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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被制御装置と上記被制御装置を制御する携帯端末装置とを含む制御システムにおいて，
　上記被制御装置が，
　認証用コードを生成する認証用コード生成手段，および
　上記認証用コード生成手段により生成された認証用コードを表わすマトリクス・コード
を，表示画面上に表示する表示装置を備え，
　上記携帯端末装置が，
　上記表示装置の表示画面上に表示されたマトリクス・コードを撮影する撮影装置，およ
び
　上記撮影装置によって撮影されたマトリクス・コードを上記被制御装置に送信するコー
ド送信手段を備え，
　上記被制御装置が，
　上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたマトリクス・コードが上記被制
御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表し，かつ上記被
制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コードが生成された時から第１の期
間を経過していないかどうかを判定する判定手段，および
　上記判定手段によって，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたマトリ
クス・コードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コ
ードを表しており，かつ上記第１の期間を経過していないと判定されたことに応じて，上
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記携帯端末装置による制御を許可する許可手段をさらに備えた，
　制御システム。
【請求項２】
　上記被制御装置は，
　上記許可手段による許可から第２の期間が経過したことに応じて上記携帯端末装置によ
る制御の許可を取り消す取消手段，
　をさらに備えた請求項１に記載の制御システム。
【請求項３】
　上記携帯端末装置は，
　上記撮影装置によってマトリクス・コードが撮影されたことに応じて，上記携帯端末装
置が存在する位置を表わすデータを上記被制御装置に送信する位置データ送信手段をさら
に備え，
　上記被制御装置の上記判定手段は，
　上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたマトリクス・コードが上記被制
御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表しており，上記
第１の期間を経過していないかどうかを判定し，かつ上記携帯端末装置の上記位置データ
送信手段から送信された位置データが上記被制御装置の位置を示すかどうかを判定するも
のであり，
　上記被制御装置の上記許可手段は，
　上記判定手段によって，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたマトリ
クス・コードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コ
ードを表しており，上記第１の期間を経過していず，かつ上記携帯端末装置の上記位置デ
ータ送信手段から送信された位置データが上記被制御装置の位置を示すと判定されたこと
に応じて，上記携帯端末装置による制御を許可するものである，
　請求項１または２に記載の制御システム。
【請求項４】
　上記被制御装置は，
　互いに通信可能な被制御装置本体と認証サーバと制御用サーバとを含み，
　上記認証サーバが，
　上記認証用コード生成手段，および
　上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを上記被制御装置本体に送
信する認証用コード送信手段を備え，
　上記被制御装置本体が，
　上記表示装置を備え，
　上記表示装置は，上記認証用サーバの上記認証用コード送信手段から送信された認証用
コードを表すマトリクス・コードを，表示画面上に表示するものであり，
　上記認証サーバが，
　上記判定手段，および
　上記判定手段による判定結果を示すデータを上記制御用サーバに送信する判定結果送信
手段を備え，
　上記制御用サーバが，
　上記許可手段を備え，
　上記許可手段は，上記認証サーバの上記判定結果送信手段から送信される判定結果を示
すデータにもとづいて許可するものである，
　請求項１から３のうち，いずれか一項に記載の制御システム。
【請求項５】
　上記被制御装置は，認証用区域に配置されており，上記携帯端末装置は，認証用区域内
外のいずれからも上記被制御装置を制御するものである，
　請求項１から４のうち，いずれか一項に記載の制御システム。
【請求項６】
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　携帯端末装置によって制御される被制御装置であって，
　認証用コードを生成する認証用コード生成手段，
　上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表すマトリクス・コード
を，表示画面上に表示する表示装置，
　上記表示装置の表示画面上に表示されたマトリクス・コードが上記携帯端末装置の撮影
装置によって撮影され，かつ上記携帯端末装置から送信されるマトリクス・コードが上記
被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表し，かつ上
記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コードが生成された時から第１
の期間を経過していないかどうかを判定する判定手段，および
　上記判定手段によって，上記携帯端末装置から送信されたマトリクス・コードが上記被
制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表しており，か
つ上記第１の期間を経過していないと判定されたことに応じて，上記携帯端末装置による
制御を許可する許可手段，
　を備えた被制御装置。
【請求項７】
　被制御装置と上記被制御装置を制御する携帯端末装置とを含む制御システムの動作制御
方法において，
　上記被制御装置の認証用コード生成手段が，認証用コードを生成し，
　上記被制御装置の表示装置が，上記認証用コード生成手段により生成された認証用コー
ドを表すマトリクス・コードを，表示画面上に表示し，
　上記携帯端末装置の撮影装置が，上記表示装置の表示画面に表示されたマトリクス・コ
ードを撮影し，
　上記携帯端末装置のコード送信手段が，上記撮影装置によって撮影されたマトリクス・
コードを上記被制御装置に送信し，
　上記被制御装置の判定手段が，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信された
マトリクス・コードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認
証用コードを表し，かつ上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コー
ドが生成された時から第１の期間を経過していないかどうかを判定し，
　上記被制御装置の許可手段が，上記判定手段によって，上記携帯端末装置の上記コード
送信手段から送信されたマトリクス・コードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手
段によって生成された認証用コードを表しており，かつ上記第１の期間を経過していない
と判定されたことに応じて，上記携帯端末装置による制御を許可する，
　制御システムの動作制御方法。
【請求項８】
　携帯端末装置によって制御される被制御装置の動作制御方法であって，
　認証用コード生成手段が，認証用コードを生成し，
　表示装置が，上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表すマトリ
クス・コードを，表示画面上に表示し，
　判定手段が，上記表示装置の表示画面上に表示されたマトリクス・コードが上記携帯端
末装置の撮影装置によって撮影され，かつ上記携帯端末装置から送信されたマトリクス・
コードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを
表し，かつ上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コードが生成され
た時から第１の期間を経過していないかどうかを判定し，
　許可手段が，上記判定手段によって，上記携帯端末装置から送信されたマトリクス・コ
ードが上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを表
しており，かつ上記第１の期間を経過していないと判定されたことに応じて，上記携帯端
末装置による制御を許可する，
　被制御装置の動作制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は，制御システムおよび被制御装置ならびにそれらの動作制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮影システムの態様としては，操作室内に設置型端末装置が配置されており，撮影
室内にＸ線撮影装置が配置されているものがある。撮影者は，撮影室内で患者の位置決め
を行い，操作室で撮影操作を行う。設置型端末装置は操作室内に配置されているので，設
置型端末装置に設けられている表示画面を確認しながら撮影室内で患者の位置決めを行う
ことはできない。また，Ｘ線撮影システムの別の態様としては，操作室内に設置型端末装
置が配置され，撮影室内にＸ線撮影装置が配置されているほかに，携帯端末装置を利用で
きるものがある。携帯端末装置を利用して設置型端末装置と同様の操作をすることができ
る。このために，携帯端末装置に設けられている表示画面を確認しながら撮影室内で患者
の位置決めができる。
【０００３】
　医用検査においては，操作要素８が部屋12内にある場合にＸ線装置２の遠隔操作ができ
，操作要素８が部屋12外にある場合にはＸ線装置２の遠隔操作ができないものもある（特
許文献１）。また，医療機器７を搭載したラックにコード３が付与されており，その医療
機器７の予約をするためにコード３を読み取り装置９で読み取るもの（特許文献２），照
明光200の中でのみプログラム101の実行を許可するもの（特許文献３）などもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2006-314791号公報
【特許文献２】特開2009-77986号公報
【特許文献３】特開2011-100287号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯端末装置を利用してＸ線撮影装置の操作を行う場合には，携帯端末装置はＸ線撮影
室または操作室以外に持ち出すことができてしまうので，セキュリティの確保のためには
Ｘ線撮影室または操作室以外の場所では操作できないようにする必要がある。セキュリテ
ィを強化するためにＩＤ，パスワードを利用することが考えられるが，ＩＤ，パスワード
の漏洩の恐れがある。また，ＩＤカードによる認証を行う場合には，設置コストがかかっ
てしまう。さらに，生体認証を行う場合には，マスク，手袋を装着している場合，経年変
化，怪我，病気等の場合には認証できないことがある。
【０００６】
　引用文献１から３においても，携帯端末装置を利用してＸ線撮影装置などのような被制
御装置の操作を行う場合にセキュリティ確保することは考えられていない。
【０００７】
　この発明は，携帯端末装置を利用して被制御装置の操作を行う場合にセキュリティを確
保することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は，被制御装置と上記被制御装置を制御する携帯端末装置とを含む制御システ
ムについてのものである。
【０００９】
　上記被制御装置は，認証用コードを生成する認証用コード生成手段，および上記認証用
コード生成手段により生成された認証用コードを出力する認証用コード出力手段を備え，
上記携帯端末装置は，コードを入力するコード入力手段，および上記コード入力手段から
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入力したコードを上記被制御装置に送信するコード送信手段を備えている。
【００１０】
　上記被制御装置は，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたコードが上
記被制御装置の上記認証用コード出力手段から出力された認証用コードであって，かつ上
記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コードが生成された時から第１
の期間を経過していないかどうかを判定する判定手段，および上記判定手段によって，上
記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたコードが上記被制御装置の上記認証
用コード出力手段から出力された認証用コードであって，かつ上記第１の期間を経過して
いないと判定されたことに応じて，上記携帯端末装置による制御を許可する許可手段をさ
らに備えている。
【００１１】
　この発明は，制御システムに適した動作制御方法も提供している。すなわち，被制御装
置と上記被制御装置を制御する携帯端末装置とを含む制御システムの動作制御方法におい
て，上記被制御装置の認証用コード生成手段が，認証用コードを生成し，上記被制御装置
の認証用コード出力手段が，上記認証用コード生成手段により生成された認証用コードを
出力し，上記携帯端末装置のコード入力手段が，コードを入力し，上記携帯端末装置のコ
ード送信手段が，上記コード入力手段から入力したコードを上記被制御装置に送信し，上
記被制御装置の判定手段が，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたコー
ドが上記被制御装置の上記認証用コード出力手段から出力された認証用コードであって，
かつ上記被制御装置の上記認証用コード生成手段によって認証用コードが生成された時か
ら第１の期間を経過していないかどうかを判定し，上記被制御装置の許可手段が，上記判
定手段によって，上記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたコードが上記被
制御装置の上記認証用コード出力手段から出力された認証用コードであって，かつ上記第
１の期間を経過していないと判定されたことに応じて，上記携帯端末装置による制御を許
可するものである。
【００１２】
　被制御装置または携帯端末装置をそれぞれ単独で構成してもよい。
【００１３】
　この発明によると，被制御装置において認証用コードが生成され，生成された認証用コ
ードが出力される。携帯端末装置をもったユーザは被制御装置の近くに移動することによ
り，被制御装置の認証用コード出力手段から出力される認証用コードが分る。出力された
認証用コードが携帯端末装置に入力されると，入力された認証用コードが被制御装置に送
信され，その入力された認証用コードが被制御装置の認証用コード出力手段から出力され
た認証用コードであり，かつ認証用コードが生成された時から第１の期間を経過していな
いかどうか判定される。入力された認証用コードが，被制御装置の認証用コード出力手段
から出力された認証用コードであり，かつ認証用コードが生成された時から第１の期間を
経過していないと判定されると，携帯端末装置による被制御装置の制御が許可される。
【００１４】
　携帯端末装置に入力された認証用コードが被制御装置の認証用コード出力手段から出力
された認証用コードと一致した場合には，携帯端末装置をもったユーザが，被制御装置の
近くにいることを意味する。被制御装置を制御する権限のあるユーザのみが被制御装置に
近づくことができると考えられるので，携帯端末装置を利用して被制御装置を制御できる
ようになる。生成されてから第１の期間を経過した認証用コードでは，携帯端末装置によ
る被制御装置の制御は許可されない。一度，被制御装置に近づいただけで，その後も被制
御装置が制御されてしまうことが未然に防止される。
【００１５】
　被制御装置は，許可手段による許可から第２の期間（第１の期間と同じでも異なっても
よい）が経過したことに応じて携帯端末装置による制御の許可を取り消す取消手段をさら
に備えてもよい。
【００１６】
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　上記携帯端末装置は，上記コード入力手段からコードが入力されたことに応じて，上記
携帯端末装置が存在する位置を表わすデータを上記被制御装置に送信する位置データ送信
手段をさらに備えてもよい。この場合，上記被制御装置の上記判定手段は，たとえば，上
記携帯端末装置の上記コード送信手段から送信されたコードが上記被制御装置の上記認証
用コード出力手段から出力された認証用コードであり，上記第１の期間を経過していない
かどうかを判定し，かつ上記携帯端末装置の上記位置データ送信手段から送信された位置
データが上記被制御装置の位置を示すかどうかを判定するものであり，上記被制御装置の
上記許可手段は，たとえば，上記判定手段によって，上記携帯端末装置の上記コード送信
手段から送信されたコードが上記被制御装置の上記認証用コード出力手段から出力された
認証用コードであり，上記第１の期間を経過していず，かつ上記携帯端末装置の上記位置
データ送信手段から送信された位置データが上記被制御装置の位置を示すと判定されたこ
とに応じて，上記携帯端末装置による制御を許可するものとなろう。
【００１７】
　上記被制御装置は，たとえば，互いに通信可能な被制御装置本体と認証サーバと制御用
サーバとを含んでもよい。この場合，上記認証用サーバは，たとえば，上記認証用コード
生成手段，および上記認証用コード生成手段によって生成された認証用コードを上記被制
御装置本体に送信する認証用コード送信手段を備え，上記被制御装置本体は，たとえば，
上記認証用コード出力手段を備え，上記認証用コード出力手段は，上記認証用サーバの上
記認証用コード送信手段から送信された認証用コードを出力するものであり，上記認証サ
ーバは，たとえば，上記判定手段，および上記判定手段による判定結果を示すデータを上
記制御用サーバに送信する判定結果送信手段を備え，上記制御用サーバは，たとえば，上
記許可手段を備え，上記許可手段は，上記認証サーバの上記判定結果送信手段から送信さ
れる判定結果を示すデータにもとづいて許可するものである。
【００１８】
　上記被制御装置は，たとえば，認証用区域に配置されており，上記携帯端末装置は，認
証用区域内外のいずれからも上記被制御装置を制御するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】病院内の様子を示している。
【図２】携帯端末装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】Ｘ線撮影装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】認証サーバの電気的構成を示すブロック図である。
【図５】認証コード表の一例である。
【図６】Ｘ線撮影用サーバ50の電気的構成を示すブロック図である。
【図７】認証済端末ＩＤ表の一例である。
【図８】携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】Ｘ線撮影装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】認証サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】Ｘ線撮影サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】Ｘ線撮影サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】Ｘ線撮影サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【実施例】
【００２０】
　図１は，この発明の実施例を示すもので，病院内における様子を示している。
【００２１】
　病院内には，Ｘ線撮影室70が設けられている。Ｘ線撮影室70内には被検者をＸ線撮影す
るＸ線撮影装置20が配置されている。Ｘ線撮影室70とは別の部屋の操作室80には，Ｘ線撮
影装置20を制御する設置型コンソール60が配置されている。また，病院内には認証サーバ
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40およびＸ線撮影用サーバ50が配置されている。もっとも，後述するようにＸ線撮像装置
20等と通信できれば，必ずしも病院内に配置されていなくともよい。Ｘ線撮影用サーバ50
には，画像保存データベース57および認証端末ＩＤ保存データベース58が接続されている
。
【００２２】
　Ｘ線撮影装置20は，操作室80に配置されている設置型コンソール60のほかに，オペレー
タ100が持ち運び自在な携帯端末装置１によっても制御される。
【００２３】
　病院には院内ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）90が形成されている。院内Ｌ
ＡＮ90により，認証サーバ40は，携帯端末装置１，Ｘ線撮影装置20およびＸ線撮影用サー
バ50と無線通信できる。また，設置型コンソール60は，Ｘ線撮影装置20およびＸ線撮影用
サーバ50と無線通信できる。
【００２４】
　携帯端末装置１は持ち運び自在であるために，オペレータ100は携帯端末装置１を持っ
てＸ線撮影室70に入ることにより，携帯端末装置１の表示画面を見ながら被検者を位置決
めできるようになる。
【００２５】
　図２は，携帯端末装置１の電気的構成を示すブロック図である。
【００２６】
　携帯端末装置１の全体の動作は，ＣＰＵ２によって統括される。
【００２７】
　携帯端末装置１には，表示装置３，表示装置３を制御する表示制御装置４，携帯端末装
置１が存在する位置を検出するＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）装置６
，ＧＰＳ装置６を制御するＧＰＳ制御装置５および所定のデータ，プログラム等を格納す
るメモリ７が含まれている。また，携帯端末装置１には，撮像装置９，撮像装置９を制御
する撮像制御装置８，通信装置11および通信装置11を制御する通信制御装置10も含まれて
いる。表示装置３の表示画面上にはタッチ・パネル（図示略）が形成されており，タッチ
・パネルを利用して所望のコマンド等が携帯端末装置１に入力されるのはいうまでもない
。
【００２８】
　図３は，Ｘ線撮影装置20の電気的構成を示すブロック図である。
【００２９】
　Ｘ線撮影装置20の全体の動作は制御装置21によって統括される。
【００３０】
　Ｘ線撮影装置20には，Ｘ線発生装置22およびフラット・パネル型検出装置23が含まれて
いる。Ｘ線発生装置20とフラット・パネル型検出装置23との間に被検者が入り，Ｘ線発生
装置22から照射されたＸ線が被検者を透過してフラット・パネル型検出装置23において検
出されることにより，被検者のＸ線画像が得られる。得られたＸ線画像は，画像メモリ24
において一時的に記憶される。画像メモリ24に記憶されているＸ線画像は，表示制御装置
25により，表示装置26の表示画面上に表示される。
【００３１】
　Ｘ線撮影装置20には，上述のように認証サーバ40等と通信する通信装置27，通信装置27
を制御する通信制御装置28，所定のデータ，プログラム等を格納するメモリ29および撮影
パラメータが格納されているパラメータ保存データベース30も含まれている。Ｘ線撮影に
より得られたＸ線画像を表わす画像データは通信装置27を用いてＸ線撮影用サーバ50に送
信されることもできる。
【００３２】
　また，表示装置26の表示画面上には認証コードを表わすマトリクス・コード（二次元コ
ード）が表示される。後述するように，マトリクス・コードを，携帯端末装置１を用いて
撮影することにより，携帯端末装置１の認証が行われる。認証された携帯端末装置１を用
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いてＸ線撮影装置20を制御できる。
【００３３】
　図４は，認証サーバ40の電気的構成を示すブロック図である。
【００３４】
　認証サーバ40の全体の動作はＣＰＵ41によって統括される。
【００３５】
　認証サーバ40には，所定のデータ，プログラムが格納されているメモリ42，時計43およ
びキーボードなどの入力装置44が含まれている。また，認証サーバ40にも，上述したよう
にＸ線撮影装置20等と通信するための通信装置46および通信装置46を制御する通信制御装
置45が含まれている。
【００３６】
　図５は，認証コード表の一例である。
【００３７】
　認証コード表は，上述したように，携帯端末装置１の認証に利用されるものである。Ｘ
線撮影装置20から認証サーバ40に認証コードの要求指令が送信されると，認証サーバ40に
おいて第１の期間の間，有効な認証コードが生成される。生成された認証コードの生成日
時も認証コード表に格納される。生成日時から第１の期間経過すると，認証コード表に格
納されていても認証コードは無効となる。
【００３８】
　図６は，Ｘ線撮影用サーバ50の電気的構成を示すブロック図である。
【００３９】
　Ｘ線撮影用サーバ50の全体の動作は，ＣＰＵ51によって統括される。
【００４０】
　Ｘ線撮影用サーバ50にも，所定のデータ，プログラムが格納されているメモリ52，時計
53およびキーボードなどの入力装置54が含まれている。また，Ｘ線撮影用サーバ50にも，
上述したように認証サーバ40等と通信するための通信装置56および通信装置56を制御する
通信制御装置55が含まれている。さらに，Ｘ線撮影用サーバ50には，Ｘ線画像を格納する
画像保存データベース57および認証された携帯端末装置１のＩＤを格納する認証端末ＩＤ
保存データベース58が接続されている。
【００４１】
　図７は，認証端末ＩＤ保存データベース58に格納される認証済端末ＩＤ表の一例である
。
【００４２】
　認証済端末ＩＤ表は，認証された携帯端末装置１のＩＤである認証端末ＩＤを格納する
ものである。認証済端末ＩＤ表に格納されている認証端末ＩＤをもつ携帯端末装置１がＸ
線撮影装置20を制御できる。
【００４３】
　認証済端末ＩＤ表には，認証端末ＩＤに対応して，携帯端末装置１が認証された日時を
示すアクセス許可日時も格納されている。この実施例では，アクセス許可日時から一定期
間経過すると，認証済端末ＩＤ表から認証端末ＩＤが削除される。これにより，一度認証
された携帯端末装置１が，無期限でＸ線撮影装置20を制御できてしまうという不具合が防
止される。
【００４４】
　図８から図10は，携帯端末装置１の処理手順を示すフローチャート，図11は，Ｘ線撮影
装置20の処理手順を示すフローチャート，図12は，認証サーバ40の処理手順を示すフロー
チャート，図13から図15はＸ線撮影サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【００４５】
　この実施例においては，Ｘ線撮影装置20の表示装置26に認証コードを表わすマトリクス
・コードが表示される。オペレータ100は，携帯端末装置１をもってＸ線撮影室70内に入
り，その表示されたマトリクス・コードを，携帯端末装置１を用いて撮影する。撮影され
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たマトリクス・コードと携帯端末装置１の位置を表すテータが認証サーバ40に送信され，
認証サーバ40において，携帯端末装置１から送信されたマトリクス・コードが認証コード
を表し，認証コードが生成された時から第１の期間（たとえば，１時間など検査に必要な
時間，一日でもよい）以内であり，かつ携帯端末装置１の位置がＸ線撮影室70内の位置を
示している場合には，オペレータ100はＸ線撮影室70内に入ることのできる者であるから
Ｘ線撮影装置20の操作権限を有する者と考えられる。このために，携帯端末装置１を用い
てＸ線撮影装置20を制御できるようになる。詳しくは，以下の説明によって明らかとなろ
う。
【００４６】
　携帯端末装置１を持ったオペレータ100は，Ｘ線撮影室70内に入り，Ｘ線撮影装置20を
制御するためのアプリケーションの起動指令を携帯端末装置１に入力する（図８ステップ
101）。すると，携帯端末装置１のＸ線撮影装置20を制御するアプリケーションが起動す
る（図８ステップ102）。
【００４７】
　まず，オペレータによってＸ線撮影装置20に認証コード取得指令が入力される（図11ス
テップ121）。すると，Ｘ線撮影装置20から認証サーバ40に認証コード要求指令が送信さ
れる（図11ステップ122）。
【００４８】
　Ｘ線撮影装置20から送信された認証コード要求指令が認証サーバ40において受信される
と（図12ステップ131でＹＥＳ），認証コードが認証サーバ40において生成される（図12
ステップ132）。生成された認証コードは，生成された日時とともに認証コード表（図５
参照）に格納される（図12ステップ133）。生成された認証コードは，認証サーバ40から
Ｘ線撮影装置20に送信される（図12ステップ134）。
【００４９】
　認証サーバ40から送信された認証コードがＸ線撮影装置20において受信されると（図11
ステップ123でＹＥＳ），受信した認証コードがマトリクス・コードに変換される（図11
ステップ124）。すると，変換されたマトリクス・コードがＸ線撮影装置20の表示装置26
の表示画面に表示される（図11ステップ125）。
【００５０】
　オペレータ100は，マトリクス・コードがＸ線撮影装置20の表示装置26の表示画面に表
示されたことを確認すると，携帯端末装置１を用いてマトリクス・コードを撮影する（図
８ステップ104）。また，携帯端末装置１に設けられているＧＰＳを利用して携帯端末装
置１の位置を表す位置データが取得される（図８ステップ105）。撮影されたマトリクス
・コード，取得した位置データおよび携帯端末装置１の端末ＩＤ（携帯端末装置１のメモ
リ７に固有の端末ＩＤが記憶されている）が携帯端末装置１から認証サーバ40に送信され
る（図８ステップ106）。
【００５１】
　携帯端末装置１から送信されたマトリクス・コード，位置データおよび端末ＩＤが認証
サーバ40において受信されると（図12ステップ135でＹＥＳ），受信したマトリクス・コ
ードによって表わされる認証コードが生成された時から第１の期間内であり，かつ受信し
た位置データによって表わされる位置がＸ線撮影室70（Ｘ線撮影装置20）の位置を示して
いるかどうかが確認される（図12ステップ136）。受信したマトリクス・コードによって
表わされる認証コードが認証コード表に格納されており，かつその認証コードの生成日時
から第１の期間を経過していなければ，その認証コードが有効であると判断される。また
，Ｘ線撮影室70の位置を表わすデータも認証サーバ40のメモリ42にあらかじめ格納されて
いるのはいうまでもない。
【００５２】
　マトリクス・コードが有効であり，かつ位置データがＸ線撮影室70の位置を表わすもの
であれば（図12ステップ136でＹＥＳ），それらのマトリクス・コード等はＸ線撮影室70
内にいるオペレータ100がもっている携帯端末装置１から送信されたもの考えられるので
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認証される。認証成功を示すデータが認証サーバ40から携帯端末装置１に送信される（図
12ステップ137）。また，携帯端末装置１の端末ＩＤが認証サーバ40からＸ線撮影用サー
バ50に送信される（図12ステップ138）。
【００５３】
　マトリクス・コードが有効ではない，あるいは位置データがＸ線撮影室70の位置を表わ
していない場合には，オペレータ100はＸ線撮影室70内に居ないと考えられるので認証さ
れない。認証失敗を示すデータが認証サーバ40から携帯端末装置１に送信される（図12ス
テップ139）。
【００５４】
　認証成功により，認証サーバ40からＸ線撮影サーバ50に送信された端末ＩＤがＸ線撮影
サーバ50において受信されると（図13ステップ141でＹＥＳ），受信した端末ＩＤが認証
済端末ＩＤ表の認証端末ＩＤの欄に格納される（図13ステップ142）。また，端末ＩＤの
受信時刻がアクセス許可日時として端末ＩＤに対応して認証済端末ＩＤ表に格納される。
【００５５】
　認証サーバ40から送信された認証成功を示すデータが携帯端末装置１において受信され
ると（図９ステップ107でＹＥＳ），携帯端末装置１の表示装置３の表示画面に認証成功
の旨が表示される（図９ステップ110）。これにより，オペレータ100は携帯端末装置１を
用いてＸ線撮影装置20を制御できることが分る。認証サーバ40から送信された認証失敗を
示すデータが携帯端末装置１において受信されると（図９ステップ107でＮＯ，ステップ1
08でＹＥＳ），携帯端末装置１の表示装置３の表示画面に認証失敗の旨が表示される（図
９ステップ109）。オペレータ100は必要に応じて，上述した認証処理を再度行うこととな
ろう。
【００５６】
　携帯端末装置１の認証成功となると，上述のように，オペレータ100は携帯端末装置１
を用いてＸ線撮影装置20を制御できるようになる。携帯端末装置１からＸ線撮影装置20の
撮影パラメータの操作があると（図９ステップ111でＹＥＳ），撮影パラメータおよび携
帯端末装置１の端末ＩＤが携帯端末装置１からＸ線撮影サーバ50に送信される（図９ステ
ップ112）。撮影パラメータには，たとえば，Ｘ線撮影装置20から照射されるＸ線量があ
る。撮影パラメータによってＸ線撮影装置20から照射されるＸ線量が制御される。
【００５７】
　Ｘ線撮影サーバ50において携帯端末装置１から送信された撮影パラメータおよび端末Ｉ
Ｄが受信されると（図13ステップ143でＹＥＳ），受信した端末ＩＤが認証済端末ＩＤ表
に格納されているかどうかが確認される（図13ステップ144）。受信した端末ＩＤが認証
済端末ＩＤ表に格納されていると（図13ステップ144でＹＥＳ），認証されている携帯端
末装置１からの撮影パラメータの設定の要求であることが確認されるので，Ｘ線撮影サー
バ50からＸ線撮影装置20に撮影パラメータが送信される（図13ステップ145）。受信した
端末ＩＤが認証済み端末ＩＤ表に格納されていなければ（図13ステップ144でＮＯ），受
信した端末ＩＤをもつ携帯端末装置１は認証されていないと判断されるので，操作拒否を
示すデータがＸ線撮影サーバ50から携帯端末装置１に送信される（図13ステップ146）。
操作拒否を示すデータが携帯端末装置１において受信されると，必要に応じて認証処理が
行われる。
【００５８】
　Ｘ線撮影サーバ50から送信された撮影パラメータがＸ線撮影装置20において受信される
と（図11ステップ126），受信した撮影パラメータがＸ線撮影装置20に設定される（図11
ステップ127）。たとえば，撮影パラメータがＸ線量を規定するものであれば，撮影パラ
メータで規定されるＸ線量でＸ線撮影が行われるようになる。
【００５９】
　オペレータ100によって携帯端末装置１にＸ線撮影装置20の撮影指示の操作があると（
図９ステップ113でＹＥＳ），撮影指示および端末ＩＤが携帯端末装置１からＸ線撮影サ
ーバ50に送信される（図９ステップ114）。
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【００６０】
　携帯端末装置１から送信された撮影指示および端末ＩＤがＸ線撮影サーバ50において受
信されると（図14ステップ147でＹＥＳ），受信した端末ＩＤが認証済端末ＩＤ表に格納
されているか確認される（図14ステップ148）。受信した端末ＩＤが認証済端末ＩＤ表に
格納されていると（図14ステップ148でＹＥＳ），Ｘ線撮影サーバ50からＸ線撮影装置20
に撮影指示が送信される（図14ステップ149）。受信した端末ＩＤが認証済み端末ＩＤ表
に格納されていなければ（図14ステップ148でＮＯ），撮影拒否を示すデータがＸ線撮影
サーバ50から携帯端末装置１に送信される（図14ステップ150）。撮影拒否を示すデータ
が携帯端末装置１において受信されると，上述した認証処理が再度行われることとなろう
。
【００６１】
　Ｘ線撮影サーバ50から送信された撮影指示がＸ線撮影装置20において受信されると（図
11ステップ128），その撮影指示にしたがってＸ線撮影装置20において被検者がＸ線撮影
される（図11ステップ129）。Ｘ線撮影により得られたＸ線画像はＸ線撮影装置20の表示
装置26の表示画面に表示されるとともにＸ線撮影装置20からＸ線撮影サーバ50に送信され
る（図11ステップ130）。
【００６２】
　Ｘ線撮影装置20から送信された撮影画像がＸ線撮影サーバ50において受信されると（図
14ステップ151でＹＥＳ），受信した撮影画像がＸ線撮影用サーバ50によって画像保存デ
ータベース57に格納される（図14ステップ152）。
【００６３】
　オペレータ100によって携帯端末装置１に撮影画像取得指令が入力されると（図９ステ
ップ113），撮影画像要求指令および端末ＩＤが携帯端末装置１からＸ線撮影サーバ50に
送信される（図９ステップ114）。
【００６４】
　携帯端末装置１から送信された撮影画像要求指令および端末ＩＤがＸ線撮影サーバ50に
おいて受信されると（図15ステップ153でＹＥＳ），受信した端末ＩＤが認証済端末ＩＤ
表に格納されているかどうかが確認される（図15ステップ154）。受信した端末ＩＤが認
証済端末ＩＤ表に格納されている場合には（図15ステップ154でＹＥＳ），要求された撮
影画像が画像保存データベース57から読み取られ，読み取られた撮影画像がＸ線撮影サー
バ50から携帯端末装置１に送信される（図15ステップ155）。受信した端末ＩＤが認証済
端末ＩＤ表に格納されていない場合には（図15ステップ154でＮＯ），送信拒否を示すデ
ータがＸ線撮影サーバ50から携帯端末装置１に送信される（図15ステップ156）。
【００６５】
　Ｘ線撮影サーバ50から送信された撮影画像が携帯端末装置１において受信されると（図
10ステップ117でＹＥＳ），受信した撮影画像が携帯端末装置１の表示装置３の表示画面
に表示される（図10ステップ118）。撮影画像が携帯端末装置１において受信されずに（
図10ステップ117でＮＯ），送信拒否を示すデータが受信されると（図10ステップ119でＹ
ＥＳ），送信拒否を示す旨が携帯端末装置１の表示装置３の表示画面に表示される（図10
ステップ120）。
【００６６】
　Ｘ線撮影用サーバ50の認証端末ＩＤ保存データベース58に記憶されている認証済端末Ｉ
Ｄ表に格納されている認証端末ＩＤのうち，アクセス許可日時から第２の期間（たとえば
，１時間）経過した認証端末ＩＤがある場合には（図15ステップ157でＹＥＳ），その認
証端末ＩＤが認証済端末ＩＤ表から削除される（図15ステップ158）。一度認証された携
帯端末１を用いて無期限でＸ線撮影装置20が制御されてしまうことを未然に防止できる。
【００６７】
　上述の実施例においては，Ｘ線撮影装置20のほかに認証サーバ40およびＸ線撮影用サー
バ50が設けられているが，認証サーバ40およびＸ線撮影用サーバ50のうち少なくとも一方
の機能をＸ線撮影装置20が行うようにしてもよい。認証サーバ40およびＸ線撮影用サーバ
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【００６８】
　また，上述の実施例においては，Ｘ線撮影装置20から認証サーバ40に認証コード要求指
令が送信されたことに応じて認証サーバ40において第１の期間の間有効な認証コードが生
成されているが（図12ステップ132），認証サーバ40において一定期間ごとに更新される
認証コードを生成しておき，Ｘ線撮影装置20から認証サーバ40に認証コード要求指令が送
信されたことに応じて最新の認証コードをＸ線撮影装置20に送信するようにしてもよい。
【００６９】
　さらに，上述の実施例においては，携帯端末装置１のＧＰＳ６を利用して携帯端末装置
１の位置がＸ線撮影室70の位置にあり，かつ認証コードが正しいときに認証成功としてい
るが，位置の確認をせずに認証コードの確認だけで認証処理が行われるようにしてもよい
。さらに，アクセス許可日時から第２の期間が経過した端末ＩＤについては，認証済端末
ＩＤ表から削除する処理がＸ線撮影サーバ50において行われているが，Ｘ線撮影サーバ50
でなく，認証サーバ40で行われるようにしてもよい。その場合には，認証済端末ＩＤ表と
同じ表が認証サーバ40においても格納され，アクセス許可日時から第２の期間が経過した
ことにより削除されるべき認証端末ＩＤが認証サーバ40からＸ線撮影サーバ50に送信され
ることとなろう。
【００７０】
　また，上述の実施例において認証コードの有効期間または認証コードが定期的に更新さ
れる場合の更新間隔の期間と，アクセス許可日時から認証済端末ＩＤ表から削除されるま
での期間とは同じでもよいし異なってもよい。
【００７１】
　上述の実施例では，携帯端末装置１を用いてＸ線撮影装置20を制御するものであるが，
Ｘ線撮影装置20を制御する場合に限らず，その他の被制御装置を制御するものに適用する
こともできる。その場合には，上述した位置の確認は，被制御装置の存在する位置が利用
されよう。また，上述の実施例においては，認証コードを表わすマトリクス・コードが表
示され，そのマトリクス・コードを利用して認証に利用されているが，マトリクス・コー
ドでなく，認証コードそのものが表示されるようにしてもよい。オペレータ100が認識で
きるコードであれば，表示されるのではなく音声出力でもよい。オペレータ100が認識で
きるコードであれば，コードが表示されるときにはその表示されたコードをオペレータ10
0が携帯端末装置１に入力するようにしてもよいし，コードが音声出力される場合には，
オペレータ100が聞いた音声を携帯端末装置１に入力するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７２】
１　携帯端末装置
９　撮像装置（認証用コード入力手段）
11　通信装置（コード送信手段）
20　Ｘ線撮影装置（被制御装置本体）
21　制御装置
26　表示装置
40　認証サーバ
41　ＣＰＵ（判定手段，許可手段）
50　Ｘ線撮影用サーバ（制御用サーバ）
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