「第２の応答情報」の一例である。第１の応答情報は、認証情報
が必要であることを端末装置に通知するための情報、と言い換えることができる。ＳＦＬ
認証情報、ＳＦＬテーブル４０、ＳＦＬ設定情報３８が、それぞれ、「特定の認証情報」
、「認証用リスト」、「設定情報」の一例である。図３のＳ３８で実行される認証が「第
１の判断処理」の一例である。ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１の間に確立されるＰ２Ｐの通
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信リンク、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが、それぞれ、
「第１の通信リンク」、「第２の通信リンク」の一例である。ＭＦＰ１０のＰ２Ｐモード
、Ｒ／Ｗモードが、それぞれ、「第１のモード」、「第２のモード」の一例である。携帯
端末ＰＴ１のＰ２Ｐモード、ＣＥモードが、それぞれ、「第３のモード」、「第４のモー
ド」の一例である。
【０１３５】
　図２のＳ１０の処理、図３のＳ３０の処理、図３のＳ３８の処理が、それぞれ、「通信
装置」における「要求情報受信部」、「第１の応答部」、「第１の判断部」によって実行
される処理の一例である。図３のＳ４２、Ｓ４６の処理、図３のＳ４４の処理、図２のＳ
１６の処理が、それぞれ、「通信装置」における「第１の通信部」、「実行部」、「第２
の応答部」によって実行される処理の一例である。
【０１３６】
　図４のＳ６０の処理、図４のＳ６２、Ｓ８０の処理が、それぞれ、「端末装置」におけ
る「要求情報送信部」、「応答受信部」によって実行される処理の一例である。図４のＳ
６８の処理、図４のＳ７２の処理、図４のＳ７６、Ｓ８６の処理が、それぞれ、「端末装
置」における「認証情報送信部」、「通信部」、「実行部」によって実行される処理の一
例である。図４のＳ７４、Ｓ８８の処理が、「端末装置」における「状態変更部」によっ
て実行される処理の一例である。
【０１３７】
（第２実施例）
　第２実施例について、第１実施例と異なる点を中心に説明する。本実施例では、図７に
示すように、ＭＦＰ１０のＳＦＬがＯＮされている状態で、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１
との間でＰ２Ｐの通信リンクが確立される場合における、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１の
動作が、第１実施例のケースＡ１（図５参照）とは異なる。なお、ＭＦＰ１０のＳＦＬが
ＯＦＦされている場合のＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１の動作は、第１実施例のケースＡ２
（図６参照）とほぼ同様であるため、本実施例では詳しい説明を省略する。
【０１３８】
（ケースＢ；図７）
　図７に示すように、ＭＦＰ１０の電源がＯＮされると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０は、Ｐ２Ｐモ
ードのみが起動されており、他のモード（即ち、Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動さ
れていない初期状態で動作する。この時点では、ＭＦＰ１０は、ＷＦＤＮＷに所属してい
ないデバイス機器として動作する。また、ＭＦＰ１０のＳＦＬはＯＮされている（即ち、
ＳＦＬ設定情報３８がＯＮを示す）。
【０１３９】
　一方、携帯端末ＰＴ１のユーザによってアプリ起動操作及び実行操作が行われると、携
帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０は、Ｐ２ＰモードとＲ／Ｗモードが起動されており、Ｃ
Ｅモードが起動されていない状態で動作する。
【０１４０】
　携帯端末ＰＴ１のユーザが携帯端末ＰＴ１をＭＦＰ１０に近づけると、ＭＦＰ１０と携
帯端末ＰＴ１との間にＰ２Ｐの通信リンクが確立される。
【０１４１】
　その後、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐの通信リンクが切断されるまでの各処理
（即ち、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２が、実行要求を携帯端末ＰＴ１から受信し、ＮＧ情報を
含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を携帯端末ＰＴ１に送信する処理）は、第１実施例のケースＡ
１（図５参照）と同様であるため、詳しい説明を省略する。
【０１４２】
　ケースＢでは、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断されると、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＮＦ
ＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動した状態から、ＣＥモードのみが起動し
た状態に移行させる。即ち、ＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐモードを停止させるとともに、ＣＥモ
ードを起動させる。
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【０１４３】
　ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態が、ＣＥモードのみが起動した状態に移行すると、携帯端末Ｐ
Ｔ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間に、ＭＦＰ１０（ＣＥ）
－携帯端末ＰＴ１（Ｒ／Ｗ）の通信リンクが確立される。
【０１４４】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、確立されたＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、携
帯端末ＰＴ１から、ＳＦＬ認証情報をＭＦＰ１０に送信する。具体的に言うと、ＣＰＵ９
２は、ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０にＳＦＬ認証情報を書き込む。
【０１４５】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＳＦＬ認証情報を受信すると、受信されたＳＦＬ認証情報
を用いて認証を実行する。
【０１４６】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、認証成功と判断すると、ＭＦＰ１０の動作状態を、デバイ
ス状態からＧ／Ｏ状態に移行させる。これにより、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器（即ち親局）
とするＷＦＤＮＷが形成される。ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷで利用される無線プロファイ
ル（即ち、ＳＳＩＤ、パスワード、認証方式、暗号化方式）を準備し、メモリ３４に記憶
させる。次いで、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを、ＮＦＣ
Ｉ／Ｆ２０に書き込む。
【０１４７】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０（ＣＥ）－携帯端末ＰＴ１（Ｒ／Ｗ）の通
信リンクを利用して、ＭＦＰ１０から、ＷＦＤで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを受
信する。具体的に言うと、ＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０からＳＳＩＤ及
びパスワードを読み出し、読み出されたＳＳＩＤ及びパスワードを取得する。
【０１４８】
　ケースＢでは、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＳＳＩＤ及びパスワードが読み出されると
、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、ＣＥモードのみが起動した状態から、Ｐ２Ｐモードのみが
起動した状態に戻す。具体的には、ＣＰＵ３２は、ＣＥモードを停止させるとともに、Ｐ
２Ｐモードを起動させる。その結果、ＭＦＰ１０（ＣＥ）－携帯端末ＰＴ１（Ｒ／Ｗ）の
通信リンクが切断される。
【０１４９】
　その後に携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２とＭＦＰ１０のＣＰＵ３２との間で実行される各
処理は、第１実施例のケースＡ１（図５参照）と同様であるため、詳しい説明を省略する
。
【０１５０】
　一方、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、認証失敗と判断すると、ＳＳＩＤ及びパスワードに
代えて、ＮＧ通知をＮＦＣＩ／Ｆ２０に書き込む。
【０１５１】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０（ＣＥ）－携帯端末ＰＴ１（Ｒ／Ｗ）の通
信リンクを利用して、ＭＦＰ１０から、ＮＧ通知を受信する。具体的に言うと、ＣＰＵ９
２は、ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０からＮＧ通知を読み出し、読み出されたＮＧ通知を
取得する。
【０１５２】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＮＧ通知を受信すると、所定のエラーメッセージを表
示部７４に表示させる。
【０１５３】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＮＧ通知が読み出されると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、
ＣＥモードのみが起動した状態から、Ｐ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す。その結果
、ＭＦＰ１０（ＣＥ）－携帯端末ＰＴ１（Ｒ／Ｗ）の通信リンクが切断される。
【０１５４】
（本実施例の効果）
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　本実施例のケースＢ（図７参照）では、ＭＦＰ１０は、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断され
た後に、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他のモード（
Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない初期状態から、ＣＥモードのみが起動
されており、他のモード（Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない状態に変更
している。ＭＦＰ１０は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を適切に変更することができる。
【０１５５】
（対応関係）
　ＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０のＰ２Ｐモード、ＣＥモードが、それぞれ、「第１のモ
ード」、「第２のモード」の一例である。携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０のＰ２Ｐモ
ード、Ｒ／Ｗモードが、それぞれ、「第３のモード」、「第４のモード」の一例である。
ケースＢ（図７）において、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断された後に、ＭＦＰ１０のＣＰＵ
３２が、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他のモード（
Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない初期状態から、ＣＥモードのみが起動
されており、他のモード（Ｒ／Ｗモード及びＣＥモード）が起動されていない状態に変更
する処理が、「通信装置」における「状態変更部」によって実行される処理の一例である
。
【０１５６】
（第３実施例）
　第３実施例について、第１実施例と異なる点を中心に説明する。本実施例では、ＳＦＬ
テーブル４０の内容が第１実施例とは異なる。図１０、図１２に示すように、ＳＦＬテー
ブル４０は、ユーザＩＤ（例えばＵ１）と、パスワード（例えばＰ１）と、当該ユーザが
印刷機能を利用可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ）と、当該ユーザがスキャ
ン機能を利用可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ）と、に加え、さらに、当該
ユーザがＨ／Ｏ（Hand Overの略）処理を実行可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又は
ＮＧ）が関連付けられている複数個の組合せ情報を含む。Ｈ／Ｏ処理とは、携帯端末（例
えば携帯端末ＰＴ１）とＭＦＰ１０との双方がＷＦＤＮＷに所属している所属状態を構築
するための処理である。例えば、図１０のＳＦＬテーブル４０は、ユーザＩＤ「Ｕ１」、
パスワード「Ｐ１」、印刷「ＮＧ」、スキャン「ＯＫ」、Ｈ／Ｏ「ＮＧ」が関連付けられ
ている組合せ情報を含む。
【０１５７】
　また、本実施例では、図８に示すように、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２が実行するＳＦＬ認
証処理の内容も第１実施例とは異なる。なお、図２のＳ１２でＮＯの場合における各処理
は、第１実施例の場合と同様であるため、本実施例では詳しい説明を省略する。
【０１５８】
（ＭＦＰ１０のＳＦＬ認証処理；図８）
　図８を参照して、本実施例において、図２のＳ２０で実行されるＳＦＬ認証処理の内容
を説明する。ＣＰＵ３２は、対象端末との間で確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して
対象端末から実行要求を受信した際（図２のＳ１０参照）に、ＳＦＬ設定情報３８がＯＮ
を示す場合（図２のＳ１２でＹＥＳの場合）に、図８のＳＦＬ認証処理を開始する。
【０１５９】
　Ｓ１００では、ＣＰＵ３２は、全ユーザが、Ｈ／Ｏ（Hand Overの略）処理を実行不可
能か否か判断する。具体的に言うと、Ｓ１００では、ＣＰＵ３２は、ＳＦＬテーブル４０
を参照し、全ての組合せ情報が、Ｈ／Ｏ「ＮＧ」を含むか否かを判断する。図１０に示す
ように、ＳＦＬテーブル４０内の全ての組合せ情報がＨ／Ｏ「ＮＧ」を含む場合、ＣＰＵ
３２は、Ｓ１００でＹＥＳと判断し、Ｓ１３２に進む。一方、図１２に示すように、ＳＦ
Ｌテーブル４０内に、Ｈ／Ｏ「ＯＫ」を含む組合せ情報が存在する場合、ＣＰＵ３２は、
Ｓ１００でＮＯと判断し、Ｓ１０２に進む。
【０１６０】
　Ｓ１３２では、ＣＰＵ３２は、対象端末との間で確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用
して、対象端末に、所定の禁止情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信する。禁止情報は
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、Ｈ／Ｏ処理の実行を許可しないことを示す情報である。次いで、Ｓ１３４では、Ｐ２Ｐ
の通信リンクを利用して、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を対象端末に送信する。
【０１６１】
　対象端末は、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を受信すると、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用
してＯＫ信号をＭＦＰ１０に送信する。この結果、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐ
の通信リンクが切断される。Ｓ１３４を終えると、図８の処理、及び、図２の処理が終了
する。
【０１６２】
　一方、Ｓ１０２では、ＣＰＵ３２は、対象端末との間で確立されたＰ２Ｐの通信リンク
を利用して、対象端末に、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信する。続くＳ１０
４～Ｓ１１０の各処理は、図３のＳ３２～Ｓ３８の各処理と同様であるため、詳しい説明
を省略する。Ｓ１１０でＹＥＳと判断される場合（即ち、認証成功）、ＣＰＵ３２は、Ｓ
１１２に進む。一方、Ｓ１１０でＮＯと判断される場合（即ち、認証失敗）、ＣＰＵ３２
は、Ｓ１２２に進む。
【０１６３】
　Ｓ１１２では、ＣＰＵ３２は、Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤが示すユーザが、Ｈ／
Ｏ処理を実行可能か否か判断する。具体的に言うと、Ｓ１１２では、ＣＰＵ３２は、ＳＦ
Ｌテーブル４０（図１２参照）を参照し、Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤにＨ／Ｏ「Ｏ
Ｋ」が関連付けられているか否か判断する。Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤにＨ／Ｏ「
ＯＫ」が関連付けられている場合、ＣＰＵ３２は、Ｓ１１２でＹＥＳと判断し、Ｓ１１４
に進む。一方、Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤにＨ／Ｏ「ＮＧ」が関連付けられている
場合、ＣＰＵ３２は、Ｓ１１２でＮＯと判断し、Ｓ１２２に進む。
【０１６４】
　Ｓ１１４では、ＣＰＵ３２は、Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤが示すユーザが、実行
要求で指定された所望の機能を実行可能か否か判断する。具体的に言うと、Ｓ１１４では
、ＣＰＵ３２は、ＳＦＬテーブル４０（図１２参照）を参照し、Ｓ１０８で受信されたユ
ーザＩＤに印刷「ＯＫ」（又はスキャン「ＯＫ」）が関連付けられているか否か判断する
。例えば、実行要求で指定された機能が印刷機能である場合において、Ｓ１０８で受信さ
れたユーザＩＤに印刷「ＯＫ」が関連付けられていると、ＣＰＵ３２は、Ｓ１１４でＹＥ
Ｓと判断し、Ｓ１１６に進む。一方、例えば、実行要求で指定された機能が印刷機能であ
る場合において、Ｓ１０８で受信されたユーザＩＤに印刷「ＮＧ」が関連付けられている
と、ＣＰＵ３２は、Ｓ１１４でＮＯと判断し、Ｓ１２２に進む。
【０１６５】
　続くＳ１１６～１２０の各処理は、図３のＳ４０～Ｓ４４の各処理と同様であるため、
詳しい説明を省略する。Ｓ１２０を終えると、図８の処理、及び、図２の処理が終了する
。
【０１６６】
　一方、Ｓ１２２では、ＣＰＵ３２は、図３のＳ４６と同様に、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－
対象端末（ＣＥ）の通信リンクを利用して、所定のＮＧ通知を対象端末に送信する。この
場合、対象端末との無線接続は確立されない。Ｓ１２２を終えると、図８の処理、及び、
図２の処理が終了する。
【０１６７】
（具体的なケース）
　また、本実施例では、図９、図１１に示すように、ＭＦＰ１０のＳＦＬがＯＮされてい
る場合において、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間でＰ２Ｐの通信リンクが確立される
場合における、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１の動作が、第１実施例のケースＡ１（図５参
照）とは異なる。図９～図１２を参照して、具体的なケースについて説明する。
【０１６８】
（ケースＣ１；図９、図１０）
　図９を参照して、ＭＦＰ１０のＳＦＬがＯＮされている状態で、ＭＦＰ１０と携帯端末
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ＰＴ１との間でＰ２Ｐの通信リンクが確立される場合に、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１と
の間で実行される通信の例について説明する。ケースＣ１では、ＭＦＰ１０は、メモリ３
４内に、図１０に示すＳＦＬテーブル４０を記憶している。
【０１６９】
　ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間にＰ２Ｐの通信リンクが確立され、ＭＦＰ１０のＣ
ＰＵ３２が実行要求を受信するまでの各処理は、第１実施例のケースＡ１（図５参照）と
同様である。
【０１７０】
　ケースＣ１では、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、実行要求を受信すると、全ユーザが、Ｈ
／Ｏ処理を実行不可能か否か判断する（図８のＳ１００）。ケースＣ１では、図１０に示
すように、ＳＦＬテーブル４０内の全ての組合せ情報がＨ／Ｏ「ＮＧ」を含む。従って、
ＣＰＵ３２は、全ユーザがＨ／Ｏ処理を実行不可能であると判断する（即ち、図８のＳ１
００でＹＥＳと判断する）。
【０１７１】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、携帯端末ＰＴ１に、禁止
情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信する（図８のＳ１３２）。
【０１７２】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、禁止情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信すると、
所定のエラーメッセージを表示部７４に表示させる。
【０１７３】
　次いで、図示省略しているが、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用
して、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を対象端末に送信する（図８のＳ１３４）。
【０１７４】
　図示省略しているが、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号
を受信すると、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用してＯＫ信号をＭＦＰ１０に送信する。この結
果、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐの通信リンクが切断される。
【０１７５】
（ケースＣ２；図１１、図１２）
　ケースＣ２では、ＭＦＰ１０は、図１２に示すＳＦＬテーブル４０を記憶している。Ｍ
ＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との間にＰ２Ｐの通信リンクが確立され、ＭＦＰ１０のＣＰＵ
３２が実行要求を受信するまでの各処理は、第１実施例のケースＡ１（図５参照）と同様
である。なお、ケースＣ２では、実行要求は印刷機能の実行を要求する情報を含む。
【０１７６】
　ケースＣ２でも、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、実行要求を受信すると、全ユーザが、Ｈ
／Ｏ処理を実行不可能か否か判断する（図８のＳ１００）。ケースＣ２では、図１２に示
すように、ＳＦＬテーブル４０内に、Ｈ／Ｏ「ＯＫ」が関連付けられている組合せ情報が
含まれている。従って、ＣＰＵ３２は、少なくとも１人のユーザがＨ／Ｏ処理を実行可能
であると判断する（即ち、図８のＳ１００でＮＯと判断する）。
【０１７７】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、携帯端末ＰＴ１に、ＮＧ
情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信する（図８のＳ１０２）。次いで、ＭＦＰ１０と
対象端末との間のＰ２Ｐの通信リンクが切断される。
【０１７８】
　Ｐ２Ｐの通信リンクが切断されると、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、Ｐ２
Ｐモードのみが起動した状態から、ＣＥモードのみが起動した状態に移行させる（図４の
Ｓ６６）。ＣＰＵ９２は、ＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「
Ｐ１」）をＮＦＣＩ／Ｆ８０に書き込む。
【０１７９】
　次いで、携帯端末ＰＴ１のＮＦＣＩ／Ｆ８０とＭＦＰ１０のＮＦＣＩ／Ｆ２０との間に
、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが確立される（図８のＳ
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１０６でＹＥＳ、図４のＳ７０でＹＥＳ）。
【０１８０】
　ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、確立されたＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、携帯端
末ＰＴ１から、ＳＦＬ認証情報を受信する（図８のＳ１０８）。次いで、ＣＰＵ３２は、
受信されたＳＦＬ認証情報（即ち、ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」）を用い
て認証を実行する（図８のＳ１１０）。図１２に示すように、ＳＦＬテーブル４０には、
ユーザＩＤ「Ｕ１」及びパスワード「Ｐ１」を含む組合せ情報が含まれている。従って、
ケースＣ２では、ＣＰＵ３２は、認証成功と判断する（即ち、図８のＳ１１０でＹＥＳと
判断する）。
【０１８１】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ユーザＩＤ「Ｕ１」が示すユーザが、Ｈ／Ｏ処理を実行可能か
否か判断する（図８のＳ１１２）。図１２に示すように、ユーザＩＤ「Ｕ１」にはＨ／Ｏ
「ＮＧ」が関連付けられている。従って、ＣＰＵ３２は、Ｈ／Ｏ処理を実行不可能である
と判断し（図８のＳ１１２でＮＯ）、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、ＮＧ通知を
携帯端末ＰＴ１に送信する（図８のＳ１２２）。
【０１８２】
　携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＮＧ通知を受信すると、所定のエラーメッセージを表
示部７４に表示させる（図４のＳ８６）。その後、ＣＰＵ９２は、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状
態を、ＣＥモードのみが起動した状態からＰ２Ｐモードのみが起動した状態に戻す（図４
のＳ８８）。その結果、ＭＦＰ１０（Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ１（ＣＥ）の通信リンクが
切断される。この場合、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ１との無線接続は確立されない。
【０１８３】
　さらに、携帯端末ＰＴ１に代わって、携帯端末ＰＴ２（図１参照）が、ＭＦＰ１０との
間でＰ２Ｐの通信リンクを確立し、印刷の実行を要求する実行要求をＭＦＰ１０に送信し
た場合の例について説明する。なお、図示を省略するが、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ２と
の間にＰ２Ｐの通信リンクが確立され、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２がＳＦＬ認証情報を受信
するまでの各処理は、携帯端末ＰＴ１の場合と同様である。この場合、ＭＦＰ１０が携帯
端末ＰＴ２から受信するＳＦＬ認証情報には、ユーザＩＤ「Ｕ２」、パスワード「Ｐ２」
が含まれる。図１２に示すように、ＳＦＬテーブル４０には、ユーザＩＤ「Ｕ２」及びパ
スワード「Ｐ２」を含む組合せ情報が含まれている。従って、この場合も、ＣＰＵ３２は
、認証成功と判断する（即ち、図８のＳ１１０でＹＥＳと判断する）。
【０１８４】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ユーザＩＤ「Ｕ２」が示すユーザが、Ｈ／Ｏ処理を実行可能か
否か判断する（図８のＳ１１２）。図１２に示すように、ユーザＩＤ「Ｕ２」にはＨ／Ｏ
「ＯＫ」が関連付けられている。従って、ＣＰＵ３２は、Ｈ／Ｏ処理を実行可能であると
判断する（図８のＳ１１２でＹＥＳ）。
【０１８５】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ユーザＩＤ「Ｕ２」が示すユーザが、印刷を実行可能か否か判
断する（図８のＳ１１４）。図１２に示すように、ユーザＩＤ「Ｕ２」には印刷「ＮＧ」
が関連付けられている。従って、ＣＰＵ３２は、印刷を実行不可能であると判断し（図８
のＳ１１４でＮＯ）、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して、ＮＧ通知を携帯端末ＰＴ２
に送信する（図８のＳ１２２）。その後の処理は、上記の携帯端末ＰＴ１の場合と同様で
ある。
【０１８６】
　さらに、携帯端末ＰＴ１に代わって、携帯端末ＰＴ３（図１参照）が、ＭＦＰ１０との
間でＰ２Ｐの通信リンクを確立し、印刷の実行を要求する実行要求をＭＦＰ１０に送信し
た場合の例について説明する。なお、図示を省略するが、ＭＦＰ１０と携帯端末ＰＴ３と
の間にＰ２Ｐの通信リンクが確立され、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２がＳＦＬ認証情報を受信
するまでの各処理は、携帯端末ＰＴ１の場合と同様である。この場合、ＭＦＰ１０が携帯
端末ＰＴ３から受信するＳＦＬ認証情報には、ユーザＩＤ「Ｕ３」、パスワード「Ｐ３」
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が含まれる。図１２に示すように、ＳＦＬテーブル４０には、ユーザＩＤ「Ｕ３」及びパ
スワード「Ｐ３」を含む組合せ情報が含まれているため、ＣＰＵ３２は、認証成功と判断
する（即ち、図８のＳ１１０でＹＥＳと判断する）。また、ユーザＩＤ「Ｕ３」にはＨ／
Ｏ「ＯＫ」が関連付けられているため、次いで、ＣＰＵ３２は、Ｈ／Ｏ処理を実行可能で
あると判断する（図８のＳ１１２でＹＥＳ）。さらに、ユーザＩＤ「Ｕ３」には印刷「Ｏ
Ｋ」が関連付けられているため、次いで、ＣＰＵ３２は、印刷を実行可能であると判断す
る（図８のＳ１１４でＹＥＳ）。
【０１８７】
　この場合、ＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０の動作状態を、デバイス状態からＧ／Ｏ状態に移
行させる（図８のＳ１１６）。これにより、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器（即ち親局）とする
ＷＦＤＮＷが形成される。ＣＰＵ３２は、ＷＦＤＮＷで利用される無線プロファイル（即
ち、ＳＳＩＤ、パスワード、認証方式、暗号化方式）を準備し、メモリ３４に記憶させる
。
【０１８８】
　次いで、ＣＰＵ３２は、ＷＦＤで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを、ＭＦＰ１０（
Ｒ／Ｗ）－携帯端末ＰＴ３（ＣＥ）の通信リンクを利用して携帯端末ＰＴ３に送信する（
図３のＳ４２）。
【０１８９】
　これ以降の各処理は、第１実施例のケースＡ１（図５参照）の場合と略同様である。即
ち、携帯端末ＰＴ３とＭＦＰ１０との間に無線接続が確立され、ＭＦＰ１０は、携帯端末
ＰＴ３から印刷データを受信する。但し、この場合は、ＭＦＰ１０が印刷データを受信後
に印刷を実行可能か否か判断することなく、印刷を実行する。
【０１９０】
（本実施例の効果）
　図１０、図１２に示すように、ＳＦＬテーブル４０に含まれている各組合せ情報には、
Ｈ／Ｏ処理を実行可能か否かを示す情報がさらに関連付けられている。ＭＦＰ１０は、実
行要求を受信すると、全ユーザがＨ／Ｏ処理を実行不可能か否か判断する（図８のＳ１０
０）。ケースＣ１では、ＭＦＰ１０は、全ユーザがＨ／Ｏ処理を実行不可能であると判断
する（即ち、図８のＳ１００でＹＥＳと判断する）。ＭＦＰ１０は、Ｐ２Ｐの通信リンク
を利用して、携帯端末ＰＴ１に、禁止情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信する（図８
のＳ１３２）。一方、ケースＣ２では、ＭＦＰ１０は、少なくとも１人のユーザがＨ／Ｏ
処理を実行可能であると判断する（即ち、図８のＳ１００でＮＯと判断する）。ＭＦＰ１
０は、Ｐ２Ｐの通信リンクを利用して、携帯端末ＰＴ１に、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎ
ｓｅ信号を送信する（図８のＳ１０２）。即ち、本実施例では、ＭＦＰ１０は、全ユーザ
がＨ／Ｏ処理を実行不可能であるか否かに応じて、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号
を送信するのか、禁止情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を送信するのかを変えることがで
きる。そのため、ＭＦＰ１０は、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号と禁止情報を含む
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号とを適切に携帯端末ＰＴ１に送信し得る。
【０１９１】
　ケースＣ２（図１１、図１２）に示すように、ＭＦＰ１０は、認証成功と判断する（即
ち、図８のＳ１１０でＹＥＳと判断する）と、さらに、当該ユーザがＨ／Ｏ処理を実行可
能か否か判断する（図８のＳ１１２）。さらに、ケースＣ２では、ＭＦＰ１０は、当該ユ
ーザが印刷を実行可能か否か判断する（図８のＳ１１４）。即ち、本実施例では、ＭＦＰ
１０は、ユーザがＨ／Ｏ処理を実行可能か否か、及び、ユーザが印刷を実行可能か否かに
応じて、ＳＳＩＤ及びパスワードを携帯端末に送信するか否かを変えることができる。Ｍ
ＦＰ１０は、適切にＳＳＩＤ及びパスワードを携帯端末に送信することができる。
【０１９２】
（対応関係）
　図１０、図１２のＳＦＬテーブル４０に含まれる複数個の組合せ情報が「複数個の関連
情報」の一例である。ＳＦＬテーブル４０のうち、ユーザがＨ／Ｏ処理を実行可能である
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のか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ）が「第１種の情報」の一例である。ＳＦＬテーブル
４０のうち、ユーザが印刷機能（又はスキャン機能）を利用可能であるのか否かを示す情
報（ＯＫ又はＮＧ）が「第２種の情報」の一例である。禁止情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ
信号が「第３の応答情報」の一例である。第３の応答情報は、通信装置と端末装置との間
に第２の方式に従った無線接続を確立することが不可能であることを、端末装置に通知す
るための情報である、と言い換えることができる。図８のＳ１００の処理、図８のＳ１１
２の処理、図８のＳ１１４の処理が、それぞれ、「第２の判断処理」、「第３の判断処理
」、「第４の判断処理」の一例である。即ち、図８のＳ１００の処理、図８のＳ１１２の
処理、図８のＳ１１４の処理が、それぞれ、「第２の判断部」、「第３の判断部」、「第
４の判断部」によって実行される処理の一例である。
【０１９３】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には以上に例示した具体例を様々に
変形、変更したものが含まれる。上記の実施例の変形例を以下に列挙する。
【０１９４】
（変形例１）上記の各実施例では、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、所定の場合（図２のＳ１
４、図３のＳ４０、図８のＳ１１６）に、ＭＦＰ１０の動作状態をデバイス状態からＧ／
Ｏ状態に移行させる。これに限られず、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、電源がＯＮされた時
点で、ＭＦＰ１０をＧ／Ｏ機器として動作させてもよい。また、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２
は、対象端末（例えば携帯端末ＰＴ１）のＣＰＵとの間でＧ／Ｏネゴシエーションを行い
、ＭＦＰ１０と対象端末のうちの一方をＧ／Ｏ機器、他方をＣＬ機器として決定してもよ
い。この場合、対象端末はＷＦＤ対応機器であることを要する。対象端末がＧ／Ｏ機器と
して決定される場合には、対象端末のＣＰＵは、対象端末が形成するＷＦＤＮＷで利用さ
れるＳＳＩＤ及びパスワードを、ＭＦＰ１０に送信する。また、変形例として、所定の場
合に、Ｇ／Ｏネゴシエーションを行うことなく、対象端末がＧ／Ｏ機器として動作を開始
してもよい。その場合も、対象端末のＣＰＵは、対象端末が形成するＷＦＤＮＷで利用さ
れるＳＳＩＤ及びパスワードを、ＭＦＰ１０に送信する。即ち、一般的に言うと、第１の
通信部は、特定の認証情報が前記認証用リストに登録済みであると判断される場合に、第
１種のインターフェースを介して、特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情
報を端末装置と通信すればよい。
【０１９５】
（変形例２）上記の各実施例では、ＭＦＰ１０は、所定の場合（図２のＳ１４、図３のＳ
４０、図８のＳ１１６）にＧ／Ｏ機器として動作を開始する。即ち、ＭＦＰ１０はＷＦＤ
ＮＷの親局として動作する。これに限られず、ＭＦＰ１０は、図示しないアクセスポイン
ト（以下「ＡＰ」と呼ぶ）が形成しているＷｉ－Ｆｉネットワーク（以下「Ｗｉ－ＦｉＮ
Ｗ」と呼ぶ）に子局（具体的にはステーション）として所属する機器であってもよい。そ
の場合、図２のＳ１６、図３のＳ４２、図８のＳ１１８において、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３
２は、対象端末に、ＡＰが形成しているＷｉ－ＦｉＮＷで利用されているＳＳＩＤ及びパ
スワードを送信してもよい。この場合、対象端末は、ＳＳＩＤ及びパスワードを利用して
ＡＰと無線接続を確立し、ＡＰが形成しているＷｉ－ＦｉＮＷを利用して、対象データを
ＭＦＰ１０と無線通信する。この変形例も、一般的に言うと、第１の通信部は、特定の認
証情報が前記認証用リストに登録済みであると判断される場合に、第１種のインターフェ
ースを介して、特定の無線ネットワークで利用されるネットワーク情報を端末装置と通信
すればよい。
【０１９６】
（変形例３）上記の各実施例では、図３のＳ３２、図４のＳ６４、図８のＳ１０４、Ｓ１
３４では、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２がＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を対象端末に送信す
ることによって、ＭＦＰ１０と対象端末との間のＰ２Ｐの通信リンクを切断している。Ｐ
２Ｐの通信リンクの切断手法は、これに限られず、任意とすることができる。例えば、図
３のＳ３２、図４のＳ６４、図８のＳ１０４、Ｓ１３４において、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３
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２は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の電源を一旦ＯＦＦしてもよい。若しくは、対象端末のＣＰＵ（
例えば携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２）が、ＮＦＣＩ／Ｆ（例えばＮＦＣＩ／Ｆ８０）の電
源を一旦ＯＦＦしてもよい。ＮＦＣＩ／Ｆの電源がＯＦＦされることで、Ｐ２Ｐの通信リ
ンクを強制的に切断される。また、対象端末のユーザが対象端末をＭＦＰ１０から離間さ
せ、ＮＦＣ通信範囲外に移動させることによってＰ２Ｐの通信リンクを切断させてもよい
。その場合、対象端末のＣＰＵは、対象端末の表示部に、対象端末をＭＦＰ１０から離間
させることをユーザに促すメッセージを表示させてもよい。これらの変形例も、「第１の
通信リンクが切断された」の一例である。
【０１９７】
（変形例４）携帯端末ＰＴ１のメモリ９４には、予めＳＦＬ認証情報が記憶されていなく
てもよい。第１、第３実施例では、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ユーザにＳＦＬ認証
情報の入力を要求する入力画面を表示部７４に表示させてもよい。ユーザは、表示部７４
に入力画面が表示されている間に、操作部７２を操作して、ＳＦＬ認証情報を入力しても
よい。第１、第３実施例では、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、入力画面で入力されたＳ
ＦＬ認証情報をＮＦＣＩ／Ｆ８０に書き込むようにしてもよい。第２実施例では、Ｒ／Ｗ
－ＣＥの通信リンクが確立されると、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通
信リンクを利用して、入力画面で入力されたＳＦＬ認証情報をＭＦＰ１０に送信してもよ
い。一般的に言うと、通信装置の認証情報受信部は、第１の応答情報が端末装置に送信さ
れた後に、端末装置から、第１種のインターフェースを介して、特定の認証情報を受信す
ればよい。また、端末装置の認証情報送信部は、通信装置から第１の応答情報が受信され
る場合に、第１種のインターフェースを介して、特定の認証情報を通信装置に送信すれば
よい。
【０１９８】
（変形例５）ＭＦＰ１０のメモリ３４にＳＦＬテーブル４０が記憶されていなくてもよい
。ＭＦＰ１０と通信可能に接続された他の機器がＳＦＬテーブルを記憶していてもよい。
その場合、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、対象端末からＳＦＬ認証情報を受信すると（図３
のＳ３６、図８のＳ１０８）、受信したＳＦＬ認証情報を当該他の機器に送信してもよい
。当該他の機器のＣＰＵが認証を行い、認証結果（認証成功又は認証失敗）をＭＦＰ１０
に送信してもよい。一般的に言うと、第１の判断部は、端末装置から特定の認証情報が受
信される場合に、特定の認証情報が認証用リストに登録済みであるのか否かを判断する第
１の判断処理を実行すればよい。
【０１９９】
（変形例６）第１、第３実施例において、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＭＦＰ１０の電源
がＯＮされると、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他の
モードが起動されていない状態で動作させてもよい。その後、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は
、Ｐ２Ｐの通信リンクを切断するためのＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ信号を送信（図３のＳ
３２、図８のＳ１０４）した後に、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｒ／Ｗモードのみが起動
されており、他のモードが起動されていない状態に変更してもよい。その場合、ＭＦＰ１
０のＣＰＵ３２は、対象端末にＳＳＩＤ及びパスワードを送信（図３のＳ４２、図８のＳ
１１８）した後、又は、対象端末にＮＧ通知を送信（図３のＳ４６、図８のＳ１２２）し
た後に、ＮＦＣＩ／Ｆ２０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他のモードが
起動されていない状態に戻してもよい。この変形例も、通信装置の状態変更部によって実
行される処理の一例である。
【０２００】
（変形例７）同様に、第２実施例において、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、アプリ起動
操作及び実行操作が行われると、ＮＦＣＩ／Ｆ８０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動さ
れており、他のモードが起動されていない状態で動作させてもよい。その後、携帯端末Ｐ
Ｔ１のＣＰＵ９２は、ＮＧ情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信すると、ＮＦＣＩ／Ｆ
８０の状態を、Ｒ／Ｗモードのみが起動されており、他のモードが起動されていない状態
に変更してもよい。その場合、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２は、ＭＦＰ１０からＳＳＩＤ
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及びパスワードを受信した後、又は、ＭＦＰ１０からＮＧ通知を受信した後に、ＮＦＣＩ
／Ｆ８０の状態を、Ｐ２Ｐモードのみが起動されており、他のモードが起動されていない
初期状態に戻してもよい。この変形例も、端末装置の状態変更部によって実行される処理
の一例である。
【０２０１】
（変形例８）上記の各実施例では、最初にＭＦＰ１０と対象端末との間にＰ２Ｐの通信リ
ンクが確立され、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断された後に、ＭＦＰ１０と対象端末との間に
Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンクが確立される。ＭＦＰ１０と対象端末は、Ｐ２Ｐの通信リンク
を利用して、実行要求、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号の通信を行い、Ｒ／Ｗ－ＣＥの通信リンク
を利用して、ＳＦＬ認証情報、ＳＳＩＤ及びパスワードの通信を行う。これに限られず、
ＭＦＰ１０と対象端末とは、最初に確立されたＰ２Ｐの通信リンクを利用して（即ち、Ｐ
２Ｐの通信リンクを切断することなく）、上記の各通信を行うようにしてもよい。その場
合、上記の各通信を行うために、必要に応じて、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ユーザに操
作を要求するための画面を表示部１４に表示させてもよい。同様に、対象端末のＣＰＵも
、ユーザに操作を要求するための画面を表示部７４に表示させてもよい。本変形例におい
て、さらに、ＭＦＰ１０と対象端末とは、最初にＰ２Ｐの通信リンクを確立されることに
代えて、最初にＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを確立させてもよい。その場合、ＭＦＰ１０と
対象端末とは、最初に確立されたＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクを利用して（即ち、Ｒ／Ｗ－
ＣＥの通信リンクを切断することなく）、上記の各通信を行うようにしてもよい。また、
ＭＦＰ１０と対象端末とは、最初にＭＦＰ１０と対象端末との間にＰ２Ｐの通信リンクが
確立され、Ｐ２Ｐの通信リンクが切断された後に、ＭＦＰ１０と対象端末との間に再びＰ
２Ｐの通信リンクを確立させて各通信を行ってもよい。同様に、ＭＦＰ１０と対象端末と
は、最初にＭＦＰ１０と対象端末との間にＲ／Ｗ－ＣＥの通信リンクが確立され、Ｒ／Ｗ
－ＣＥの通信リンクが切断された後に、ＭＦＰ１０と対象端末との間に再びＲ／Ｗ－ＣＥ
の通信リンクを確立させて各通信を行ってもよい。
【０２０２】
（変形例９）上記の各実施例では、ＭＦＰ１０及び各携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３は、ＮＦＣ
通信を実行するためのＮＦＣＩ／Ｆ２０、８０等を有している。ＭＦＰ１０及び各携帯端
末ＰＴ１～ＰＴ３は、ＮＦＣＩ／Ｆに代えて、例えば、トランスファージェットのような
他の規格の近距離無線通信を実行可能な近距離無線通信Ｉ／Ｆを有していてもよい。この
変形例も、第１種のインターフェースの一例である。
【０２０３】
（変形例１０）上記の各実施例では、図２のＳ１６では、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、Ｍ
ＦＰ１０がＧ／Ｏ機器であるＷＦＤＮＷで利用されるＳＳＩＤ及びパスワードを含むＲｅ
ｓｐｏｎｓｅ信号を対象端末に送信している。これに限られず、図２のＳ１６において、
ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、他の情報を含むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を対象端末に送信して
もよい。例えば、対象端末がＧ／Ｏ機器として動作する変形例を想定する。当該変形例で
は、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、ＳＳＩＤ及びパスワードの送信を要求する要求情報を含
むＲｅｓｐｏｎｓｅ信号を対象端末に送信してもよい。その場合、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号
を受信した対象端末は、ＳＳＩＤ及びパスワードをＭＦＰ１０に送信してもよい。一般的
に言うと、第２の応答情報は、ネットワーク情報に関係する情報であればよい。
【０２０４】
（変形例１１）上記の第１及び第２実施例では、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２がＭＦＰ１
０に送信する実行要求は、実行を要求する機能を示す情報を含んでいる（図４のＳ６０）
。これに限られず、第１及び第２実施例では、携帯端末ＰＴ１のＣＰＵ９２がＭＦＰ１０
に送信する実行要求は、Ｈ／Ｏ処理の実行を要求する情報のみを含み、実行を要求する機
能を示す情報を含んでいなくてもよい。この変形例における実行要求も、「特定の要求情
報」の一例である。
【０２０５】
（変形例１２）ＳＦＬテーブル４０は、ユーザＩＤ（例えばＵ１）と、パスワード（例え
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ばＰ１）だけが関連付けられている複数の組合せ情報を含んでいてもよい。即ち、ＳＦＬ
テーブル４０は、ユーザが印刷機能を利用可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ
）、ユーザがスキャン機能を利用可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ）、及び
、ユーザがＨ／Ｏ処理を実行可能であるのか否かを示す情報（ＯＫ又はＮＧ）を含んでい
なくてもよい。その場合、ＭＦＰ１０のＣＰＵ３２は、対象端末から受信されたＳＦＬ認
証情報を用いた認証が成功する場合（図３のＳ３８でＹＥＳの場合、図８のＳ１１０でＹ
ＥＳの場合）には、その後、機能の実行可否を判断することなく、要求された機能を実行
するようにしてもよい。
【０２０６】
（変形例１３）図３のＳ４２、図８のＳ１１８において、ＣＰＵ３２は、対象端末からＳ
ＳＩＤ及びパスワードの送信要求を受信した場合に、ＳＳＩＤ及びパスワードを対象端末
に送信するようにしてもよい。即ち、ＣＰＵ３２は、Ｇ／Ｏ状態に移行した後、対象端末
からＳＳＩＤ及びパスワードの送信要求を受信しない限り、ＳＳＩＤ及びパスワードを対
象端末に送信できなくてもよい。
【０２０７】
（変形例１４）ＭＦＰ１０の操作部１２及び表示部１４は、タッチパネルとして一体に構
成されていてもよい。同様に、携帯端末ＰＴ１の操作部７２及び表示部７４も、タッチパ
ネルとして一体に構成されていてもよい。即ち、ＭＦＰ１０の操作部１２と表示部１４と
が（又は、携帯端末ＰＴ１の操作部７２と表示部７４とが）、一のハードウェアで構成さ
れていても良い。
【０２０８】
（変形例１５）「通信装置」は、印刷機能及びスキャン機能を実行可能な多機能機（即ち
ＭＦＰ１０）に限られず、印刷機能及びスキャン機能のうちの印刷機能のみを実行可能な
プリンタであってもよいし、印刷機能及びスキャン機能のうちのスキャン機能のみを実行
可能なスキャナであってもよい。また、「通信装置」は、印刷機能及びスキャン機能とは
異なる機能（例えば、画像の表示機能、データの演算機能）を実行する装置（例えば、Ｐ
Ｃ、サーバ、携帯端末（携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ等））であってもよい。即ち
、「通信装置」は、ＮＦＣ方式の通信及び無線ＬＡＮ通信を実行可能なあらゆるデバイス
を含む。また、「端末装置」は、携帯端末ＰＴ１～ＰＴ３に限られず、近距離通信（例え
ば、ＮＦＣ通信）及び無線ＬＡＮ通信を実行可能なあらゆるデバイスを含む。
【０２０９】
（変形例１６）上記の各実施例では、図２～図４、及び、図８の各処理がソフトウェア（
即ちプログラム）によって実現されるが、図２～図４、及び、図８の各処理のうちの少な
くとも１つが論理回路等のハードウェアによって実現されてもよい。
【０２１０】
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
て技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものでは
ない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり
、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
【０２１１】
　２：通信システム、１０：多機能機（ＭＦＰ）、３０：制御部、３２：ＣＰＵ、３４：
メモリ、ＰＴ１、ＰＴ２、ＰＴ３：携帯端末



(38) JP 6264815 B2 2018.1.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(39) JP 6264815 B2 2018.1.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(40) JP 6264815 B2 2018.1.24

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(41) JP 6264815 B2 2018.1.24

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｗ  76/10     (2018.01)           Ｈ０４Ｗ   76/02     　　　　        　　　　　

(56)参考文献  特開２００９－１３５８６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１５７７３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２０６９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１５１７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２５３４２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

