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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と、
　前記機種情報入力手段によって機種情報が入力されると、当該機種情報で示される機種
で使用可能な消耗品の消耗品情報をサーバから取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された消耗品情報を記憶する記憶手段と、
　消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、
　前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報が前記記憶手段に記憶されてい
るか否かを判定し、記憶されている場合に使用可能であると判断する第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報知する第１の報知手段として携帯端末
を機能させる消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項２】
　請求項１に記載の消耗品の使用可否判断プログラムであって、
　前記消耗品情報入力手段によって消耗品情報が入力されると、前記記憶手段に記憶され
ている消耗品情報が最新の消耗品情報であるか否かを前記サーバに問い合せ、最新の消耗
品情報ではない場合は最新の消耗品情報を前記サーバから取得し、前記記憶手段に記憶さ
れている旧い消耗品情報を最新の消耗品情報で更新する更新手段として前記携帯端末を機
能させる、消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項３】
　画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と、
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　消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、
　前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報で示される消耗品が前記機種情
報入力手段によって入力された機種情報で示される機種で使用可能であるか否かを判断す
る第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報知する第１の報知手段と、
　前記画像形成装置から当該画像形成装置に装着されている消耗品の残量を示す残量情報
を取得する残量情報取得手段と、
　前記第１の判断手段によって使用可能であると判断された消耗品と、前記残量情報で示
される残量が所定量以下である消耗品とが一致するか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第２の判断手段による判断結果をユーザに報知する第２の報知手段として前記携帯
端末を機能させる、消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項４】
　請求項３に記載の消耗品の使用可否判断プログラムであって、
　前記消耗品は色材であり、
　前記第２の判断手段は、前記第１の判断手段によって使用可能であると判断された色材
と、前記残量情報で示される残量が所定量以下である色材とが一致するか否かを判断する
、消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の消耗品の使用可否判断プログラムであって、
　前記消耗品は被記録媒体であり、
　前記第２の判断手段は、前記第１の判断手段によって使用可能であると判断された被記
録媒体の種類と、前記残量情報で示される残量が所定量以下である被記録媒体の種類とが
一致するか否かを判断する、消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項６】
　請求項３乃至請求項５のいずれか一項に記載の消耗品の使用可否判断プログラムであっ
て、
　前記第１の判断手段は、前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報で示さ
れる消耗品が前記機種情報入力手段によって入力された機種情報で示される機種で使用可
能であるか否かをサーバに問い合せ、前記サーバにより使用可能であると判定された場合
に使用可能であると判断する、消耗品の使用可否判断プログラム。
【請求項７】
　携帯端末とサーバとで構成される消耗品の使用可否判断システムであって、
　前記携帯端末は、
　画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と、
　前記機種情報入力手段によって機種情報が入力されると、当該機種情報を前記サーバに
送信し、前記サーバから当該機種情報で示される機種で使用可能な消耗品の消耗品情報を
取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された消耗品情報を記憶する端末側記憶手段と、
　消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、
　前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報が前記端末側記憶手段に記憶さ
れているか否かを判定し、記憶されている場合に使用可能であると判断する第１の判断手
段と、
　前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報知する第１の報知手段と、
を備え、
　前記サーバは、
　画像形成装置の機種毎に機種情報と当該画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報
とを関連付けて記憶するサーバ側記憶手段と、
　前記携帯端末から機種情報を受信すると、受信した機種情報に関連付けられている消耗
品情報を前記携帯端末に送信する送信手段と、
を備える、消耗品の使用可否判断システム。
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【請求項８】
　携帯端末とサーバとで構成される消耗品の使用可否判断システムであって、
　前記携帯端末は、
　画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と、
　消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、
　前記機種情報入力手段によって入力された機種情報と前記消耗品情報入力手段によって
入力された消耗品情報とをサーバに送信して当該消耗品情報で示される消耗品が当該機種
情報で示される機種で使用可能であるか否かを問い合せ、前記サーバにより使用可能であ
ると判定された場合に使用可能であると判断する第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報知する第１の報知手段と、
　前記画像形成装置から当該画像形成装置に装着されている消耗品の残量を示す残量情報
を取得する残量情報取得手段と、
　前記第１の判断手段によって使用可能であると判断された消耗品と、前記残量情報で示
される残量が所定量以下である消耗品とが一致するか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第２の判断手段による判断結果をユーザに報知する第２の報知手段と、
を備え、
　前記サーバは、
　画像形成装置の機種毎に機種情報と当該画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報
とを関連付けて記憶するサーバ側記憶手段と、
　前記携帯端末から機種情報と消耗品情報とを受信すると、受信した機種情報に関連付け
られて前記サーバ側記憶手段に記憶されている消耗品情報と前記携帯端末から受信した消
耗品情報とが一致するか否かを判定し、一致する場合に使用可能と判定する判定手段と、
を備える、消耗品の使用可否判断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消耗品の使用可否判断プログラム、及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インクなどの消耗品の残量が所定のしきい値以下になったときに、インクカート
リッジの型番等の消耗品情報が記入された帳票を印刷する画像形成装置が知られている（
例えば、特許文献１参照）。この画像形成装置では、注文する個数等をユーザが帳票に記
入することで消耗品の発注を行なっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３０９８５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ユーザは消耗品を購入するとき、帳票を用いた注文購入ではなく、消耗
品の販売店などに直接行って購入する場合がある。このような場合には、ユーザは事前に
消耗品の型番等の消耗品情報をカメラで撮影したりメモしたりするなどして調べておかな
ければならなかった。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、目的の画像形成装置で
使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べておかなくても当該画像形成装置で使用可能
な消耗品を取得できる消耗品の使用可否判断プログラム、及びシステムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　第１の発明は、消耗品の使用可否判断プログラムであって、画像形成装置の機種を示す
機種情報を入力する機種情報入力手段と、消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報
入力手段と、前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報で示される消耗品が
前記機種情報入力手段によって入力された機種情報で示される機種で使用可能であるか否
かを判断する第１の判断手段と、前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報知する
第１の報知手段として携帯端末を機能させる。
【０００７】
　この発明によると、画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べておか
なくても、販売店や倉庫などに行ってから当該画像形成装置で使用できそうな消耗品の消
耗品情報を入力することにより、当該画像形成装置で使用可能な消耗品を知ることができ
る。
　よってこの発明によると、目的の画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報を事前
に調べておかなくても当該画像形成装置で使用可能な消耗品を取得できる。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明の消耗品の使用可否判断プログラムであって、前記機種情報
入力手段によって機種情報が入力されると、当該機種情報で示される機種で使用可能な消
耗品の消耗品情報をサーバから取得する取得手段と、前記取得手段によって取得された消
耗品情報を記憶する記憶手段として前記携帯端末を機能させ、前記第１の判断手段は、前
記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報が前記記憶手段に記憶されているか
否かを判定し、記憶されている場合に使用可能であると判断する。
　この発明によると、使用可能な消耗品の消耗品情報をサーバから取得して記憶しておく
ことにより、目的の画像形成装置で使用可能な消耗品であるか否かを判断できる。
【０００９】
　第３の発明は、第２の発明の消耗品の使用可否判断プログラムであって、前記消耗品情
報入力手段によって消耗品情報が入力されると、前記記憶手段に記憶されている消耗品情
報が最新の消耗品情報であるか否かを前記サーバに問い合せ、最新の消耗品情報ではない
場合は最新の消耗品情報を前記サーバから取得し、前記記憶手段に記憶されている旧い消
耗品情報を最新の消耗品情報で更新する更新手段として前記携帯端末を機能させる。
【００１０】
　消耗品は改良が行われると消耗品情報が変更されることがある。この発明によると、記
憶手段に記憶されている消耗品情報が最新の消耗品情報であるか否かを消耗品情報が入力
される毎にサーバに問い合せるので、消耗品情報が変更されても目的の画像形成装置で使
用可能な最新の消耗品を取得できる。
【００１１】
　第４の発明は、第１の発明の消耗品の使用可否判断プログラムであって、前記第１の判
断手段は、前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報で示される消耗品が前
記機種情報入力手段によって入力された機種情報で示される機種で使用可能であるか否か
をサーバに問い合せ、前記サーバにより使用可能であると判定された場合に使用可能であ
ると判断する。
　この発明によると、サーバに問い合せることにより、目的の画像形成装置で使用可能な
消耗品であるか否かを判断できる。
【００１２】
　第５の発明は、第１～第４のいずれかの発明の消耗品の使用可否判断プログラムであっ
て、前記画像形成装置から当該画像形成装置に装着されている消耗品の残量を示す残量情
報を取得する残量情報取得手段と、前記第１の判断手段によって使用可能であると判断さ
れた消耗品と、前記残量情報で示される残量が所定量以下である消耗品とが一致するか否
かを判断する第２の判断手段と、前記第２の判断手段による判断結果をユーザに報知する
第２の報知手段として前記携帯端末を機能させる。
【００１３】
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　目的の画像形成装置で使用可能な消耗品であってもその画像形成装置に装着されている
消耗品の残量が所定量より多く残っていれば直ぐに交換する必要はない。この発明による
と、使用可能であると判断された消耗品と、残量情報で示される残量が所定量以下である
消耗品とが一致するか否かを判断し、その判断結果をユーザに報知するので、ユーザは消
耗品を交換するか否かを容易に判断できる。
【００１４】
　第６の発明は、第５の発明の消耗品の使用可否判断プログラムであって、前記消耗品は
色材であり、前記第２の判断手段は、前記第１の判断手段によって使用可能であると判断
された色材と、前記残量情報で示される残量が所定量以下である色材とが一致するか否か
を判断する。
　この発明によると、使用可能であると判断された色材と、残量情報で示される残量が所
定量以下である色材とが一致するか否かを判断し、その判断結果を報知するので、ユーザ
が間違って別の色の色材を購入してしまうことを低減できる。従って、ユーザは残量の少
ない色材を確実に購入することができる。
【００１５】
　第７の発明は、第５又は第６の発明の消耗品の使用可否判断プログラムであって、前記
消耗品は被記録媒体であり、前記第２の判断手段は、前記第１の判断手段によって使用可
能であると判断された被記録媒体の種類と、前記残量情報で示される残量が所定量以下で
ある被記録媒体の種類とが一致するか否かを判断する。
【００１６】
　この発明によると、使用可能であると判断された被記録媒体の種類と、残量情報で示さ
れる残量が所定量以下である被記録媒体の種類とが一致するか否かを判断し、その判断結
果を報知するので、ユーザが間違って別の種類の被記録媒体を購入してしまうことを低減
できる。従って、ユーザは残量の少ない被記録媒体を確実に購入することができる。
【００１７】
　第８の発明は、携帯端末とサーバとで構成される消耗品の使用可否判断システムであっ
て、前記携帯端末は、画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と
、前記機種情報入力手段によって機種情報が入力されると、当該機種情報を前記サーバに
送信し、前記サーバから当該機種情報で示される機種で使用可能な消耗品の消耗品情報を
取得する取得手段と、前記取得手段によって取得された消耗品情報を記憶する端末側記憶
手段と、消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、前記消耗品情報入力
手段によって入力された消耗品情報が前記端末側記憶手段に記憶されているか否かを判定
し、記憶されている場合に使用可能であると判断する第１の判断手段と、前記第１の判断
手段による判断結果をユーザに報知する第１の報知手段と、を備え、前記サーバは、画像
形成装置の機種毎に機種情報と当該画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報とを関
連付けて記憶するサーバ側記憶手段と、前記携帯端末から機種情報を受信すると、受信し
た機種情報に関連付けられている消耗品情報を前記携帯端末に送信する送信手段と、を備
える。
　この発明によると、目的の画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べ
ておかなくても当該画像形成装置で使用可能な消耗品を取得できる。
【００１８】
　第９の発明は、携帯端末とサーバとで構成される消耗品の使用可否判断システムであっ
て、前記携帯端末は、画像形成装置の機種を示す機種情報を入力する機種情報入力手段と
、消耗品を示す消耗品情報を入力する消耗品情報入力手段と、前記機種情報入力手段によ
って入力された機種情報と前記消耗品情報入力手段によって入力された消耗品情報とをサ
ーバに送信して当該消耗品情報で示される消耗品が当該機種情報で示される機種で使用可
能であるか否かを問い合せ、前記サーバにより使用可能であると判定された場合に使用可
能であると判断する第１の判断手段と、前記第１の判断手段による判断結果をユーザに報
知する第１の報知手段と、を備え、前記サーバは、画像形成装置の機種毎に機種情報と当
該画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報とを関連付けて記憶するサーバ側記憶手
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段と、前記携帯端末から機種情報と消耗品情報とを受信すると、受信した機種情報に関連
付けられて前記サーバ側記憶手段に記憶されている消耗品情報と前記携帯端末から受信し
た消耗品情報とが一致するか否かを判定し、一致する場合に使用可能と判定する判定手段
と、を備える。
　この発明によると、目的の画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べ
ておかなくても当該画像形成装置で使用可能な消耗品を取得できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、目的の画像形成装置で使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べて
おかなくても当該画像形成装置で使用可能な消耗品を取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態１に係る消耗品の使用可否判断システムの構成を示すブロック図。
【図２】サーバの記憶部に記憶されている情報を示す模式図。
【図３】携帯電話の記憶部に記憶されている情報を示す模式図。
【図４】機種情報入力処理のフローチャート。
【図５】消耗品情報入力・判断処理のフローチャート。
【図６】消耗品情報入力・判断処理のフローチャート。
【図７】消耗品情報入力・判断処理のフローチャート。
【図８】消耗品情報入力・判断処理のフローチャート。
【図９】残量情報取得処理のフローチャート
【図１０】実施形態２に係る機種情報入力処理のフローチャート。
【図１１】消耗品情報入力・判断処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図９によって説明する。
　（１）消耗品の使用可否判断システムの構成
　図１は、本発明の実施形態１に係る消耗品の使用可否判断システム１の構成を示すブロ
ック図である。消耗品の使用可否判断システム１は、デジタルカメラ付き携帯電話１０（
携帯端末の一例、以下「携帯電話」という）とサーバ２０とを備えて構成されている。携
帯電話１０は通話機能に加えてデータ通信機能を有しており、基地局４０及び通信ネット
ワーク４１を介してサーバ２０やプリンタ３１～３３（画像形成装置の一例）とデータ通
信可能に構成されている。
【００２２】
　（１－１）携帯電話の電気的構成
　携帯電話１０は、制御部１１、送受信部１２、集音部１３、発音部１４、撮像部１５、
表示部１６、操作部１７、及び、記憶部１８を備えて構成されている。
　制御部１１（第１の判断手段、第２の判断手段の一例）は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭな
どを備えて構成されている。ＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部１８に記憶されている各種のプロ
グラムを実行することにより携帯電話１０の各部を制御する。ＲＯＭはＣＰＵが実行する
ための各種のプログラムやデータなどを記憶している。ＲＡＭはＣＰＵが各種の処理を実
行するための主記憶装置として用いられる。
【００２３】
　送受信部１２（取得手段、更新手段、残量情報取得手段の一例）は、アンテナ、送信機
、受信機などを有しており、基地局４０との間で無線通信を行う。
　集音部１３は音声を集音するためのマイクなどで構成されている。
　発音部１４は音声を発音するためのスピーカなどで構成されている。
　撮像部１５（機種情報入力手段、消耗品情報入力手段の一例）は、エリアイメージセン
サ、光学系、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）部、画像処理部などを有しており、シャ
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ッターボタンが押されると被写体を撮像してデジタル画像を生成する。
【００２４】
　表示部１６（第１の報知手段、第２の報知手段の一例）は液晶ディスプレイや液晶ディ
スプレイを駆動する駆動回路などを有しており、各種の情報を表示する。
　操作部１７は、電話番号を入力するための番号ボタン、発呼ボタン、シャッターボタン
など、ユーザが携帯電話１０を操作するための各種のボタンを有している。
【００２５】
　記憶部１８（記憶手段、端末側記憶手段の一例）は、フラッシュメモリなどの不揮発性
の記憶媒体を用いて各種のデータを記憶する外部記憶装置である。記憶部１８には、オペ
レーティングシステム（ＯＳ）、携帯電話側判断プログラム（消耗品の使用可否判断プロ
グラムの一例）などが記憶されている他、機種情報、携帯電話側消耗品テーブル、消耗品
情報の最終更新日などの情報が記憶される。
【００２６】
　（１－２）サーバの電気的構成
　サーバ２０は、制御部２１、記憶部２２、表示部２３、操作部２４、ネットワークイン
タフェース（Ｉ／Ｆ）２５などを備えて構成されている。
　制御部２１（判定手段の一例）は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えて構成されてい
る。ＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部２２に記憶されている各種のプログラムを実行することに
よりサーバ２０の各部を制御する。ＲＯＭはＣＰＵが実行するための各種のプログラムや
データなどを記憶している。ＲＡＭはＣＰＵが各種の処理を実行するための主記憶装置と
して用いられる。
【００２７】
　記憶部２２（サーバ側記憶手段の一例）は、ハードディスクやフラッシュメモリなどの
不揮発性の記憶媒体を用いて各種のプログラムやデータを記憶する外部記憶装置である。
記憶部２２にはオペレーティングシステム（ＯＳ）、サーバ側判断プログラム、サーバ側
消耗品テーブル、最終更新日テーブルなどの情報が記憶されている。
【００２８】
　表示部２３は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどの表示装置で構成されている。
　操作部２４は、マウスやキーボードなどの入力装置で構成されている。
　Ｉ／Ｆ２５（送信手段の一例）は、通信ネットワーク４１を介して携帯電話１０やプリ
ンタ３１～３３などの外部の機器と接続される。
【００２９】
　（１－３）プリンタ
　プリンタ３１～３３には消耗品（トナーやインクなどの色材、被記録媒体など）が装着
されており、プリンタ３１～３３はそれらの消耗品を用いて画像を形成する。
　また、プリンタ３１～３３は当該プリンタに装着されている各消耗品の残量を検出する
ステータスモニタ機能を備えている。プリンタ３１～３３は他の機器から消耗品の残量が
問い合せられると各消耗品の残量を検出し、消耗品を示す消耗品情報（トナー又はインク
の場合は型番、被記録媒体の場合はサイズ及び材質）と、その消耗品の残量を示す残量情
報とを対応付けて当該他の機器に返信する。
【００３０】
　（２）消耗品の使用可否判断システムで用いられる情報
　図２は、消耗品の使用可否判断システムで用いられる情報の一例を示す模式図であって
、サーバ２０の記憶部２２に記憶されている情報を示す模式図である。記憶部２２には、
サーバ側消耗品テーブル、及び最終更新日テーブルが記憶されている。
【００３１】
　図２ではサーバ側消耗品テーブルを概念的に示している。サーバ側消耗品テーブルは、
プリンタの機種毎に機種情報と当該機種情報で示される機種のプリンタで使用可能な消耗
品を示す消耗品情報及び情報種別とが関連付けられて登録されるテーブルである。
【００３２】
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　機種情報は、プリンタの機種名を示している。
　情報種別は、消耗品情報が示す情報の種別を示している。例えば「Ｔｏｎｅｒ／Ｉｎｋ
」は消耗品情報がトナー又はインクの型番を示す情報であることを示している。「Ｐａｐ
ｅｒ　Ｓｉｚｅ」及び「Ｍｅｄｉａ　Ｔｙｐｅ」は消耗品情報が被記録媒体の種類を示す
情報であることを示しており、「Ｐａｐｅｒ　Ｓｉｚｅ」は被記録媒体の種類としてサイ
ズ、「Ｍｅｄｉａ　Ｔｙｐｅ」は被記録媒体の種類として材質を示している。
【００３３】
　消耗品情報は、情報種別が「Ｔｏｎｅｒ／Ｉｎｋ」である場合はトナー又はインクの型
番、「Ｐａｐｅｒ　Ｓｉｚｅ」である場合は被記録媒体のサイズ、「Ｍｅｄｉａ　Ｔｙｐ
ｅ」である場合は被記録媒体の材質を示している。トナー又はインクの型番の最初の１文
字はそのトナー又はインクの色を示しており、Cはシアン、Mはマゼンタ、Yはイエロー、K
はブラックである。
【００３４】
　テーブル中の「○」及び「×」は、プリンタの機種情報毎に消耗品情報で示される消耗
品がその機種情報で示される機種のプリンタで使用可能であるか否かを示している。具体
的には、「○」はその行の消耗品情報で示される消耗品がその列の機種情報で示される機
種で使用可能であることを示しており、「×」は使用不可能であることを示している。
　最終更新日テーブルは、機種情報毎に消耗品情報が最後に更新された年月日が登録され
るテーブルである。
【００３５】
　図３は、消耗品の使用可否判断システムで用いられる情報の一例を示す模式図であって
、携帯電話１０の記憶部１８に記憶される情報を示す模式図である。携帯電話１０の記憶
部１８には、機種情報、携帯電話側消耗品テーブル、最終更新日、残量情報テーブル、及
び、最終取得日が記憶される。
【００３６】
　機種情報は、ユーザが消耗品を交換しようとしているプリンタの機種名を示しており、
ユーザによって入力される。
　携帯電話側消耗品テーブルは、消耗品情報及び情報種別が登録されるテーブルであって
、機種情報で示される機種のプリンタで使用可能な消耗品の消耗品情報、及び情報種別を
サーバ側消耗品テーブルから取得して登録されるテーブルである。
【００３７】
　最終更新日は、サーバ２０の最終更新日テーブルから取得した年月日であり、サーバ側
消耗品テーブルから消耗品情報、及び情報種別を取得したときに最終更新日テーブルに記
憶されていた年月日である。
　残量情報テーブルは、消耗品を交換しようとしているプリンタに装着されている各消耗
品の残量を示す残量情報が登録されるテーブルである。また、最終取得日は、残量情報テ
ーブルをプリンタから取得した最終年月日である。
【００３８】
　（３）消耗品の使用可否判断システムの作動
　（３－１）機種情報入力処理
　機種情報入力処理は、ユーザが消耗品を交換しようとしているプリンタの機種を示す機
種情報を携帯電話１０に入力する処理である。機種情報入力処理は、会社や自宅など、消
耗品を交換しようとしているプリンタが設置されている場所で実行される。
　本実施形態では、ユーザが携帯電話１０でプリンタを撮像することによって機種情報を
入力する場合を例に説明する。
【００３９】
　図４は、機種情報入力処理の流れを示すフローチャートである。本処理は、上述した場
所でユーザが携帯電話１０を操作して機種情報入力処理の開始を指示すると開始される。
　Ｓ１０１では、携帯電話１０はプリンタを撮像するか否かをユーザに問い合せ、ユーザ
が「撮像する」を選択した場合はＳ１０２に進み、「撮像しない」を選択した場合は処理
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を終了する。
【００４０】
　Ｓ１０２では、携帯電話１０はユーザがシャッターボタンを押すまで待機し、シャッタ
ーボタンが押されるとプリンタを撮像してデジタル画像を生成する。
　この撮像では、ユーザはプリンタの機種を特定できる部分を撮像する。例えばプリンタ
に表記されている機種名からはプリンタの機種を特定できるので、ユーザは機種名を撮像
してもよい。この他、プリンタに表記されているロゴマークが他の機種と異なる固有のロ
ゴマークである場合はロゴマークを撮像してもよいし、操作部２４のボタンのレイアウト
が他の機種と異なる固有のレイアウトである場合は操作部２４を撮像してもよいし、プリ
ンタを正面から見た輪郭が他の機種と異なる固有の輪郭である場合にはプリンタを正面か
ら撮像してもよい。また、プリンタの機種情報を示すバーコードやＱＲコードがプリンタ
に表記されている場合にはそれらを撮像してもよい。
【００４１】
　ただし、プリンタのどの部分を撮像するかをユーザの判断に委ねると後述するパターン
マッチングが難しくなるので、本実施形態ではユーザはプリンタに表記されている機種名
を所定の角度及び所定の距離から撮像するものとする。
【００４２】
　Ｓ１０３では、携帯電話１０は生成したデジタル画像をサーバ２０に送信し、撮像した
プリンタの機種がサーバ２０に登録されているか否かを問い合せる。
　サーバ２０は、サーバ側消耗品テーブルに登録されている機種情報で示される機種毎に
機種名を表す画像（パターン画像）を記憶しており、携帯電話１０からデジタル画像を受
信すると、各パターン画像でデジタル画像を走査していずれかのパターンと一致するか否
かを判定する。
【００４３】
　サーバ２０は、パターンが一致した場合は登録されていると判断し、登録されているこ
とを示す情報と、一致したパターンによって特定される機種の機種情報とを携帯電話１０
に返信する。一方、サーバ２０はパターンが一致しなかった場合は登録されていないと判
断し、登録されていないことを示す情報を携帯電話１０に返信する。
【００４４】
　Ｓ１０４では、携帯電話１０はサーバ２０から返信された情報により、撮像したプリン
タの機種がサーバ２０に登録されているか否かを判定し、登録されていない場合はＳ１０
５に進み、登録されている場合はＳ１０６に進む。
【００４５】
　Ｓ１０５では、携帯電話１０は撮像したプリンタの機種がサーバ２０に登録されていな
いことをユーザに報知して処理を終了する。この報知は適宜の方法で行うことができる。
例えば表示部１６にメッセージを表示することによって行ってもよいし、発音部１４によ
り音や音声を発音することによって行ってもよい。以降で説明する報知においても同様で
ある。
【００４６】
　Ｓ１０６では、携帯電話１０はサーバ２０から取得した機種情報を記憶部１８に記憶す
る。
　Ｓ１０７では、携帯電話１０はＳ１０６で記憶部１８に記憶した機種情報をサーバ２０
に送信し、当該機種情報で示される機種のプリンタで使用可能な全ての消耗品の消耗品情
報、情報種別、及びその消耗品情報の最終更新日をサーバ２０から取得する。
【００４７】
　Ｓ１０８では、携帯電話１０はサーバ２０から取得した消耗品情報、及び情報種別を携
帯電話側消耗品テーブルに登録するとともに、取得した最終更新日を記憶部１８に記憶す
る。
　Ｓ１０９では、携帯電話１０は機種情報の入力が完了したことをユーザに報知する。
【００４８】
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　（３－２）消耗品情報入力・判断処理
　消耗品情報入力・判断処理は、消耗品を示す消耗品情報を入力し、入力した消耗品情報
で示される消耗品が機種情報入力処理によって入力された機種情報で示される機種で使用
可能であるか否かを判断し、その判断結果をユーザに報知する処理である。消耗品情報入
力・判断処理は、消耗品の販売店や倉庫など、消耗品の在庫が置かれている場所で実行さ
れる。
　本実施形態では、ユーザが携帯電話１０で消耗品を撮像することによって消耗品情報を
入力する場合を例に説明する。
【００４９】
　図５～図８は、消耗品情報入力・判断処理の流れを示すフローチャートである。本処理
は、上述した場所でユーザが携帯電話１０を操作して消耗品情報入力・判断処理の開始を
指示すると開始される。
　Ｓ２０１では、携帯電話１０は消耗品を撮像するか否かをユーザに問い合せ、ユーザが
「撮像しない」を選択した場合は処理を終了し、「撮像する」を選択した場合はＳ２０２
に進む。
【００５０】
　Ｓ２０２では、携帯電話１０はユーザがシャッターボタンを押すまで待機し、シャッタ
ーボタンが押されると消耗品を撮像してデジタル画像を生成する。
　この撮像では、ユーザはプリンタを撮像した場合と同様に消耗品の消耗品情報を特定で
きる部分を撮像する。例えば、ユーザは消耗品の外箱や消耗品自体に表記されている型番
（消耗品が被記録媒体である場合には被記録媒体のサイズ及び材質を示す文字列）やその
消耗品に固有のロゴマークを撮像してもよいし、消耗品情報を示すバーコードやＱＲコー
ドが表記されている場合にはそれらを撮像してもよい。
【００５１】
　消耗品を撮像する場合もどの部分を撮像するかをユーザの判断に委ねるとパターンマッ
チングが難しくなるので、本実施形態では型番（消耗品が被記録媒体である場合には被記
録媒体のサイズ及び材質を示す文字列）を撮像するものとする。
【００５２】
　Ｓ２０３では、携帯電話１０は生成したデジタル画像をサーバ２０に送信し、撮像した
消耗品がサーバ２０に登録されているか否かを問い合せる。
　サーバ２０は、機種情報の場合と同様にしてパターンマッチングを行い、パターンが一
致した場合は登録されていると判断し、登録されていることを示す情報と、一致したパタ
ーンによって特定される消耗品の消耗品情報（インク又はトナーの場合は型番、被記録媒
体の場合はサイズ及び材質を示す文字列）とを携帯電話１０に返信する。一方、サーバ２
０はパターンが一致しなかった場合は登録されていないと判断し、登録されていないこと
を示す情報を携帯電話１０に返信する。
【００５３】
　Ｓ２０４では、携帯電話１０はサーバ２０から返信された情報により、撮像した消耗品
がサーバ２０に登録されているか否かを判定し、登録されている場合はＳ２０５に進み、
登録されていない場合は処理を終了する。
【００５４】
　Ｓ２０５では、携帯電話１０はＳ１０６で記憶した機種情報とＳ１０８で記憶した最終
更新日とをサーバ２０に送信し、携帯電話側消耗品テーブルに登録されている消耗品情報
が最新の消耗品情報であるか否かをサーバ２０に問い合せる。
　サーバ２０は、機種情報と最終更新日とを受信すると、最終更新日テーブルからその機
種情報に関連付けられている最終更新日を読み出し、携帯電話１０から受信した最終更新
日と最終更新日テーブルから読み出した最終更新日とを比較する。サーバ２０は、携帯電
話１０から受信した最終更新日と読み出した最終更新日とが同じ日付である場合は最新で
あると判定し、最新の消耗品情報であることを示す情報を携帯電話１０に返信する。一方
、サーバ２０は携帯電話１０から受信した最終更新日が読み出した最終更新日より前の日
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付である場合は最新ではないと判定し、旧い消耗品情報であることを示す情報を携帯電話
１０に返信する。
【００５５】
　Ｓ２０６では、携帯電話１０はサーバ２０から返信された情報により、携帯電話側消耗
品テーブルに登録されている消耗品情報が最新の消耗品情報であるか否かを判定し、最新
の消耗品情報ではない場合はＳ２０７に進み、最新の消耗品情報である場合はＳ２１０に
進む。
　Ｓ２０７では、携帯電話１０は最新の消耗品情報を取得するか否かをユーザに問い合せ
る。携帯電話１０はユーザが「取得する」を選択した場合はＳ２０８に進み、「取得しな
い」を選択した場合はＳ２１０に進む。
【００５６】
　Ｓ２０８では、携帯電話１０は記憶部１８に記憶している機種情報をサーバ２０に送信
し、当該機種情報で示される機種で使用可能な消耗品の最新の消耗品情報、情報種別、及
び最終更新日をサーバ２０から取得する。
　Ｓ２０９では、携帯電話１０は携帯電話側消耗品テーブルに登録されているレコードを
全て削除し、サーバ２０から受信した最新の消耗品情報、及び情報種別を登録する。これ
により古い消耗品情報が最新の消耗品情報で更新される。更に、携帯電話１０は記憶部１
８に記憶されている旧い最終更新日を最新の最終更新日で更新する。
【００５７】
　Ｓ２１０では、携帯電話１０は、入力した消耗品情報で示される消耗品が、入力した機
種情報で示される機種のプリンタで使用可能な消耗品であるか否かを判断する。具体的に
は、携帯電話１０はＳ２０３でサーバ２０から受信した消耗品情報（インク又はトナーの
場合は型番、被記録媒体の場合はサイズ及び材質を示す文字列）が携帯電話側消耗品テー
ブルに登録されているか否かを判定し、登録されている場合は使用可能であると判断し、
登録されていない場合は使用不可能であると判断する。
【００５８】
　ここで、消耗品が被記録媒体である場合は、携帯電話１０はサイズ及び材質の両方が一
致した場合のみ登録されていると判断する。例えばサーバ２０から受信した消耗品情報が
「Ａ４、ＯＨＰ」であり、携帯電話側消耗品テーブルにはＡ４は登録されているがＯＨＰ
は登録されていないとすると、その被記録媒体は使用不可能であると判断する。
【００５９】
　Ｓ２１１では、携帯電話１０は使用不可能な消耗品であると判断した場合はＳ２１２に
進み、使用可能な消耗品であると判断した場合はＳ２１３に進む。
　Ｓ２１２では、携帯電話１０は使用不可能な消耗品であることをユーザに報知する。
　Ｓ２１３では、携帯電話１０は使用可能な消耗品であることをユーザに報知する。
【００６０】
　Ｓ２１４では、携帯電話１０はプリンタに装着されている消耗品の残量を示す残量情報
を表示部１６に表示するか否かをユーザに問い合せる。携帯電話１０はユーザが「表示す
る」を選択した場合はＳ２１５に進み、「表示しない」を選択した場合は処理を終了する
。
【００６１】
　Ｓ２１５では、携帯電話１０は記憶部１８を検索してＳ１０２で撮像したプリンタに装
着されている消耗品の残量を示す残量情報を取得する。この残量情報は、後述する「残量
情報取得処理」で携帯電話１０がプリンタから取得して記憶部１８に記憶されているもの
である。詳しくは後述するが「残量情報取得処理」では、プリンタに装着されている各消
耗品の消耗品情報（インク又はトナーの場合は型番、被記録媒体の場合は被記録媒体のサ
イズ及び材質）とその消耗品情報で示される消耗品の残量を示す残量情報（＝残量／新品
時の量［％］）とが取得される。
【００６２】
　Ｓ２１６では、携帯電話１０は残量情報を取得できたか否かを判定し、取得できた場合
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はＳ２１７に進み、取得できなかった場合は処理を終了する。具体的には、携帯電話１０
は残量情報テーブルが記憶部１８に登録されているか否か、及び、登録されている場合は
残量情報テーブルの最終取得日が現在から所定期間前（例えば、現在から１週間前）以内
のものであるか否かを判断し、両判断が肯定判断であればＳ２１７に進み、いずれか一方
が否定判断であれば処理を終了する。
　Ｓ２１７では、携帯電話１０はプリンタに装着されている各消耗品の残量をユーザに報
知する。
【００６３】
　Ｓ２１８では、携帯電話１０は入力した消耗品情報で示される消耗品がインク又はトナ
ーであるか否かを判定する。具体的には、携帯電話１０は、携帯電話側消耗品テーブルか
ら、Ｓ２０３でサーバ２０から取得した消耗品情報に関連付けられている情報種別を取得
し、取得した情報種別が「Ｔｏｎｅｒ／Ｉｎｋ」であればインク又はトナーであると判定
する。携帯電話１０は、消耗品がインク又はトナーである場合はＳ２１９に進み、インク
又はトナーではない場合はＳ２２２に進む。
【００６４】
　Ｓ２１９では、携帯電話１０は、入力した消耗品情報で示されるインク又はトナーの色
と、Ｓ２１５で残量情報を取得したインク又はトナーのうち残量が所定量以下（例えば残
量が１０％以下）であるインク又はトナーの色とが一致するか否かを判定する。具体的に
は、携帯電話１０はＳ２０３でサーバ２０から取得した消耗品情報が、Ｓ２１５で残量情
報テーブルから取得した消耗品情報のうち残量が所定量以下である消耗品の消耗品情報の
いずれかと一致するか否かを判定し、一致した場合に、残量が所定量以下であるインク又
はトナーの色と一致すると判定する。携帯電話１０は、一致する場合はＳ２２０に進み、
一致しない場合はＳ２２１に進む。
【００６５】
　Ｓ２２０では、携帯電話１０は色が一致することをユーザに報知する。
　Ｓ２２１では、携帯電話１０は色が一致しないことをユーザに報知する。
　Ｓ２２２では、携帯電話１０は入力した消耗品情報で示される消耗品が被記録媒体であ
るか否かを判定する。具体的には、携帯電話１０は、携帯電話側消耗品テーブルから、Ｓ
２０３でサーバ２０から取得した消耗品情報に関連付けられている情報種別を取得し、取
得した情報種別が「Ｐａｐｅｒ　Ｓｉｚｅ」又は「Ｍｅｄｉａ　Ｔｙｐｅ」であれば被記
録媒体であると判定する。携帯電話１０は、消耗品が被記録媒体である場合はＳ２２３に
進み、被記録媒体ではない場合は処理を終了する。
【００６６】
　Ｓ２２３では、携帯電話１０は、入力した消耗品情報で示される被記録媒体の種類（サ
イズ及び材質）と、Ｓ２１５で残量情報を取得した被記録媒体のうち残量が所定量以下（
例えば残量が１０％以下）である被記録媒体の種類（サイズ及び材質）とが一致するか否
かを判定する。携帯電話１０は、一致する場合はＳ２２４に進み、一致しない場合はＳ２
２５に進む。
【００６７】
　Ｓ２２４では、携帯電話１０は種類が一致することをユーザに報知する。
　Ｓ２２５では、携帯電話１０は種類が一致しないことをユーザに報知する。
【００６８】
　（３－３）残量情報取得処理
　図９は、残量情報取得処理の流れを示すフローチャートである。本処理は、プリンタと
携帯電話１０とが通信可能に接続されている状態で、ユーザが携帯電話１０を操作して残
量情報取得処理の開始を指示すると開始される。
　Ｓ３０１では、携帯電話１０はプリンタのステータスモニタから取得した残量情報が残
量情報テーブルに登録されているか否かを判定する。なお、残量情報が登録されている場
合であってもその残量情報を取得してから一定時間以上が経過している場合は残量が変化
している可能性があるので、その場合には登録されていないものとする。携帯電話１０は
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、残量情報が登録されていない場合はＳ３０２に進み、登録されている場合は処理を終了
する。
【００６９】
　Ｓ３０２では、携帯電話１０はプリンタのステータスモニタからプリンタに装着されて
いる全ての消耗品の消耗品情報と各消耗品の残量を示す残量情報とを取得する。次に、携
帯電話１０は取得したそれらの情報を残量情報テーブルに登録するとともに、最終取得日
を現在の年月日で更新する。
【００７０】
　なお、携帯電話１０はプリンタから直接残量情報を取得するのではなく、サーバ２０に
プリンタのドメイン名あるいはＩＰアドレスを送信して残量情報を取得するよう要求し、
その要求を受けてサーバ２０がそのプリンタから残量情報を取得する構成であってもよい
。
【００７１】
　（４）実施形態の効果
　以上説明した本発明の実施形態１に係る消耗品の使用可否判断システム１によると、プ
リンタで使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べておかなくても、消耗品の販売店や
倉庫などに行ってから当該プリンタで使用できそうな消耗品の消耗品情報を入力すること
により、当該プリンタで使用可能な消耗品を知ることができる。よって消耗品の使用可否
判断システム１によると、目的のプリンタで使用可能な消耗品の消耗品情報を事前に調べ
ておかなくても当該プリンタで使用可能な消耗品を取得できる。
【００７２】
　更に、消耗品の使用可否判断システム１によると、使用可能な消耗品の消耗品情報をサ
ーバ２０から取得して記憶しておくことにより、目的のプリンタで使用可能な消耗品であ
るか否かを判断できる。
【００７３】
　更に、消耗品の使用可否判断システム１によると、記憶部１８に記憶されている消耗品
情報が最新の消耗品情報であるか否かを、消耗品情報が入力される毎にサーバ２０に問い
合せるので、消耗品情報が変更されても目的のプリンタで使用可能な最新の消耗品を取得
できる。
【００７４】
　更に、消耗品の使用可否判断システム１によると、使用可能であると判断された消耗品
と、残量情報で示される残量が所定量以下である消耗品とが一致するか否かを判断し、そ
の判断結果をユーザに報知する。目的のプリンタで使用可能な消耗品であってもそのプリ
ンタに装着されている消耗品の残量が所定量より多く残っていれば直ぐに交換する必要は
ない。消耗品の使用可否判断システム１によると、判断結果をユーザに報知するので、ユ
ーザは消耗品を交換するか否かを容易に判断できる。
【００７５】
　更に、消耗品の使用可否判断システム１によると、使用可能であると判断された色材と
、残量情報で示される残量が所定量以下である色材とが一致するか否かを判断し、その判
断結果を報知するので、ユーザが間違って別の色の色材を購入してしまうことを低減でき
る。従って、ユーザは残量の少ない色材を確実に購入することができる。
【００７６】
　更に、消耗品の使用可否判断システム１によると、使用可能であると判断された被記録
媒体の種類（サイズ及び材質）と、残量情報で示される残量が所定量以下である被記録媒
体の種類とが一致するか否かを判断し、その判断結果を報知するので、ユーザが間違って
別の種類の被記録媒体を購入してしまうことを低減できる。従って、ユーザは残量の少な
い被記録媒体を確実に購入することができる。
【００７７】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の実施形態２を図１０ないし図１１によって説明する。
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　実施形態２では、消耗品情報入力処理によって入力された消耗品情報で示される消耗品
が機種情報入力処理によって入力された機種情報で示される機種で使用可能であるか否か
を携帯電話１０側で判断するのではなく、サーバ２０側で判断する。
【００７８】
　図１０は、実施形態２に係る機種情報入力処理の流れを示すフローチャートである。こ
こでは実施形態１と実質的に同一の処理には同一の符号を付して説明を省略する。
　Ｓ４０１では、携帯電話１０は生成したデジタル画像を記憶部１８に記憶する。
【００７９】
　図１１は、実施形態２に係る消耗品情報入力・判断処理の流れを示すフローチャートで
ある。図１１は実施形態１の消耗品情報入力・判断処理との差分を示すものであり、図１
１に示されていない部分については図５～図８の処理が適用される。ここでは実施形態１
と実質的に同一の処理には同一の符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　Ｓ５０１では、携帯電話１０はプリンタを撮像して生成したデジタル画像と消耗品を撮
像して生成したデジタル画像とをサーバ２０に送信し、当該撮像した消耗品が当該撮像し
たプリンタで使用可能であるか否かをサーバ２０に問い合せる。
　サーバ２０は、プリンタを撮像して生成したデジタル画像と消耗品を撮像して生成した
デジタル画像とに基づいて機種及び消耗品を特定し、特定した消耗品が特定した機種で使
用可能であれば使用可能であることを示す情報を携帯電話１０に返信する。一方、サーバ
２０は、機種及び消耗品の少なくとも一方を特定できなかった場合、あるいは特定した消
耗品が特定した機種で使用不可能である場合は使用不可能であることを示す情報を携帯電
話１０に返信する。
【００８１】
　以上説明した本発明の実施形態２に係る消耗品の使用可否判断プログラムによると、機
種情報と消耗品情報とをサーバ２０に送信して問い合せることにより、目的のプリンタで
使用可能な消耗品であるか否かを判断できる。
【００８２】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００８３】
　（１）上記実施形態では携帯端末としてデジタルカメラ付き携帯電話１０を例に説明し
たが、携帯端末はカメラ付きの携帯情報端末であってもよいし、デジタルスチルカメラで
あってもよい。
【００８４】
　（２）上記実施形態ではプリンタや消耗品を撮像することによって機種情報や消耗品情
報を入力する場合を例に説明したが、機種情報や消耗品情報を入力できれば他の方法で入
力してもよい。例えばユーザが操作部１７を操作してプリンタの機種を示す文字列や消耗
品を示す文字列を直接入力するようにしてもよい。その場合は、携帯端末はデジタルカメ
ラ（撮像部１５）を備えていなくてもよい。
【００８５】
　（３）上記実施形態では消耗品としてインク、トナー、及び被記録媒体を例に説明した
が、消耗品は画像形成装置で用いられる消耗品であればこれらに限られるものではなく、
例えば感光体ドラムであってもよい。
【００８６】
　（４）上記実施形態では消耗品を撮像したデジタル画像に基づいて消耗品情報を特定す
る処理（Ｓ２０３）をサーバ２０で行っているが、この処理は携帯電話１０自身が行って
もよい。
【符号の説明】
【００８７】
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１・・・消耗品の使用可否判断システム
１０・・・携帯電話
１１・・・制御部
１２・・・送受信部
１３・・・集音部
１４・・・発音部
１５・・・撮像部
１６・・・表示部
１７・・・操作部
１８・・・記憶部
２０・・・サーバ
２１・・・制御部
２２・・・記憶部
２３・・・表示部
２４・・・操作部
３１・・・プリンタ
４０・・・通信ネットワーク
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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