
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信端末と、
　無線伝送路を介して前記端末との通信を行い、前記端末の使用者に提供可能なサービス
に関するデータベースを備え、前記使用者が前記各種サービスの提供を受けられる契約者
かどうかを確認するサービス提供手段と、
　前記サービス提供手段からのデータを、既知の回線を介して受け取り、出力する入出力
制御装置と、
を備え、
　前記端末と前記サービス提供手段との通信を確立後、前記端末からの操作 前記デ
ータベース内のデータを
　該データの出力を希望する前記入出力制御装置 認証コードが入力 、前記サ
ービス提供手段

前記サービスの提供を受けられる契約者
認証された場合に、前記入出力制御装置が所定のタイミ

ングで前記データを受け取り、その後、出力することを特徴とする情報入出力システム。
【請求項２】
　前記入出力制御装置は、前記認証後、出力コマンドが入力された時点で、前記データを
受け取り、その後、出力することを特徴とする請求項 に記載の情報入出力システム。
【請求項３】
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１



　予め所定の金額の入金しておく現金回収装置や、ＩＣカードや磁気カードの電子マネー
を用いて課金処理を行うことを特徴とする請求項 に記載の情報入出力システム。
【請求項４】
　前記端末に前記入出力制御装置の設置場所への道順を表示することを特徴とする請求項

または に記載の情報入出力システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体通信端末を利用し、使用者がホストコンピュータから情報を出力可能な
情報入出力システムに関するものであり、より詳細には、本人を認証後、情報を入出力可
能な情報入出力システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
以下、従来の情報入出力システムについて説明する。近年、ノートパソコンおよびＰＤＡ
（ Personal Digital Assistants）等の携帯情報端末、ＰＨＳ（ Personal Handy-Phone Sy
stem）および携帯電話等の移動体通信端末の普及により、使用場所に左右されることなく
、文書の作成処理や、電子メール等の通信処理を容易に行えるようになった。また、これ
らの端末においては、備えられた通信機能を利用することにより、ネットワーク（通信回
線）を介して通信事業者から各種サービス（銀行の各種サービス（残高照会、振込、振替
）、各種チケットの予約、航空券予約等）の提供をうけることができる。
【０００３】
しかしながら、従来の携帯情報端末では、作成した文書や上記各種サービスにより得られ
た情報の印刷出力を行うプリンタについては、装備しておらず、たとえば、移動中に印刷
出力を容易に行うことができなかった。そこで、最近では、携帯情報端末の使用者が、出
先（移動先）の指定場所（プリンタ）に、所望の情報を印刷出力可能な情報入出力システ
ムが提案されている。
【０００４】
　たとえば、図３４は、特開平１０－２２２５２７ に記載された情報入出力システ
ムにおける情報出力処理を示すフローチャートである。ここでは、ＰＤＡ、および出先の
指定場所に所望の情報を印刷出力するサービスを提供するサービスセンター間の処理が示
されている。なお、図３４では、特に旅行情報サービスの提供を受ける場合について記載
されている。
【０００５】
まず、ＰＤＡの使用者は、端末の入力操作により、各種サービスの中から旅行情報サービ
スを選択する（ステップＳ２０１）。そして、ＰＤＡから使用者の移動先情報、すなわち
、出発地、目的地、交通手段、およびデータ出力先等を示す検索出力依頼データを入力し
（ステップＳ２０２）、この検索出力依頼データに関する検索出力要求情報をサービスセ
ンターに送信する（ステップＳ２０３）。
【０００６】
一方、サービスセンターでは、上記検索出力要求情報を受け取り（ステップＳ２１１）、
まず、交通手段を確認する（ステップＳ２１２）。たとえば、交通手段が自動車である場
合（ステップＳ２１２，車）、サービスセンターでは、同時に受け取る出発地および目的
地の情報に基づいて、たとえば、既存のデータベースから地図情報を検索し、道路地図を
編集する（ステップＳ２１３）。また、交通手段が電車である場合（ステップＳ２１２，
鉄道）、サービスセンターでは、同時に受け取る出発地および目的地の情報に基づいて、
既存のデータベースから時刻表情報を検索し、出発地から目的地までの鉄道時刻表を編集
する（ステップＳ２１４）。
【０００７】
つぎに、サービスセンターでは、ステップＳ２１３およびステップＳ２１４にて編集した
情報に付帯する情報を作成する処理を行う（ステップＳ２１５）。ここでは、たとえば、
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目的地近隣の観光に関する情報や天候情報等を作成する。そして、ここまでに作成された
情報を出力する場所（プリンタまたはＰＤＡの表示画面等）を、使用者から指定されるデ
ータ出力先に基づいて（ステップＳ２０４）指定する処理を行う（ステップＳ２１６）。
【０００８】
たとえば、ＰＤＡの表示画面が指定された場合（ステップＳ２０４，自機、ステップ２１
６，ＰＤＡ）、サービスセンターでは、先に作成した情報をＰＤＡに送信し（ステップＳ
２１７）、ＰＤＡでは、その情報を表示画面に出力する（ステップＳ２０５）。
【０００９】
一方、プリンタが指定された場合（ステップＳ２０４，他のプリンタ、ステップＳ２１６
，他のプリンタ）、サービスセンターでは、データベースに格納されているプリンタが設
置されている各種施設（たとえば、コンビニ、ガソリンスタンド、ＳＡ、高速道路の料金
所等）を検索して出力先候補リストを生成し、そのリストをＰＤＡに送信する（ステップ
Ｓ２１８）。つぎに、ＰＤＡでは、そのリストを表示画面に表示し（ステップＳ２０６）
、使用者は、その中から出力先を選択して、出力先指定情報をサービスセンターに送信す
る（ステップＳ２０７）。最後に、サービスセンターでは、上記出力先指定情報を受け取
り（ステップＳ２１９）、指定された出力先のプリンタに、先に作成しておいた地図また
は時刻表等の情報を印刷出力させる制御を行う（ステップＳ２２０）。
【００１０】
このように、従来の情報入出力システムでは、携帯情報端末（ＰＤＡ等）の使用者が移動
する場合においても、サービスセンターから提供されるサービスにより、移動先の変更に
あわせて出力先を選択的に変更することができ、所望の情報を、指定場所に設置されたプ
リンタに容易に印刷可能である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記、従来の情報入出力システムにおいては、出力対象のプリンタ等の入
出力制御装置にて本人認証を行っていないため、この端末（携帯情報端末、ＰＨＳ、携帯
電話等の移動体通信端末）の操作により誰もが印刷可能となる。すなわち、移動体通信端
末の使用者が、本来の端末の持ち主かどうかがわからないため、情報の安全性（セキュリ
ティ）について信頼性を確保できない、という問題があった。
【００１２】
本発明は上記に鑑みてなされたものであって、移動体通信端末の使用者が、各種サービス
を提供するホストコンピュータ内の情報を容易にアクセス可能とし、さらに、該端末の操
作により入出力制御装置の使用者を認証後、該情報を容易に入出力可能な情報入出力シス
テムを得ることを目的とする。
【００１３】
また、本発明は、移動体通信端末の使用者が、インターネット上にあるコンテンツを、イ
ンターネットに接続されているプリンタサーバやファクシミリサーバを介して任意のプリ
ンタやファクシミリに出力することができる情報入出力システムを提供することを目的と
する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に係る情報入出力システムに
あっては、移動体通信端末（後述する実施の形態の端末１に相当）と、無線伝送路を介し
て前記端末との通信を行い、前記端末の使用者に提供可能なサービスに関するデータベー
スを備え、前記使用者が前記各種サービスの提供を受けられる契約者かどうかを確認する
サービス提供手段（ホストコンピュータ４、入出力用ゲートウェイサーバ５に相当）と、
前記サービス提供手段からのデータを、既知の回線を介して受け取り、出力する入出力制
御装置（入出力制御装置６に相当）と、を備え、前記端末と前記サービス提供手段との通
信を確立後、前記端末からの操作 前記データベース内のデータを

該データの出力を希望する前記入出力制御装置 認証コードが入力
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、前記サービス提供手段
前記サービスの提供を受けられる契約者

認証された場合に、前記入出力制御装置が所定
のタイミングで該データを受け取り、その後、出力するものである。
【００１５】
すなわち、たとえば、端末の操作またはキーボードの操作で、入出力制御装置に対して認
証コードを入力することにより、特定の認証コードを知る端末の使用者だけが、サービス
提供手段に保管された所望のデータを出力する。すなわち、端末の使用者が、端末の持ち
主（契約者）である場合にだけ所望のデータを出力させることができるため、従来と比較
して、情報の安全性（セキュリティ）について、高い信頼性が確保される。
【００１８】
　また、請求項 に係る情報入出力システムにおいて、前記入出力制御装置は、前記認証
後、出力コマンドが入力された時点で、前記データを受け取り、その後、出力するもので
ある。
【００１９】
すなわち、たとえば、端末またはキーボードからの本人ＩＤが入出力制御装置に入力され
、本人認証後、端末の使用者が出力コマンド（出力ジョブコード）を送信することにより
、入出力制御装置が出力制御を行う。そのため、出力が必要なときにだけ出力ジョブコー
ドを送信することとなる。
【００２０】
　また、請求項 に係る情報入出力システムにあっては、予め所定の金額の入金しておく
現金回収装置や、ＩＣカードや磁気カードの電子マネーを用いて課金処理を行うものであ
る。
【００２１】
すなわち、課金処理において、たとえば、予め所定の金額の入金しておく現金回収装置や
、電子マネーを用いることにより、課金を確実に行うことができる。
【００２２】
　また、請求項 に係る情報入出力システムにあっては、前記端末に前記入出力制御装置
の設置場所への道順を表示するものである。
【００２３】
すなわち、前記端末の表示画面に地図が表示されるため、効率良く近隣に設置された入出
力制御装置を特定することができる。
【００４６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の情報入出力システムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００４７】
＜実施の形態１＞
図１は、本発明にかかる情報入出力システムの実施の形態１の構成を示す図である。図１
において、１は、表示画面の操作により、各種サービスを提供するホストコンピュータの
情報を容易にアクセス可能とし、さらに、操作を行う使用者が、該情報をアクセス可能な
使用者かどうかを認証するための認証コードを後述する入出力制御装置に対して送信する
、携帯情報端末、ＰＨＳ、および携帯電話等の移動体通信端末（以降、単に端末１と呼ぶ
）である。なお、ここでいう携帯電話は、たとえば、ＦＤＭＡ（ Frequency Division Mul
tiple Access）、ＴＤＭＡ（ Time Division Multiple Access）、またはＣＤＭＡ（ Code 
Division Multiple Access）の通信方式を採用したものである。
【００４８】
また、２は無線伝送路を介して端末１との通信を行う無線基地局（以降、単に基地局２と
呼ぶ）であり、３は端末１からの発信先に応じて接続先を割り振る移動通信制御局（また
は移動通信制御局内のコンピュータ）であり、４は端末１の使用者に提供可能なサービス
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に関するデータベースを備えたホストコンピュータであり、５はホストコンピュータ４か
らのデータを保管してそのデータを回線接続（一般電話回線、ＩＳＤＮ回線、専用線等）
された外部機器に送信する入出力用ゲートウェイサーバであり、６は入出力用ゲートウェ
イサーバ５からのデータに基づいて外部装置（プリンタ等）を制御する入出力制御装置で
ある。
【００４９】
なお、本実施の形態の入出力制御装置６において、「入力」とは、スキャナおよびデジタ
ルカメラ等の入力装置や、有線または無線を利用した外部の通信機器等、からの情報の入
力を示すものであり、「出力」とは、プリンタ、記録媒体、画像処理装置、音源データ再
生装置、および有線または無線を利用した外部の通信機器等、への情報の出力を示すもの
である。また、上記ホストコンピュータ４からのデータは、テキストデータ（新聞または
出版物等）、バイナリデータ、ファックスデータ、画像データ（写真、ビデオ映像等）、
または音源データ等である。また、入出力制御装置６は、移動可能な端末１に対応して複
数の場所に設置されていることから、本実施の形態では、移動先の変更にあわせて近隣の
入出力制御装置に所望のデータを出力する。
【００５０】
また、図２は、上記入出力制御装置６内の詳細な構成、および入出力制御装置６周辺の構
成を示す図である。図２において、６１は入出力制御装置６の動作を制御する制御部であ
り、６２は入出力用ゲートウェイサーバ５との送受信を行う通信インターフェースであり
、６３はＦＤおよびＭＯ等にデータを記憶するための書込／読出インターフェースであり
、６４は端末１との通信を行う携帯用インターフェースであり、６５はプリンタ（または
その他の情報出力用の外部機器）に接続されるプリンタインターフェースであり、６６は
スキャナ（またはその他の情報入力用の外部機器）に接続されるスキャナインターフェー
スである。
【００５１】
以下、上記のように構成される情報入出力システムの動作を図３、図４、図５、および図
６にしたがって説明する。なお、図３は、端末１の処理フローチャート（第１次制御およ
び第２次制御に対応）を示す図であり、図５は、情報入出力システムにおける第１次制御
および第２次制御の動作を示す図である。具体的にいうと、ここでは、端末１の使用者が
、表示画面を操作することにより、各種サービスを提供するホストコンピュータ４内の情
報を、入出力ゲートウェイサーバ５に送信するまでの動作を示す。
【００５２】
また、図４は、端末１の処理（第３次制御に対応）および課金処理のフローチャートを示
す図であり、図６は、情報入出力システムにおける第３次制御の動作を示す図である。具
体的にいうと、ここでは、端末１を操作することにより、端末１の使用者を認証後、入出
力ゲートウェイサーバ５に保管された情報を、入出力制御装置６に送信し、入出力制御装
置６が、受け取った情報をプリンタ等の外部機器に出力するまでの動作を示す。
【００５３】
まず、第１次制御として、たとえば、端末１の使用者は、表示画面に表示されたメニュー
の中から所望の処理（大項目：銀行へのアクセス、チケットまたは航空券の購入等）を選
択し（ステップＳ１）、つぎの操作に移行する（ステップＳ２，Ｙｅｓ）。なお、つぎの
操作に移行しない場合（ステップＳ２，Ｎｏ）は、ここで、処理を終了する。ここでは、
端末１とホストコンピュータ４が基地局２および移動通信制御局を介して通信を行うこと
になり、以降、端末１では、ホストコンピュータ４の制御によるメニューを選択する。
【００５４】
つぎに、第２次制御として、たとえば、端末１の使用者は、ホストコンピュータ４からの
制御で表示画面に表示されたメニューの中から所望の処理（小項目：出力する情報および
画面表示、または出力する情報およびプリントアウト等）を選択し（ステップＳ３）、つ
ぎの操作に移行する（ステップＳ４，Ｙｅｓ）。
【００５５】
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このとき、端末１からは、たとえば、選択項目の１つである「プリントアウト」に対応す
る入出力用ゲートウェイサーバ５のアドレスが送信される（ステップＳ２１）。そして、
このアドレスを受け取ったホストコンピュータ４では、該アドレスに対応する入出力用ゲ
ートウェイサーバ５に対して、プリントアウトを行うときに必要となる出力ジョブコード
を要求する（ステップＳ２２）。
【００５６】
その後、この要求を受け取った入出力用ゲートウェイサーバ５では、プリントアウト処理
に対応する出力ジョブコードを発行する（ステップＳ２３）。出力ジョブコードを受け取
ったホストコンピュータ４では、たとえば、出力する情報が格納された場所を示すＵＲＬ
（ Uniform Resource Locator）を、入出力用ゲートウェイサーバ５に対して送信する（ス
テップＳ２４）。そして、第２次制御の最後の処理として、入出力用ゲートウェイサーバ
５では、ＵＲＬに基づいて出力対象のデータをデータベースから読み出し、そのデータを
一時的に保存し（ステップＳ２５）、ホストコンピュータ４は、端末１に対して、プリン
ト枚数、データ量、および出力ジョブコード等の情報を表示するための制御を行う（ステ
ップＳ２６）。なお、ステップＳ４の処理において、たとえば、操作を途中で停止するよ
うな場合（ステップＳ４，Ｎｏ）には、ここで、処理を終了する。
【００５７】
つぎに、第３次制御として、端末１の使用者は、端末１の操作またはキーボード１３の操
作により、入出力制御装置６に対して、本人ＩＤ（たとえば、暗証番号や自分の電話番号
等）を入力する（ステップＳ１１，ステップＳ３１）。このとき、入出力制御装置６では
、受け取った本人ＩＤを入出力用ゲートウェイサーバ５に送信する（ステップＳ３２）。
ここで、入出力用ゲートウェイサーバ５は、受け取った本人ＩＤと、内部に予め登録して
あるＩＤと、を比較し、一致した場合（ステップＳ１２，Ｙｅｓ）に、端末１の使用者が
先に保管しておいたデータをアクセス可能であることを認証する（ステップＳ３３）。な
お、一致しない場合（ステップＳ１２，Ｎｏ）には、端末１にエラーを表示する制御を行
い（ステップＳ１３）、再度、本人ＩＤの入力処理を行う（ステップＳ１１）。
【００５８】
そして、入出力ゲートウェイサーバ５による認証後、端末１の使用者は、先に第２次制御
にて表示された出力ジョブコードを、端末１の操作またはキーボード１３の操作により、
入出力制御装置６に対して送信する（ステップＳ１４，ステップＳ３４）。このとき、入
出力制御装置６では、受け取った出力ジョブコードを入出力用ゲートウェイサーバ５に送
信する（ステップＳ３５）。
【００５９】
ここで、入出力用ゲートウェイサーバ５は、受け取った出力ジョブコードと、第２次制御
にて受け取った出力ジョブコードと、を比較し、一致した場合（ステップＳ１５，Ｙｅｓ
）に、入出力制御装置６にて出力処理に伴う課金処理を行う（ステップＳ１７）。そして
、第３次制御の最後の処理として、入出力制御装置６では、先に入出力用ゲートウェイサ
ーバ５に保管しておいたデータを読み出し、最も近隣に設置されたプリンタ等の外部機器
に出力（印刷）する（ステップＳ１８，ステップＳ３６）。なお、ここでは、最も近隣に
設置されたプリンタを特定するため、たとえば、端末１に設置場所への道順を表示するこ
ととしてもよい。また、ステップＳ１５の処理において、一致しない場合（ステップＳ１
５，Ｎｏ）には、端末１にエラーを表示する制御を行い（ステップＳ１６）、再度、出力
ジョブコードの入力処理を行う（ステップＳ１４）。
【００６０】
なお、本実施の形態においては、端末１の操作およびキーボードの操作により本人ＩＤの
入力を行ったが、これに限らず、たとえば、図２に示す磁気カードやＩＣカードを用いて
本人ＩＤの入力を行うこととしてもよい。また、本実施の形態における課金処理は、たと
えば、予め所定の金額の入金しておく現金回収装置１５を用いることとしてもよいし、電
子マネーを用いることとしてもよい。また、本実施の形態における第２次制御では、図６
に示すとおり、ＵＲＬに基づいて出力対象のデータを入出力ゲートウェイサーバ５に取り
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込むが、この方法に限らず、すなわち、ＵＲＬによらず、たとえば、図７に示すように、
端末１からの操作により、直接、ホストコンピュータ４が入出力用ゲートウェイサーバ５
に、出力対象のデータを送信する（ステップＳ２７）こととしてもよい。また、移動通信
制御局３およびホストコンピュータ４については、一体型の構成であってもよい。
【００６１】
以上、本実施の形態によれば、端末１の操作およびキーボード１３の操作で、入出力制御
装置６に対して本人ＩＤを入力することにより、特定の本人ＩＤを知る端末１の使用者だ
けが、入出力用ゲートウェイサーバ５に保管された所望のデータを出力（印刷）可能であ
る。すなわち、端末１の使用者が、端末１の持ち主（契約者）である場合にだけ所望のデ
ータを出力させることができるため、従来と比較して、情報の安全性（セキュリティ）に
ついて、高い信頼性を確保することができる。これにより、本実施の形態では、端末１の
使用者が、各種サービスを提供するホストコンピュータ４内の情報を容易にアクセスする
ことができ、さらに、情報の安全性を確保しつつ、該情報を容易に外部機器に出力させる
ことができる。
【００６２】
また、本実施の形態によれば、端末１またはキーボード１３からの本人ＩＤが入出力制御
装置６に入力され、本人認証後、端末１の使用者が出力ジョブコードを送信することによ
り、入出力制御装置６が出力制御を行う。そのため、本実施の形態では、出力が必要なと
きにだけ出力ジョブコードを送信することとなり、それに伴って、通信料金の無駄がなく
なる。
【００６３】
　また、本実施の形態によれば、課金処理において、たとえば、予め所定の金額 入金し
ておく現金回収装置１５や、電子マネーを用いることにより、課金を確実に行うことがで
きる。
【００６４】
＜ ＞
　図８は、本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。図８に
おいて、１ａは、実施の形態１と同様のものであり、表示画面の操作により、各種サービ
スを提供するホストコンピュータの情報を容易にアクセス可能とし、さらに、操作を行う
使用者が、該情報をアクセス可能な使用者かどうかを認証するための認証コードを後述す
る入出力制御装置に対して送信する、携帯情報端末、ＰＨＳ、および携帯電話等の移動体
通信端末（以降、単に端末 と呼ぶ）である。端末１ａにおいて、実施の形態１の端末
１と異なる点は、たとえば、出力（印刷）処理を行う場合、直接、ホストコンピュータか
ら出力対象のデータを受け取り、そのデータを入出力制御装置に送信する点である。
【００６５】
また、４ａは端末１の使用者に提供可能なサービスに関するデータベースを備え、前記出
力対象となるデータを、移動通信制御局３および基地局２を介して、端末１ａに送信する
ホストコンピュータであり、５ａは回線接続（一般電話回線、ＩＳＤＮ回線、専用線等）
された入出力制御装置６との間で本人認証を行う入出力用ゲートウェイサーバである。な
お、その他の構成については、先に説明した実施の形態１の構成と同様であるため、同一
の符号を付して説明を省略する。
【００６６】
以下、上記のように構成される情報入出力システムの動作を説明する。なお、第１次制御
については、先に説明した実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。第２次制御
として、たとえば、端末１ａの使用者は、ホストコンピュータ４ａからの制御で表示画面
に表示されたメニューの中から所望の処理（小項目：出力する情報および画面表示、また
は出力する情報およびプリントアウト等）を選択する。
【００６７】
このとき、端末１ａからは、たとえば、選択項目の１つである「プリントアウト」に対応
するコマンドが送信される。そして、このコマンドを受け取ったホストコンピュータ４ａ
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では、出力対象となるデータをデータベースから読み出し、端末１ａに対して送信する。
最後に、ホストコンピュータ４ａは、端末１ａに対して、プリント枚数、およびデータ量
等の情報を送信する。
【００６８】
つぎに、第３次制御として、端末１ａの使用者は、端末１ａの操作またはキーボード１３
の操作により、入出力制御装置６に対して、本人ＩＤ（たとえば、暗証番号や自分の電話
番号等）を入力する。このとき、入出力制御装置６では、受け取った本人ＩＤを入出力用
ゲートウェイサーバ５ａに送信する。ここで、入出力用ゲートウェイサーバ５ａは、受け
取った本人ＩＤと、内部に予め登録してあるＩＤと、を比較し、一致した場合に、端末１
ａの使用者が先に保管しておいたデータをアクセス可能であることを認証する。なお、一
致しない場合には、端末１ａにエラーを表示する制御を行い、再度、本人ＩＤの入力処理
を行う。
【００６９】
そして、入出力ゲートウェイサーバ５ａによる認証後、端末１ａの使用者は、先に第２次
制御にて保管しておいたデータを、端末１ａの操作により、入出力制御装置６に対して送
信する。このとき、入出力制御装置６では、出力処理に伴う課金処理（実施の形態１と同
様の方法で行う）を行う。その後、第３次制御の最後の処理として、入出力制御装置６で
は、端末１ａからのデータを、近隣に設置されたプリンタ等の外部機器に出力（印刷）す
る。なお、本実施の形態においては、上記に示す本人認証処理に限らず、たとえば、実施
の形態１にて説明した方法を用いて処理を行うこととしてもよい。
【００７０】
　以上、本 によれば、端末１ａの操作で、入出力制御装置６に対して本人ＩＤを入
力することにより、特定の本人ＩＤを知る端末１ａの使用者だけが、所望のデータを出力
（印刷）可能である。すなわち、端末１ａの使用者が、端末１ａの持ち主（契約者）であ
る場合にだけ所望のデータを出力させることができるため、従来と比較して、情報の安全
性（セキュリティ）について、より高い信頼性を確保することができる。これにより、本
実施の形態では、端末１ａの使用者が、各種サービスを提供するホストコンピュータ４ａ
内の情報を容易にアクセスすることができ、さらに、情報の安全性を確保しつつ、該情報
を容易に外部機器に出力させることができる。
【００７１】
　また、本 によれば、端末１ａまたはキーボード１３からの本人ＩＤが入出力制御
装置６に入力され、本人認証後、端末１ａの使用者が所望のデータを送信することにより
、入出力制御装置６が出力制御を行う。そのため、本実施の形態では、出力が必要なとき
にだけ所望のデータを送信することとなり、それに伴って、通信料金の無駄がなくなる。
【００７２】
　また、本 によれば、課金処理において、たとえば、予め所定の金額を入金してお
く現金回収装置１５や、電子マネーを用いることにより、課金を確実に行うことができる
。
【００７３】
＜ ＞
　図９は、本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。なお、
図９に用いられている各部の動作については、先に説明した実施の形態１と同様であるた
め、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７４】
　以下、上記のように構成される情報入出力システムの動作を説明する。本 におい
て、ホストコンピュータ４内のデータを出力する場合は、まず、入出力装置６が、キーボ
ード１３の操作により、入出力用ゲートウェイサーバ５に対して、本人ＩＤ（たとえば、
暗証番号等）を入力する。このとき、入出力用ゲートウェイサーバ５では、受け取った本
人ＩＤと、内部に予め登録してあるＩＤと、を比較し、一致した場合に、ホストコンピュ
ータ１内のデータへのアクセスを認証する。なお、一致しない場合には、入出力制御装置
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６にエラーを表示する制御を行い、再度、本人ＩＤの入力処理を行う。
【００７５】
そして、入出力ゲートウェイサーバ５による認証後、入出力制御装置６の使用者は、キー
ボード１３の操作により、入出力用ゲートウェイサーバ５に対して所望のデータを要求す
る。ここで、入出力用ゲートウェイサーバ５は、ホストコンピュータ内のデータを読み出
し、そのデータを入出力制御装置６に送信する制御を行う。最後に、入出力制御装置６で
は、近隣に設置されたプリンタ等の外部機器に受け取ったデータを出力（印刷）する。な
お、本実施の形態においては、キーボード１３の操作により本人ＩＤの入力を行ったが、
これに限らず、たとえば、図２に示す磁気カードやＩＣカードを用いて本人ＩＤの入力を
行うこととしてもよい。
【００７６】
　以上、本 によれば、キーボード１３の操作で、入出力制御装置６に対して本人Ｉ
Ｄを入力することにより、特定の本人ＩＤを知る入出力制御装置６の使用者だけが、ホス
トコンピュータ４内のデータを出力（印刷）可能である。すなわち、入出力制御装置６の
使用者が、ホストコンピュータ４内のデータをアクセス可能な契約者である場合にだけ所
望のデータを出力させることができるため、情報の安全性（セキュリティ）について、高
い信頼性を確保することができる。これにより、本実施の形態では、入出力制御装置６の
使用者が、各種サービスを提供するホストコンピュータ４内の情報を容易にアクセスする
ことができ、さらに、情報の安全性を確保しつつ、該情報を容易に外部機器に出力させる
ことができる。
【００７７】
＜ ＞
　図１０は、本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。なお
、図１０に用いられている入出力制御装置６ａ，６ｂおよび入出力用ゲートウェイサーバ
５の動作については、先に説明した実施の形態１と同様である。
【００７８】
以下、上記のように構成される情報入出力システムの動作を説明する。ここでは、たとえ
ば、スキャナ１２で取り込んだ入出力制御装置６ｂ内のデータを、入出力制御装置６ａに
てプリントアウトする動作を説明する。まず、入出力装置６ａが、キーボード１３の操作
により、入出力用ゲートウェイサーバ５に対して、本人ＩＤ（たとえば、暗証番号等）を
入力する。このとき、入出力用ゲートウェイサーバ５では、受け取った本人ＩＤと、内部
に予め登録してあるＩＤと、を比較し、一致した場合に、入出力制御装置６ｂ内のデータ
へのアクセスを認証する。なお、一致しない場合には、入出力制御装置６ａにエラーを表
示する制御を行い、再度、本人ＩＤの入力処理を行う。
【００７９】
そして、入出力ゲートウェイサーバ５による認証後、入出力制御装置６ａの使用者は、キ
ーボード１３の操作により、入出力用ゲートウェイサーバ５に対して所望のデータを要求
する。ここで、入出力用ゲートウェイサーバ５は、入出力制御装置６ｂ内のデータを読み
出し、そのデータを入出力制御装置６ａに送信する制御を行う。最後に、入出力制御装置
６ａでは、近隣に設置されたプリンタ等の外部機器に受け取ったデータを出力（印刷）す
る。なお、本実施の形態においては、キーボード１３の操作により本人ＩＤの入力を行っ
たが、これに限らず、たとえば、図２に示す磁気カードやＩＣカードを用いて本人ＩＤの
入力を行うこととしてもよい。
【００８０】
　以上、上記 によれば、キーボード１３の操作で、入出力制御装置６ａに対して本
人ＩＤを入力することにより、特定の本人ＩＤを知る入出力制御装置６ａの使用者だけが
、入出力制御装置６ｂ内のデータを出力（印刷）可能である。すなわち、入出力制御装置
６ａの使用者が、入出力制御装置６ｂ内のデータをアクセス可能な契約者である場合にだ
け所望のデータを出力させることができるため、情報の安全性（セキュリティ）について
、高い信頼性を確保することができる。これにより、本実施の形態では、入出力制御装置
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６ａの使用者が、入出力制御装置６ｂ内の情報を容易にアクセスすることができ、さらに
、情報の安全性を確保しつつ、該情報を容易に外部機器に出力させることができる。
【００８１】
＜ ＞
　図１１は、本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。図１
１において、１０１は表示画面の操作により、指定したファクシミリまたはプリンタに指
定したドキュメントを出力させるコマンダとして機能する携帯電話やＰＤＡ（ Personal D
igital Assistants）などの移動体通信端末（以降、単に端末１０１と呼ぶ）であり、実
施の形態１における端末１と同様のものである。
【００８２】
１０２は無線パケット網、１０３はゲートウェイ、１０４はＩＳＰ（ Internet Service P
rovider）、１０５はプリント要求管理サーバ、１０６はインターネットなどのネットワ
ーク、１０７および１０７’はファクシミリサーバ、１０８および１０８’はプリンタサ
ーバ、１０９は公衆電話回線やＩＳＤＮ（ Integrated Services Digital Network）、１
１０はファクシミリ装置、１１１はＬＡＮ（ local Area Network）、１１２はプリンタ、
１１３はファイアウォール（ fire wall：防火壁）である。
【００８３】
　なお、１１２はインターネットファクシミリであっても構わない。また、以降の
では端末１０１を利用した例を示すが、端末は無線パケット網に接続された移動体通信端
末には限らず、ＩＳＰ１０４に接続されるパーソナルコンピュータやワークステーション
、モデムで接続されたＰＤＡ等の端末であっても構わない。
【００８４】
　本 においては、端末１０１の表示画面を操作（データ入力／表示項目の選択など
）し、ドキュメントＩＤ，印刷出力先ＩＤ、印刷時刻などを含むプリント要求データを生
成してインターネットに送出することによって、特定のコンテンツ（ドキュメント）を、
印刷出力先ＩＤから得られた適当な出力先（プリンタ，ファクシミリ，あるいはディスプ
レイなど）に、指定された印刷日時にプリント出力することが可能になる。
【００８５】
　以下、図面を用いて本 を詳細に説明する。
　図１２は、本 にかかるプリント要求管理サーバ１０５の一構成例を示す図である
。同図において、１０５１はインターネット１０６を介してデータ（ドキュメント）や制
御信号を入出力するための入出力部、１０５２は制御部、１０５３は各種ドキュメントな
どを保持するハードディスクやキャッシュなどからなるデータ保持部である。
【００８６】
制御部１０５２は、端末１０１からインターネット１０６を介して受信したプリント要求
データに基づいて、ユーザを識別するためのユーザＩＤの管理、端末１から送出されたプ
リント要求データの管理、時刻の管理、課金の管理、ユーザインタフェースの表示、プリ
ント要求の入力、プリント要求送信先の決定、プリント要求の送信、ステータスやログデ
ータの受信などの制御を行う。また、印刷出力先ＩＤから求められたプリンタサーバまた
はファクシミリサーバに該プリント要求データを送信する。
【００８７】
なお、プリンタサーバ１０８’は、ファイアーウォール（防火壁）１１３で保護されてい
るＬＡＮ中に存在するため、プリント要求管理サーバ１０５は、ファイアーウォール（防
火壁）を通過できるプロトコル形式（例えば、電子メール）でプリント要求を送信するよ
うにしている。
【００８８】
図１３は、ユーザＩＤ毎のプリント要求データの構成例を説明するための図である。同図
に示すように、ユーザＩＤ１（１３１）のプリント要求データ１（１３１１）としては、
“ドキュメントＩＤ”、“印刷出力先ＩＤ”、“印刷時刻”、“課金情報”・・などを含
む「プリント要求データ」と、そのプリント要求データが、待機状態にあるものなのか、
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取り消しされたものなのか、送信中のものなのか、成功したものものなのか失敗したもの
なのかを示す「状態」と、プリント要求データの「ログ」などからなる。
【００８９】
なお、説明を省略するが、同一ユーザの他のユーザ要求データ２、ユーザ要求データ３・
・についても同様であり、また他のユーザＩＤについてもユーザＩＤ１の場合と同様であ
る。
【００９０】
図１４は、本 にかかるファクシミリサーバ１０７の一構成例を示す図である。同図
に示すように、ファクシミリサーバ１０７は、インターネットからの入出力を行う入出力
部１０７１と、制御部１０７２と、データ変換部１０７３と、ハードディスクやＲＡＭな
どの作業用記憶装置１０７４と、ドキュメントなどのデータを保持するディスクやキャッ
シュなどからなるデータ保持部１０７５と、公衆回線網などからの入出力を行うＦＡＸモ
デム１０７６からなる。
【００９１】
複数のファクシミリサーバのうち、例えば、出力先のファクシミリ番号の市外局番に従っ
て近いファクシミリサーバ、あるいは回線が空いているファクシミリサーバ、負荷が低い
ファクシミリサーバなどを検索し、選択するようにする。なお、後述するプリンタサーバ
の場合は、出力先のプリンタのドメイン名やＩＰアドレスに従って、同じドメインや近い
ドメイン内のプリンタサーバ、負荷が低いプリンタサーバなどを検索し、選択するように
する。
【００９２】
図１５は、ファクシミリサーバ１０７の制御部１０７２が行う処理フローチャートである
。
まず、インターネット１０６を介して端末１からのプリント要求データをプリント要求管
理サーバ１０５から受信すると（ステップＳ１０１）、該プリント要求データに含まれて
いるドキュメントＩＤを解析する（ステップＳ１０２）。
【００９３】
解析の結果、要求するドキュメントがローカルデータであるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０３）。例えば、“ file:/”で始まればサーバ自身のもつデータ保持部１０７５（デ
ィスクやキャッシュ）からドキュメントを取得する。自サーバのデータ保持部１０７５に
あった場合（ステップＳ１０５：Ｙ）、そのドキュメントに対する課金情報を端末１に表
示し端末１の使用者に対し、課金に対する承諾を得る（ステップＳ１０６）。課金情報と
は、そのドキュメントの著作権に対する使用料、あるいはそのドキュメントのファイルサ
イズに従った通信料等である。
【００９４】
課金に対する承諾を得られた場合（ステップＳ１０７：Ｙ）は、ドキュメントをデータ変
換部１０７３で変換する（ステップＳ１０７）。例えば、得られたＨＴＭＬファイル、画
像ファイルなどをデータ変換部１０７３でＧ３ファックス形式に変換する。エラーがなけ
れば（ステップＳ１０９：Ｎ）、次にプリント要求データ内の印刷出力先ＩＤを解析して
印刷出力先を求め（ステップＳ１１０）、求めた印刷出力先にドキュメントデータを送信
する（ステップＳ１１１）。正常に送信できたら（ステップＳ１１２：Ｎ）、送信成功の
ステータスやログを書き込み、プリント要求管理サーバ１０５に返信する（ステップＳ１
１３）。プリント要求管理サーバ１０５は、ステップＳ１１３で返信された送信の成功と
不成功の通知に基づいて、課金の管理を行うことが可能となる。
【００９５】
ステップＳ１０２でプリント要求データ内のドキュメントＩＤを解析した結果、要求され
たドキュメントがローカルデータでない場合は（ステップＳ１０３：Ｎ）、要求されたド
キュメントをインターネットから取得する（ステップＳ１１４）。例えば、ドキュメント
ＩＤがＵＲＬの場合、“ http://”で始まればそのＵＲＬで示されたインターネット上の
場所からドキュメントを取得する。所望のドキュメントを取得できたら（ステップＳ１１
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５：Ｎ）、前述したステップＳ１０６以降の処理を行う。
【００９６】
要求されたドキュメントがローカルデータであるにもかかわらず、自サーバに存在しない
場合（ステップＳ１０５：Ｎ）、ドキュメントの変換においてエラーが生じた場合（ステ
ップＳ１０９：Ｙ）、要求されたドキュメントがローカルデータでなく（ステップＳ１０
３：Ｎ）、かつ該ドキュメントがインターネットから取得できなかった場合（ステップＳ
１１５：Ｙ）は、送信不成功のステータスやログを書き込み、プリント要求管理サーバ１
０５に返信する（ステップＳ１１３）。
【００９７】
課金に対する承諾を得られなかった場合（ステップＳ１０７：Ｎ）は、課金に対する承諾
を得られなかった旨を示すログを書き込み、プリント要求管理サーバ１０５に返信する（
ステップＳ１１３）。
【００９８】
　図１６は、本 にかかるプリンタサーバ１０８の一構成例を示す図である。同図に
示すように、プリンタサーバ１０８は、インターネット１０６からドキュメントなどを入
出力する入出力部１０８１、データ変換部１０８３、作業用データ保持部１０８４、デー
タ保持部１０８５、および制御部１０８２からなり、前述したファクシミリサーバの構成
（図１４参照）と同様の構成を有しており、制御部１０８２の処理フローチャートも図１
５と同様であるので、説明を省略する。なお、複数のプリンタサーバのうち、出力先のプ
リンタのドメイン名やＩＰアドレスに従って使用するプリンタサーバを選択するようにす
る。
【００９９】
プリンタサーバ１０８は、ファイヤウォール（防火壁）により保護されているＬＡＮ内に
存在している場合があり、その場合はプリント要求管理サーバ１０５から防火壁を通過で
きるプロトコル形式（例えば、電子メール）でプリント要求を受信する。またステータス
等をプリント要求管理サーバ１０５へ送信する際も同様に、防火壁を通過できるプロトコ
ル形式（例えば、電子メール）で送信を行う。
【０１００】
図１７～図３３は、端末１の表示部に表示されるユーザーインターフェースを説明するた
めの図である。
【０１０１】
図１７は、端末１の表示部に表示される初期選択画面の例である。本例では、初期メニュ
ーとして、「遠隔プリント」をするのか、またはよく使うプリンタリストの編集、あるい
はよく印刷するブックマークの編集、あるいは宛先等が記載されるカバーページ（表紙）
フォーマットの変更等のファクシミリやプリンタの使用者毎の属性に関する操作を行う「
プリンタ操作」をするのかを選択させる画面を表示する。
【０１０２】
図１８は、何をプリントするのかを選択させる印刷内容選択画面の例であり、例えば、本
例では、「１．コンテンツを選択」および「２．印刷したいＵＲＬを入力」が表示される
。
【０１０３】
図１９は、印刷内容（コンテンツ、ドキュメント）を選択させるコンテンツ選択画面の例
であり、例えば、本例では、「１．ニュース」，「２．天気予報」，「３．映画情報」，
「４．株価チャート」および「５．地図」の選択コンテンツ候補が表示される。
【０１０４】
図２０は、コンテンツを印刷するか否かの確認を行うコンテンツ印刷要求確認画面の例で
あり、例えば、図１９のコンテンツ選択画面でコンテンツを選択した後、その選択された
コンテンツを印刷することを確認する「ＯＫ」、印刷を取り消す「キャンセル」ボタンが
表示される。
【０１０５】
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図２１は、図１８の印刷内容選択画面で「印刷したいＵＲＬを入力」を選択した場合に表
示されるＵＲＬの入力方法選択画面の例であり、「ＵＲＬを直接入力」および「ブックマ
ークから選択」が表示される。また、これらの選択を確認する「ＯＫ」、取り消す「キャ
ンセル」ボタンも表示される。
【０１０６】
図２２は、図２１のＵＲＬの入力方法選択画面で「ＵＲＬを直接入力」を選択した場合に
表示されるＵＲＬ直接入力画面の例であり、本例では入力したＵＲＬをブックマークに登
録するための「このＵＲＬをブックマークに登録」も表示される。また、入力されたＵＲ
Ｌを印刷する操作を続行するための「ＯＫ」、これらを取り消す「キャンセル」ボタンも
表示される。「ＯＫ」が選択された場合、「このＵＲＬをブックマークに登録」がチェッ
クされていれば、当使用者がよく印刷するＵＲＬのリストであるブックマークリストへ当
ＵＲＬを登録する。チェックされていなければブックマークリストへの登録は行われない
。
【０１０７】
図２３は、図２１のＵＲＬの入力方法選択画面で「ブックマークから選択」を選択した場
合に表示されるＵＲＬ選択画面の例であり、複数のＵＲＬが表示され選択可能になってい
る。選択されているＵＲＬは反転表示などにより使用者が判別できるようになっている。
また、ＵＲＬを選択して印刷操作を続行するための「ＯＫ」、選択されたＵＲＬを取り消
す「キャンセル」ボタンも表示される。
【０１０８】
図２４は、選択されたコンテンツ（ドキュメント）を印刷する際にかかる課金情報の表示
画面の例である。本例では、選択されたコンテンツの著作権に対する課金が「１００円」
、コンテンツを印刷するための通信料に対する課金が「２０円」で、合計「１２０円」が
利用者に課金されることを示している。表示される課金の値や課金の種類は、選択された
コンテンツによる。また、課金情報への承諾を行うための「ＯＫ」、承諾せずに印刷操作
を取り消す「キャンセル」ボタンも表示される。
【０１０９】
図２５は、選択されたコンテンツ（ドキュメント）をどこに出力するかを選択する出力先
デバイス選択画面の例であり、本例では、「プリンタ」と「ファクシミリ」が候補として
表示されている。また、選択された出力デバイスを確認する「ＯＫ」、取り消す「キャン
セル」も表示される。
【０１１０】
なお、コンテンツの出力先候補として「プリンタ」と「ファクシミリ」の他に「ディスプ
レイ」を追加し、データプロジェクタに接続されたパソコンに対し、表示したいインター
ネット上のコンテンツのＵＲＬを送り、プロジェクタに接続されたパソコンが、指定され
たＵＲＬのコンテンツを取り込み、データプロジェクタで画像を表示することも可能であ
る。
【０１１１】
図２６は、印刷時刻を指定する方法を選択する印刷時刻指定方法の選択画面の例であり、
本例では、印刷時刻指定方法として「今すぐに」，「何時何分で指定」，「何分後で指定
」を表示し、このどれかを選択するようにしている。選択された指定方法に従って次の操
作へ進むための「ＯＫ」、取り消す「キャンセル」ボタンも表示される。
【０１１２】
図２７は、図２６で「何時何分で指定」を選択した場合に表示される印刷日時指定画面の
例であり、日時入力欄が表示される。また、入力した印刷日時を確認する「ＯＫ」、取り
消す「キャンセル」も表示される。
【０１１３】
図２８は、図２６で「何分後で指定」を選択した場合に表示される印刷時間指定画面の例
であり、本例では、何時間、何分後に印刷するかを入力する欄が表示され、図２７と同様
、入力した時間データを確認する「ＯＫ」、取り消す「キャンセル」も表示される。
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【０１１４】
図２９は、図２５で「ファクシミリ」にプリントすることが選択された場合に表示される
ファクシミリ番号入力方法選択画面の例であり、本例では、「直接番号入力」と「リスト
から選択」の選択方法の候補が表示される。選択されたファクシミリ番号を入力して印刷
操作を続行するための「ＯＫ」と取り消す「キャンセル」ボタンも表示される。
【０１１５】
図３０は、図２９で「直接番号入力」を選択した場合に表示されるファクシミリ番号直接
入力画面の例であり、本例では、直接入力したファクシミリ番号をリストに登録するメニ
ューも表示され、また、これらの入力を確認する「ＯＫ」と取り消す「キャンセル」も表
示される。
【０１１６】
図３１は、図２９で「リストから選択」を選択した場合に表示されるファクシミリ番号選
択画面の例であり、複数の選択候補が一覧で表示される。なお、図２９および図３０には
、入力または選択されたファクシミリ番号を使って送信するための「送信」と送信を取り
消す「キャンセル」も表示される。
【０１１７】
なお、図１７～図３１では、前画面に戻るために「０．もどる」も選択候補として表示さ
れる。また、図１７～図３０の操作において、図１７での遠隔プリントかプリント操作か
の選択、図１８～図１９の印刷内容の選択、図２４の出力先デバイスの選択、図２５～図
２７の印刷時刻の指定、ファクシミリに出力する場合のファクシミリ番号の指定、のそれ
ぞれの順序は説明の順番ではなく任意の順番でよい。
【０１１８】
また図３０の「送信」ボタンで送信指示を行う前に、コンテンツの場所や課金情報をまと
めて使用者に表示し、最終確認させる画面を追加してもよい。
【０１１９】
本説明ではファクシミリに送信する際の例を示したが、出力先がプリンタ等の場合であっ
ても同様な操作を行うことができる。このとき出力先ＩＤとして、例えばプリンタの場合
はファクシミリ番号の代わりに IPアドレス等を指定する画面となる。
【０１２０】
図３２は本発明により使用者の端末画面上に印刷用ボタンを表示させ、「ドキュメントＩ
Ｄ」の入力を簡略化する例である。この例では「既存のコンテンツサーバ」上にＨＴＭＬ
等で記述されたＷｅｂページが存在し、使用者はそのＷｅｂページを端末を利用して閲覧
している状態を示している。プリント要求管理サーバはプリント要求データを入力するた
めのＣＧＩ（Ｃｏｍｍａｎｄ  Ｇａｔｅｗａｙ  Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）プログラムを有して
いる。
【０１２１】
今、例としてＷｅｂページに次のようなアンカー（リンク）を埋め込む。
<A HREF="http://preqserver/cginame?docname=http://contserver/doc.html">
印刷 </A>
このアンカーの例において、 preqserverはプリント要求管理サーバ名、 cginameはプリン
ト要求管理サーバ preqserverが有するプリント要求データ入力用ＣＧＩプログラム名、 co
ntserverはコンテンツサーバ名、 doc.htmlはコンテンツサーバ contserver上のＷｅｂペー
ジ名をそれぞれ表す。
【０１２２】
埋め込まれたアンカー（リンク）は図３２の端末画面の「印刷」のように表示される。こ
こで使用者が端末から「印刷」のアンカー（リンク）を選択すると、プリント要求管理サ
ーバ preqserverの有するＣＧＩプログラム cginameは、パラメータ docnameに doc.htmlのＵ
ＲＬである http://contserver/doc.htmlが設定されて起動される。従ってＣＧＩプログラ
ム cginameはプリント要求データのドキュメントＩＤとして http://contserver/doc.html
を知ることができる。
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【０１２３】
例えば、パラメータ docnameに端末に表示しているＷｅｂページ自身のＵＲＬを指定する
ことにより、今使用者が画面で閲覧しているページをＵＲＬの指定なしに印刷することが
可能となる。当然のことながら、今画面で閲覧しているページと異なるＵＲＬを設定して
もよい。例えば今使用者が閲覧しているＷｅｂページと内容は同等であるがデザインの異
なる印刷専用ドキュメントを用意し、この印刷専用ドキュメントのＵＲＬを設定すること
で表示用ドキュメントと印刷用ドキュメントを切り替えることが可能である。このように
ＵＲＬを入力するための操作が必要なくなり、使用者の端末操作を簡略化することができ
る。
【０１２４】
　これ以降の印刷までの操作は、前述の図２４の例以降と同様であるため省略する。本

ではアンカーとして「印刷」というテキストを用いたが、これを画像にして印刷アイ
コンとして表示することが可能である。また本実施例ではアンカー（リンク）を用いてＣ
ＧＩプログラムを起動する例を示したが、フォーム (<FORM>)等を利用して同様の機能を実
現することも可能である。
【０１２５】
　次に、図３３を用いて 発明について説明する。図３３の左側の端末画面は、コンテ
ンツサーバ上のＷｅｂページを使用者が端末を利用して閲覧している状態を示している。
一般に、特に移動体通信端末等ではＣＰＵ（中央演算装置）の性能やメモリ搭載量等の制
約により、データサイズの大きなＷｅｂページの表示が困難である場合が多い。従ってそ
ういった制約のある端末のために作成するＷｅｂページは文字を中心としたページにせざ
るを得ないのが現状である。一方で印刷等の出力を行うために作成するページにはそうい
った制約がない場合が多い。
【０１２６】
　そこで 発明においては、ファクシミリサーバやプリントサーバへ印刷専用ドキュメ
ントＩＤを通知させるために専用のタグを定義し、Ｗｅｂページのヘッダ部分等に記述す
る。タグの例は以下のようなものである。
<META　 type="g3fax" url=http://contserver/printable.g3>
【０１２７】
このタグの例において、 typeは出力先装置の種類を表すパラメータ名、 g3faxは出力先装
置がＧ３ファクシミリであることを表す識別子、 urlはＵＲＬを表すパラメータ名、 conts
erverはドキュメントが存在するコンテンツサーバ名、 printable.g3はドキュメント名で
ある。この例では出力先装置がＧ３ファクシミリである場合の印刷専用データが存在し、
その印刷専用データのＵＲＬが
http://contserver/printable.g3
であることを示している。
【０１２８】
同様に出力先装置がプリンタである場合には、
<META　 type="psprinter" url=http://contserver/printable.ps>
のように記述でき、ディスプレイ等の他の出力機器も同様である。これらのタグは複数存
在することも可能である。当然のことながら、これらの表記は一例であり、ファクシミリ
サーバやプリンタサーバ等の出力サーバが理解できればどのような表記を用いても構わな
い。
【０１２９】
プリント要求管理サーバから印刷指示を受けたファクシミリサーバあるいはプリントサー
バは、プリント要求データ内のドキュメントＩＤで示されるドキュメントをローカルサー
バ上あるいはインターネット経由で取得し、取得したデータを解析して上記の <META>タグ
を検索する。検索の結果、該当する <META>タグが見つかった場合には、その解析内容に従
って、プリント要求データで指定されたドキュメントＩＤの代わりに <META>タグで指定さ
れたドキュメントＩＤを用いて以降の処理を行う。これにより図３３で示されるように、
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左側の図で示される端末表示用の文字主体のＷｅｂページと、そのページに対応する印刷
用の画像主体のＷｅｂページ、あるいはディスプレイ用の動画像データとを切り替えるこ
とが可能となる。
【０１３０】
ファクシミリサーバあるいはプリントサーバが、プリント要求データ内のドキュメントＩ
Ｄで示されるドキュメントをローカルサーバ上あるいはインターネット経由で取得する際
に、 <META>タグがヘッダにあると決められている場合は、ドキュメント全てを取得する必
要はなく、ヘッダ部分だけを取得すれば解析可能である。また、解析をプリント要求サー
バ側で行い、出力用ドキュメントＩＤをプリント要求データに含ませてファクシミリサー
バやプリンタサーバ等に送信するように情報入出力システムを構成することも可能である
。
【０１３１】
【発明の効果】
以上、説明したとおり、本発明の情報入出力システム（請求項１）によれば、たとえば、
端末の操作またはキーボードの操作で、入出力制御装置に対して認証コードを入力するこ
とにより、特定の認証コードを知る端末の使用者だけが、サービス提供手段に保管された
所望のデータを出力する。すなわち、端末の使用者が、端末の持ち主（契約者）である場
合にだけ所望のデータを出力させることができるため、従来と比較して、情報の安全性（
セキュリティ）について、高い信頼性が確保される。これにより、端末の使用者が、サー
ビス提供手段内の情報を容易にアクセスすることができ、さらに、情報の安全性を確保し
つつ、該情報を容易に外部機器に出力可能な情報入出力システムを得ることができる、と
いう効果を奏する。
【０１３３】
　また、本発明の情報入出力システム（請求項 ）によれば、たとえば、端末またはキー
ボードからの本人ＩＤが入出力制御装置に入力され、本人認証後、端末の使用者が出力コ
マンド（出力ジョブコード）を送信することにより、入出力制御装置が出力制御を行う。
そのため、出力が必要なときにだけ出力ジョブコードを送信することとなり、それに伴っ
て、通信料金の無駄をなくすことができる、という効果を奏する。
【０１３４】
　また、本発明の情報入出力システム（請求項 ）によれば、課金処理において、たとえ
ば、予め所定の金額の入金しておく現金回収装置や、電子マネーを用いることにより、課
金を確実に行うことができる、という効果を奏する。
【０１３５】
　また、本発明の情報入出力システム（請求項 ）によれば、前記端末の表示画面に地図
が表示されるため、効率良く近隣に設置された入出力制御装置を特定することができる、
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかる情報入出力システムの実施の形態１の構成を示す図である。
【図２】　入出力制御装置６内の詳細な構成、および入出力制御装置６周辺の構成を示す
図である。
【図３】　端末１の処理フローチャート（第１次制御および第２次制御に対応）を示す図
である。
【図４】　端末１の処理（第３次制御に対応）および課金処理のフローチャートを示す図
である。
【図５】　情報入出力システムにおける第１次制御および第２次制御の動作の一例を示す
図である。
【図６】　情報入出力システムにおける第３次制御の動作を示す図である。
【図７】　情報入出力システムにおける第１次制御および第２次制御の動作の一例を示す
図である。
【図８】　本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。
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【図９】　本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。
【図１０】　本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。
【図１１】本発明にかかる情報入出力システムの の構成を示す図である。
【図１２】　本 にかかるプリント要求管理サーバの一構成例を示す図である。
【図１３】　ユーザＩＤ毎のプリント要求データの構成例を説明するための図である。
【図１４】　本 にかかるファクシミリサーバの一構成例を示す図である。
【図１５】　ファクシミリサーバの制御部が行う処理フローチャートである。
【図１６】　本 にかかるプリンタサーバ１０８の一構成例を示す図である。
【図１７】　端末の表示部に表示される初期選択画面の例を示す図である。
【図１８】　何をプリントするのかを選択させる印刷内容選択画面の例を示す図である。
【図１９】　印刷内容（コンテンツ、ドキュメント）を選択させるコンテンツ選択画面の
例を示す図である。
【図２０】　コンテンツを印刷するか否かの確認を行うコンテンツ印刷要求確認画面の例
を示す図である。
【図２１】　図１８の印刷内容選択画面で「印刷したいＵＲＬを入力」を選択した場合に
表示されるＵＲＬの入力方法選択画面の例を示す図である。
【図２２】　図２１のＵＲＬの入力方法選択画面で「ＵＲＬを直接入力」を選択した場合
に表示されるＵＲＬ直接入力画面の例を示す図である。
【図２３】　図２１のＵＲＬの入力方法選択画面で「ブックマークから選択」を選択した
場合に表示されるＵＲＬ選択画面の例を示す図である。
【図２４】　選択されたコンテンツ（ドキュメント）を印刷する際にかかる課金情報の表
示画面の例を示す図である。
【図２５】　選択されたコンテンツ（ドキュメント）をどこに出力するかを選択する出力
先デバイス選択画面の例を示す図である。
【図２６】　印刷時刻を指定する方法を選択する印刷時刻指定方法の選択画面の例を示す
図である。
【図２７】　図２６で「何時何分で指定」を選択した場合に表示される印刷日時指定画面
の例を示す図である。
【図２８】　図２６で「何分後で指定」を選択した場合に表示される印刷時間指定画面の
例を示す図である。
【図２９】　図２５で「ファクシミリ」にプリントすることが選択された場合に表示され
るファクシミリ番号入力方法選択画面の例を示す図である。
【図３０】　図２９で「直接番号入力」を選択した場合に表示されるファクシミリ番号直
接入力画面の例を示す図である。
【図３１】　図２９で「リストから選択」を選択した場合に表示されるファクシミリ番号
選択画面の例を示す図である。
【図３２】　本発明により使用者の端末画面上に印刷アンカー（リンク）を表示させ、「
ドキュメントＩＤ」の入力を簡略化する例を説明するための図である。
【図３３】　端末表示用のデータの代替データとして、出力機器に合わせて最適化された
出力用データを出力用に用いることを説明するための図である。
【図３４】　従来例の情報入出力システムの情報出力処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
　１，１ａ　端末
　２　基地局
　３　移動通信制御局
　４，４ａ　ホストコンピュータ
　５，５ａ　入出力用ゲートウェイサーバ
　６，６ａ，６ｂ　入出力制御装置
　１１　プリンタ
　１２　スキャナ
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　１３　キーボード
　１４　表示装置
　１５　現金回収装置
　１６　記憶装置
　１７　磁気カード読取装置
　１８　ＩＣカード読取装置
　６１　制御部
　６２　通信インターフェース
　６３　書込／読出インターフェース
　６４　携帯用インターフェース
　６５　プリンタインターフェース
　６６　スキャナインターフェース
　１０１　端末（例えば、移動体通信端末）
　１０２　無線パケット網
　１０３　ゲートウェイ
　１０４　ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）
　１０５　プリント要求管理サーバ
　１０５１　入出力部
　１０５２　制御部
　１０５３　データ保持部
　１０６　ネットワーク（インターネット）
　１０７，１０７’　ファクシミリサーバ
　１０７１　入出力部
　１０７２　制御部
　１０７３　データ変換部
　１０７４　作業用記憶装置
　１０７５　データ保持部
　１０８，１０８’　プリントサーバ
　１０８１　入出力部
　１０８２　制御部
　１０８３　データ変換部
　１０８４　作業用データ保持部
　１０８５　データ保持部
　１０９　公衆電話回線，ＩＳＤＮ
　１１０　ファクシミリ
　１１１　ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）
　１１２　プリンタ（インターネットファクシミリ）
　１１３　ファイアウォール（防火壁）
　１３１　ユーザＩＤ
　１３１１　プリント要求データ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】
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