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(57)【要約】
【課題】　画像形成装置の設定操作を容易にする。
【解決手段】　ＭＦＰと、ＭＦＰと通信して遠隔操作可
能な携帯情報端末とで構成される画像形成システムにお
いて、ＭＦＰは、携帯情報端末からの要求に応じて、遠
隔操作用の画面情報を送信する画面送信部（Ｓ０４）と
、携帯情報端末から指示を受信する指示受信部（Ｓ０５
）と、携帯情報端末から受信される指示に従って処理を
実行する処理実行部（Ｓ０７）と、を備え、携帯情報端
末は、該画面情報を受信する画面受信部と、受信された
画面情報に含まれる操作画面の画像を、予め設定されて
いる設定値に従って変換する画面変換部と、変換された
操作画面を表示する画面表示部と、変換された操作に従
って入力される指示を受け付けるための指示受付部と、
受け付けられた指示をＭＦＰに送信する指示送信部と、
を備える。
【選択図】　　　　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置と、該画像形成装置と通信して遠隔操作可能な携帯通信端末とで構成され
る画像形成システムであって、
　前記画像形成装置は、前記携帯通信端末からの要求に応じて、遠隔操作用の画面情報を
送信する送信手段と、
　前記携帯情報端末から指示を受信する指示受信手段と、
　前記携帯通信端末から受信される前記指示に従って処理を実行する処理実行手段と、を
備え、
　前記携帯通信端末は、該画面情報を受信する画面情報受信手段と、
　受信された前記画面情報に含まれる操作画面の画像を、予め設定されている設定値に従
って変換する変換手段と、
　変換された前記操作画面を表示する表示手段と、
　変換された前記操作画面に従って入力される指示を受け付けるための指示受付手段と、
　受け付けられた前記指示を前記画像形成装置に送信する指示送信手段と、を備えた画像
形成システム。
【請求項２】
　前記携帯通信端末は、受信された前記画面情報に含まれるテキストデータを音声合成し
、音声出力する音声出力手段をさらに備えた、請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項３】
　前記画像形成装置は、記録媒体に画像を形成する画像形成手段と、
　前記表示手段により表示されている前記操作画面が、画像を形成する機能に関連しない
場合、前記画像形成手段を能動化しない省電力モードを維持するよう制御する画像形成制
御手段と、をさらに備えた、請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項４】
　前記指示受付手段は、操作者の音声を認識する音声認識手段を含み、
　前記音声認識手段により認識された音声を指示として受け付ける、請求項１に記載の画
像形成システム。
【請求項５】
　携帯通信端末により遠隔操作される画像形成装置であって、
　操作画面を表示するための表示手段と、
　前記携帯通信端末の表示態様を定める設定値を取得する設定値取得手段と、
　遠隔操作用の画面情報に含まれる画像を、前記設定値に従って変換する変換手段と、
　前記携帯通信端末からの要求に応じて、変換された画像を含む前記遠隔操作用の画面情
報を前記携帯通信端末に送信する送信手段と、
　前記携帯情報端末から指示を受信する指示受信手段と、
　前記携帯通信端末から受信される前記指示に従って処理を実行する処理実行手段と、を
備えた画像形成装置。
【請求項６】
　前記設定値は、言語の種類を定める設定値、文字フォントを定める設定値、文字サイズ
を定める設定値、文字色を定める設定値、背景色を定める設定値のうちから選ばれた少な
くとも１つである、請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　画像形成装置と該画像形成装置と通信可能な携帯通信端末とで構成される画像形成シス
テムであって、
　前記携帯通信端末は、被写体を撮像する撮像手段と、
　前記画像形成装置の操作画面を撮像して得られる画像を記憶する記憶手段と、
　前記操作画面の撮像に応じて前記画像形成装置に撮像したことを通知する通知手段と、
　前記通知に応じて前記画像形成装置から登録番号を受信する登録番号受信手段と、
　前記登録番号と前記画像とを関連付けて記憶する記憶手段と、
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　前記記憶手段から前記画像を読み出して表示する表示手段と、
　表示された前記画像が指定されることに応じて、該画像に関連付けられた前記登録番号
を前記画像形成装置に送信する送信手段と、を備え、
　前記画像形成装置は、操作画面を表示する表示手段と、
　前記携帯通信端末から通知を受信することに応じて、前記表示画面に表示されている設
定値と登録番号とを関連付け、記憶する設定値記憶手段と、
　前記通信端末から前記登録番号を受信することに応じて、前記設定値記憶手段に記憶さ
れた設定値を読み出す読出し手段と、
　読み出された前記設定値を設定する設定手段と、を備えた画像形成システム。
【請求項８】
　前記携帯通信端末は、表示された前記画像に関連する送信先情報を設定する設定手段を
さらに備え、
　前記送信手段は、前記設定手段により送信先情報が設定された場合、前記登録番号とと
もに設定された送信先情報を前記画像形成装置にさらに送信し、
　前記画像形成装置の前記設定手段は、前記携帯通信端末から前記登録番号とともに前記
送信先情報が受信される場合、前記設定値記憶手段から読み出された設定値に代えて、前
記登録番号とともに受信される前記送信先情報を設定する、請求項７に記載の画像形成シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は画像形成システムおよび画像形成装置に関し、特に、携帯情報端末により遠
隔操作される画像形成装置を含む画像形成システムおよびその画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複合機（ＭＦＰ）の機能が複雑化しており、操作を設定するための操作画面の内
容や設定する項目が多岐に亘るようになってきている。表示画面が小さい場合には、キー
が小さくてメニューを判別しにくい場合があり、操作が困難であるといった問題がある。
さらに、ＭＦＰは複数のユーザに使用されるため、ＭＦＰを操作する機会の少ないユーザ
が存在する場合があり、そのユーザが複雑な操作手順を習得するのが困難であると行った
問題がある。
【０００３】
　一方、近年、携帯情報端末が、個人のニーズに合うよう高機能化・多様化しており、個
人に携帯されるために使用頻度がＭＦＰに比較して多く、複雑な操作手順であっても習得
される。また、各種データの送受信やブラウザ操作など、ＭＦＰが備える機能と類似の機
能も多い。また、携帯情報端末は、携帯するユーザが使い易いように表示画面の色情報や
言語情報、音声機能などをカスタマイズしている場合が多い。
【０００４】
　特開２００６－６０５３５号公報には、撮像手段と、前記撮像手段で撮像した画像を表
示可能な表示画面を前記撮像手段のレンズ装着面の反対側に有する主表示手段と、前記主
表示手段とは独立して別画像を表示可能な表示画面を前記レンズ装着面側に有する副表示
手段と、通信手段と、通信関連の情報を入力するキー入力手段と、を備えてなる携帯電話
装置であって、前記撮像手段で撮像した撮像画像を等倍以上に拡大して前記主表示手段の
表示画面に表示する虫眼鏡モードに動作モードを設定する虫眼鏡モード設定手段と、前記
虫眼鏡モード設定手段によって前記虫眼鏡モードに設定されると、前記副表示手段の表示
画面が前記虫眼鏡モードに設定されていないときよりも高輝度表示となるよう制御する制
御手段と、を備えていることを特徴とする携帯電話装置が記載されている。
【０００５】
　しかしながら、従来の携帯電話装置においては、ＭＦＰの操作画面を拡大して表示する
ことができるが、設定を容易にすることはできない。



(4) JP 2008-219351 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２００６－６０５３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の１つは
、画像形成装置の設定操作を容易にした画像形成システムを提供することである。
【０００７】
　この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の１つは
、設定操作を容易にした画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した目的を達成するためにこの発明のある局面によれば、画像形成システムは、画
像形成装置と、該画像形成装置と通信して遠隔操作可能な携帯情報端末とで構成される画
像形成システムであって、画像形成装置は、携帯情報端末からの要求に応じて、遠隔操作
用の画面情報を送信する送信手段と、携帯情報端末から指示を受信する指示受信手段と、
携帯情報端末から受信される指示に従って処理を実行する処理実行手段と、を備え、携帯
情報端末は、該画面情報を受信する画面情報受信手段と、受信された画面情報に含まれる
操作画面の画像を、予め設定されている設定値に従って変換する変換手段と、変換された
操作画面を表示する表示手段と、変換された操作画面に従って入力される指示を受け付け
るための指示受付手段と、受け付けられた指示を画像形成装置に送信する指示送信手段と
、を備える。
【０００９】
　この局面に従えば、画像形成装置を設定するための操作画面が、携帯情報端末において
ユーザが予め設定した設定値に従って変換されて表示され、携帯情報端末において画像形
成装置に処理を実行させるための指定が受け付けられる。このため、複数のユーザが使用
する画像形成装置の操作画面を変更することなく、ユーザ毎に設定された設定値に従って
変換された操作画面で画像形成装置を設定することができる。その結果、画像形成装置の
設定を容易にした画像形成システムを提供することができる。
【００１０】
　好ましくは、携帯情報端末は、受信された画面情報に含まれるテキストデータを音声合
成し、音声出力する音声出力手段をさらに備える。
【００１１】
　好ましくは、画像形成装置は、記録媒体に画像を形成する画像形成手段と、表示手段に
より表示されている操作画面が、画像を形成する機能に関連しない場合、画像形成手段を
能動化しない省電力モードを維持するよう制御する画像形成制御手段と、をさらに備える
。
【００１２】
　この局面に従えば、遠隔操作によって電力が消費されないので、消費電力を低減するこ
とができる。
【００１３】
　好ましくは、指示受付手段は、操作者の音声を認識する音声認識手段を含み、音声認識
手段により認識された音声を指示として受け付ける。
【００１４】
　この局面に従えば、音声で指示が入力されるので、操作を簡単にすることができる。
【００１５】
　この発明の他の局面によれば、画像形成装置は、携帯情報端末により遠隔操作される画
像形成装置であって、操作画面を表示するための表示手段と、携帯情報端末の表示態様を
定める設定値を取得する設定値取得手段と、遠隔操作用の画面情報に含まれる画像を、設
定値に従って変換する変換手段と、携帯情報端末からの要求に応じて、変換された画像を
含む遠隔操作用の画面情報を携帯情報端末に送信する送信手段と、携帯情報端末から指示
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を受信する指示受信手段と、携帯情報端末から受信される指示に従って処理を実行する処
理実行手段と、を備える。
【００１６】
　この局面に従えば、画像形成装置を設定するための操作画面を、携帯情報端末から受信
される設定値に従って変換した操作画面が送信され、携帯情報端末から処理を実行させる
ための指定が受け付けられる。このため、複数のユーザが使用する画像形成装置の操作画
面を変更することなく、ユーザ毎に設定された設定値に従って変換された操作画面を携帯
情報端末に表示することができる。その結果、設定を容易にした画像形成装置を提供する
ことができる。
【００１７】
　好ましくは、設定値は、言語の種類を定める設定値、文字フォントを定める設定値、文
字サイズを定める設定値、文字色を定める設定値、背景色を定める設定値のうちから選ば
れた少なくとも１つである。
【００１８】
　この発明のさらに他の局面によれば、画像形成システムは、画像形成装置と該画像形成
装置と通信可能な携帯情報端末とで構成される画像形成システムであって、携帯情報端末
は、被写体を撮像する撮像手段と、画像形成装置の操作画面を撮像して獲られる画像を記
憶する記憶手段と、操作画面の撮像に応じて画像形成装置に撮像したことを通知する通知
手段と、通知に応じて画像形成装置から登録番号を受信する登録番号受信手段と、登録番
号と画像とを関連付けて記憶する記憶手段と、記憶手段から画像を読み出して表示する表
示手段と、表示された画像が指定されることに応じて、該画像に関連付けられた登録番号
を画像形成装置に送信する送信手段と、を備え、画像形成装置は、操作画面を表示する表
示手段と、携帯情報端末から通知を受信することに応じて、表示画面に表示されている設
定値と登録番号とを関連付け、記憶する設定値記憶手段と、通信端末から登録番号を受信
することに応じて、設定値記憶手段に記憶された設定値を読み出す読出し手段と、読み出
された設定値を設定する設定手段と、を備える。
【００１９】
　この局面に従えば、携帯情報端末により画像形成装置の操作画面が撮像され、その画面
が後に指定されると、画像形成装置において、撮像された時点に設定されていた設定値に
設定される。このため、画像形成装置の操作を容易にした画像形成システムを提供するこ
とができる。
【００２０】
　好ましくは、携帯情報端末は、表示された画像に関連する送信先情報を設定する設定手
段をさらに備え、送信手段は、設定手段により送信先情報が設定された場合、登録番号と
ともに設定された送信先情報を画像形成装置にさらに送信し、画像形成装置の設定手段は
、携帯情報端末から登録番号とともに送信先情報が受信される場合、設定値記憶手段から
読み出された設定値に代えて、登録番号とともに受信される送信先情報を設定する。
【００２１】
　この局面に従えば、送信先の変更を容易に設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。以下の説明では同一の部
品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれ
らについての詳細な説明は繰返さない。
【００２３】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の実施の形態の１つにおける画像形成システムの全体概要を示す図であ
る。図１を参照して、画像形成システム１は、それぞれがネットワーク２に接続された画
像形成装置としてのＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）１
００，１０１，１０２とパーソナルコンピュータ（以下「ＰＣ」という）１０５と、携帯
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情報端末２００と、無線局３００とを含む。
【００２４】
　ＰＣ１０５は、一般的なコンピュータであり、ＭＦＰ１００，１０１，１０２を制御す
るためのプリンタドライバプログラムがインストールされている。なお、ＭＦＰ１００，
１０１，１０２の種類が異なる場合、ＰＣ１０５には、ＭＦＰ１００，１０１，１０２を
制御するための３種類のプリンタドライバプログラムがそれぞれインストールされる。
【００２５】
　ＭＦＰ１００，１０１，１０２各々は、原稿を読取るためのスキャナ装置、画像データ
に基づいて紙などの記録媒体に画像を形成するための画像形成装置およびファクシミリ装
置を含み、画像読取機能、複写機能、ファクシミリ送受信機能を備えている。なお、本実
施の形態においてはＭＦＰ１００，１０１，１０２を例に説明するが、ＭＦＰ１００，１
０１，１０２に代えて、画像を形成する機能を備えた装置であれば、たとえば、プリンタ
、ファクシミリ装置等であってもよい。また、ＭＦＰ１００，１０１，１０２は、機能が
同じなので以下の説明では特に言及しない限りＭＦＰ１００を例に説明する。
【００２６】
　携帯情報端末２００は、一般的な携帯電話であり、携帯電話用基地局と無線で通信する
ことにより携帯電話網に接続し、通話が可能である。また、携帯情報端末２００は、無線
ＬＡＮ機能を備えている。
【００２７】
　ネットワーク２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であり、接続形態は有線ま
たは無線を問わない。またネットワーク２は、ＬＡＮに限らず、公衆交換電話網（Ｐｕｂ
ｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）を用いたネットワ
ーク等であってもよい。さらに、ネットワーク２は、インターネットなどのワイドエリア
ネットワーク（ＷＡＮ）に接続されている。
【００２８】
　無線局３００は、ネットワーク２の中継装置であり、無線ＬＡＮ通信機能を備えた携帯
情報端末２００と通信して、携帯情報端末２００をネットワーク２に接続する。ＭＦＰ１
００，１０１，１０２各々は、ネットワーク２を介してＰＣ１０５とデータの送受信が可
能である。また、ＭＦＰ１００，１０１，１０２各々は、ネットワーク２および無線局３
００を介して携帯情報端末２００とデータの送受信が可能である。
【００２９】
　図２は、ＭＦＰの外観を示す斜視図である。図３は、ＭＦＰのハードウェア構成の概要
を示すブロック図である。図２および図３を参照して、ＭＦＰ１００は、メイン回路１１
０と、原稿を読み取るための原稿読取部１３０と、原稿を原稿読取部１３０に搬送するた
めの自動原稿搬送装置１２０と、原稿読取部１３０が原稿を読み取って出力する画像デー
タに基づいて用紙等に画像を形成するための画像形成部１４０と、画像形成部１４０に用
紙を供給するための給紙部１５０と、ユーザインターフェースとしての操作パネル１６０
とを含む。
【００３０】
　メイン回路１１０は、ＣＰＵ１１１と、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）部１１２と、
ＲＯＭ１１３と、ＲＡＭ１１４と、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒ
ａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）１１５と、大容量記憶装置
としてのハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１１６と、ファクシミリ部１１７と、フラッ
シュメモリ１１８Ａが装着されるカードインターフェース（Ｉ／Ｆ）１１８と、を含む。
ＣＰＵ１１１は、自動原稿搬送装置１２０、原稿読取部１３０、画像形成部１４０、給紙
部１５０および操作パネル１６０と接続され、ＭＦＰ１００の全体を制御する。
【００３１】
　ＲＯＭ１１３は、ＣＰＵ１１１が実行するプログラム、またはそのプログラムを実行す
るために必要なデータを記憶する。ＲＡＭ１１４は、ＣＰＵ１１１がプログラムを実行す
る際の作業領域として用いられる。また、ＲＡＭ１１４は、原稿読取部１３０から連続的
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に送られてくる読取データ（画像データ）を一時的に記憶する。
【００３２】
　操作パネル１６０は、ＭＦＰ１００の上面に設けられ、表示部１６０Ａと操作部１６０
Ｂとを含む。表示部１６０Ａは、液晶表示装置（ＬＣＤ）、有機ＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等の表示装置であり、ユーザに対する指
示メニューや取得した画像データに関する情報等を表示する。操作部１６０Ｂは、複数の
キーを備え、キーに対応するユーザの操作による各種の指示、文字、数字などのデータの
入力を受付ける。操作部１６０Ｂは、表示部１６０Ａ上に設けられたタッチパネルをさら
に含む。
【００３３】
　通信Ｉ／Ｆ部１１２は、ＭＦＰ１００をネットワーク２に接続するためのインターフェ
ースである。ＣＰＵ１１１は、通信Ｉ／Ｆ部１１２を介してＭＦＰ１０１，１０２、ＰＣ
１０５または携帯情報端末２００との間で通信し、データを送受信する。また、通信Ｉ／
Ｆ部１１２は、ネットワーク２を介してインターネットに接続されたコンピュータと通信
が可能である。
【００３４】
　ファクシミリ部１１７は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）に接続され、ＰＳＴＮにファク
シミリデータを送信する、またはＰＳＴＮからファクシミリデータを受信する。ファクシ
ミリ部１１７は、受信したファクシミリデータを、ＨＤＤ１１６に記憶する、または画像
形成部１４０に出力する。画像形成部１４０は、ファクシミリ部１１７により受信された
ファクシミリデータを用紙にプリントする。また、ファクシミリ部１１７は、ＨＤＤ１１
６に記憶されたデータをファクシミリデータに変換して、ＰＳＴＮに接続されたファクシ
ミリ装置に送信する。
【００３５】
　カードＩ／Ｆ１１８は、フラッシュメモリ１１８Ａが装着される。ＣＰＵ１１１は、カ
ードＩ／Ｆ１１８を介してフラッシュメモリ１１８Ａにアクセス可能である。ＣＰＵ１１
１は、カードＩ／Ｆ１１８に装着されたフラッシュメモリ１１８Ａに記録されたプログラ
ムをＲＡＭ１１４にロードして実行する。なお、ＣＰＵ１１１が実行するプログラムは、
フラッシュメモリ１１８Ａに記録されたプログラムに限られず、ＨＤＤ１１６に記憶され
たプログラムをＲＡＭ１１４にロードして実行するようにしてもよい。この場合、ネット
ワーク２に接続された他のコンピュータが、ＭＦＰ１００のＨＤＤ１１６に記憶されたプ
ログラムを書換える、または、新たなプログラムを追加して書き込むようにしてもよい。
さらに、ＭＦＰ１００が、ネットワーク２に接続された他のコンピュータからプログラム
をダウンロードして、そのプログラムをＨＤＤ１１６に記憶するようにしてもよい。ここ
でいうプログラムは、ＣＰＵ１１１が直接実行可能なプログラムだけでなく、ソースプロ
グラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む。
【００３６】
　本実施の形態における画像形成システム１において、ＭＦＰ１００，１０１，１０２お
よび携帯情報端末２００間で、データが送受信される。データを送受信するプロトコルは
、受信側の装置において送信元を特定することができれば、任意のプロトコルを用いるこ
とが可能である。データを送受信するプロトコルは、例えばＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘ
ｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）およびＳＭＰＴ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）、ＰＯＰ（Ｐｏｓｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等が用いられる。
【００３７】
　図４は、携帯情報端末のハードウェア構成の概要を示す機能ブロック図である。図４を
参照して、携帯情報端末２００は、携帯情報端末２００の全体を制御するためのＣＰＵ２
０１と、カメラ２０２と、データを不揮発的に記憶するフラッシュメモリ２０３と、通話
部２０５と接続された無線通信部２０４と、情報を表示する表示部２０６と、ユーザの操
作の入力を受付ける操作部２０７と、無線ＬＡＮＩ／Ｆ２０８とを含む。



(8) JP 2008-219351 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

【００３８】
　無線通信部２０４は、電話通信網に接続された携帯電話用基地局と無線通信する。無線
通信部２０４は、携帯情報端末２００を電話通信網に接続し、通話部２０５を用いた通話
を可能とする。無線通信部２０４は、携帯電話用基地局から受信した無線信号を復調した
音声信号を復号して通話部２０５に出力する。また、無線通信部２０４は、通話部２０５
から入力される音声を符号化し、携帯電話用基地局に送信する。通話部２０５は、マイク
およびスピーカを備え、無線通信部２０４から入力される音声をスピーカから出力し、マ
イクから入力される音声を無線通信部２０４に出力する。さらに、無線通信部２０４は、
ＣＰＵ２０１により制御され、携帯情報端末２００を電子メールサーバに接続し、電子メ
ールを送受信する。
【００３９】
　カメラ２０２は、レンズおよびＣＭＯＳ(Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサ等の光電変換素子を備え、レンズで集
光した光をＣＭＯＳセンサに結像し、ＣＭＯＳセンサは受光した光を光電変換して画像デ
ータをＣＰＵ２０１に出力する。
【００４０】
　表示部２０６は、液晶表示装置（ＬＣＤ）、有機ＥＬＤ等の表示装置であり、ユーザに
対する指示メニューや取得した画像データに関する情報等を表示する。操作部２０７は、
複数のキーを備え、キーに対応するユーザの操作による各種の指示、文字、数字などのデ
ータの入力を受付ける。
【００４１】
　無線ＬＡＮＩ／Ｆ２０８は、無線局３００と通信し、携帯情報端末２００をネットワー
ク２に接続するためのインターフェースである。携帯情報端末２００に予めＭＦＰ１００
，１０１，１０２それぞれのＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを登
録しておくことにより、携帯情報端末２００は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２と通信す
ることができ、データの送受信が可能となる。
【００４２】
　図５は、第１の実施の形態におけるＭＦＰが備えるＣＰＵ１１１の機能の概要を示す機
能ブロック図である。図５を参照して、ＣＰＵ１１１は、携帯情報端末２００から画面の
送信要求を受信する要求受信部１１と、表示部１６０Ａを制御するための画面表示制御部
１３と、ＨＤＤ１１６に記憶されている遠隔操作用の操作画面を読み出す遠隔操作用画面
読出部１５と、遠隔操作用の操作画面を携帯情報端末２００に送信する画面送信部１７と
、携帯情報端末２００から指示を受信する指示受信部１９と、処理を実行するための処理
実行部２１と、を含む。
【００４３】
　要求受信部１１は、携帯情報端末２００との間の接続を確立後、携帯情報端末２００か
ら送信される操作画面の送信要求を受信する。要求受信部１１は、携帯情報端末２００と
の間の接続を確立する際に、携帯情報端末２００からユーザＩＤおよびパスワード等の認
証情報を受信するようにし、認証に成功することを条件に操作画面の送信要求を受信する
ようにしてもよい。これにより、ＭＦＰ１００を使用するユーザを限定することができる
。要求受信部１１は、操作画面の送信要求を受信すると、遠隔操作用画面読出部１５に読
出指示を出力する。
【００４４】
　画面表示制御部１３は、ＥＥＰＲＯＭ１１５に予め記憶された複数の操作画面のいずれ
かを表示部１６０Ａに表示する。複数の操作画面は、互いに関連付けられており、１つの
操作画面が他の操作画面に遷移するための遷移ボタンを有している。画面表示制御部１３
は、遷移ボタンの指示が操作部１６０Ｂで検出されると、その遷移ボタンに関連付けられ
た操作画面をＥＥＰＲＯＭ１１５から読み出して、表示部１６０Ａに表示する。
【００４５】
　遠隔操作用画面読出部１５は、要求受信部１１から読出指示が入力されると、画面表示
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制御部１３により表示部１６０Ａに表示されている操作画面に対応して予めＥＥＰＲＯＭ
１１５に記憶された遠隔制御用の操作画面を読出し、画面送信部１７に出力する。ＥＥＰ
ＲＯＭ１１５には、複数の操作画面にそれぞれ対応する複数の遠隔操作用画面が記憶され
ている。画面送信部１７は、遠隔操作用画面が入力されると、要求受信部１１が受信した
要求を送信してきた携帯情報端末２００に、遠隔操作用の操作画面を送信する。また、画
面送信部１７は、携帯情報端末２００に遠隔操作用の操作画面を送信したことを指示受信
部１９に通知するために、携帯情報端末２００の識別情報と遠隔操作用の操作画面を識別
するための画面識別情報とを指示受付部１９に出力する。携帯情報端末２００の識別情報
は、例えば、携帯情報端末２００に割り当てられたネットワーク２上の位置情報である。
ネットワーク２上の位置情報は、例えば、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
アドレスまたはＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスである。
【００４６】
　指示受信部１９は、画面送信部１７から携帯情報端末２００の識別情報と遠隔操作画面
の画面識別情報とが入力されると、携帯情報端末２００から指示を受け付けるまで待機す
る。携帯情報端末２００から指示を受信すると、受信した指示を処理実行部２１に出力す
る。処理実行部２１は、指示受信部１９により受信された指示に従って、処理を実行する
。処理実行部２１が実行する処理は、画像形成部１４０による画像形成処理、通信Ｉ／Ｆ
１１２からデータを送信するデータ送信処理、ファクシミリ部１１７からファクシミリ送
信する処理、ＨＤＤ１１６に記憶されているデータを閲覧、複写する処理、原稿読取部１
３０で原稿を読み取る処理等、ＭＦＰ１００が実行可能な処理のすべてを含む。処理実行
部２１は、消費電力が少なく画像を形成することのできないスリープモードにある場合、
画像形成処理の実行するための指示が入力されるまで、スリープモードを維持する。例え
ば、画像形成処理以外のデータ送信処理、ファクシミリ送信処理、データを閲覧、複写す
る処理、原稿を読み取る処理が指示された場合には、スリープモードを維持する。このた
め、携帯情報端末２００によって遠隔操作されている場合には、可能な限りスリープモー
ドが維持されるので、消費電力を低減することができる。
【００４７】
　図６は、第１の実施の形態における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す機
能ブロック図である。図６を参照して、携帯情報端末２００のＣＰＵ２０１は、ＭＦＰ１
００，１０１，１０２のいずれかに遠隔操作画面の送信を要求する要求部５１と、遠隔操
作用の画面をＭＦＰ１００から受信する画面受信部５３と、フラッシュメモリ２０３に予
め記憶された設定値を読み出すための設定値読出部５５と、遠隔操作用の画面を設定値に
従って変換する画面変換部５７と、変換された画面に含まれる文字を合成し音声出力する
音声合成部６０と、変換された画面を表示部２０６に表示するための画面表示部５９と、
指示を受け付ける指示受付部６１と、受け付けられた指示を送信する指示送信部６３と、
を含む。
【００４８】
　要求部５１は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかに操作画面の送信要求を送信
する。携帯情報端末２００を携帯するユーザが、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれ
かを選択することにより、操作画面の送信要求を送信するＭＦＰが決定される。例えば、
ユーザがＭＦＰ１００を操作するためにＭＦＰ１００を選択すれば、携帯情報端末２００
は、ＭＦＰ１００に操作画面の送信要求を送信する。ここでは、ＭＦＰ１００が選択され
た場合を例に説明する。要求部５１は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかとの間
の接続を確立する際に、ユーザＩＤおよびパスワード等の認証情報をユーザに入力させ、
それをＭＦＰ１００に送信するようにし、ＭＦＰ１００において実行される認証に成功す
ることを条件に操作画面の送信要求を送信するようにしてもよい。要求部５１は、操作画
面の送信要求を送信すると、画面受信部５３に受信指示を出力する。受信指示は、操作画
面の送信要求を送信したＭＦＰ、ここではＭＦＰ１００を識別するための装置識別情報を
含む。
【００４９】
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　画面受信部５３は、受信指示が入力されると、ＭＦＰ１００からの操作画面を受信する
まで待機状態となり、操作画面を受信すると、設定値読出部５５に読出指示を出力すると
ともに、画面変換部５７に受信した操作画面を出力する。
【００５０】
　設定値読出部５５は、フラッシュメモリ２０３に予め記憶された設定値を読出し、設定
値を画面変換部５７に出力する。設定値は、画面の表示態様を定める値であり、例えば、
文字の色、画面の大きさ、言語を定める値である。
【００５１】
　画面変換部５７は、画面受信部５３から入力される操作画面を設定値に従って変換し、
変換した画面を画面表示部５９に出力する。具体的には、設定値が文字の色を定めていれ
ば、画面中に含まれる色を設定値で定められた文字の色に変換する。設定値に画面の大き
さが定められていれば、操作画面を設定値で定まる大きさに拡大または縮小する。さらに
設定値に言語が設定されていれば、操作画面に含まれる文字を文字認識し、その文字を設
定値で定まる言語に翻訳する。画面変換部５７は、設定値に従って変換した操作画面を画
面表示部５９および音声合成部６０に出力する。
【００５２】
　画面表示部５９は、入力される画面を表示部２０６に表示する。表示される画面は、Ｍ
ＦＰ１００から受信した操作画面を設定値に従って変換した画面なので、ユーザが所望す
る表示態様で表示される。ユーザが所望し予め設定した文字の色、大きさ、または言語で
操作画面が表示されるので、設定値の入力が容易となる。
【００５３】
　音声合成部６０は、入力される画面に含まれる文字（テキストデータ）を音声合成し、
通話部２０５が備えるスピーカから音声を出力する。このため、画面に含まれる文字が音
声で出力されるので、ユーザは、表示部２０６を見なくても操作画面を認識することがで
きる。
【００５４】
　指示受付部６１は、ユーザが表示部２０６に表示された画面に従って操作部２０７に入
力する指示を受け付ける。また、指示受付部６１は、音声認識機能を有する。ユーザが通
話部２０５の備えるマイクロホンに向かって指示を発声すれば、その音声を認識し、指示
を受け付ける。指示受付部６１は、受け付けた指示を指示送信部６３に出力する。指示送
信部６３は、入力される指示を、操作画面を送信してきたＭＦＰ１００に送信する。
【００５５】
　図７は、第１の実施の携帯における遠隔操作受付処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。遠隔操作受付処理は、ＭＦＰのＣＰＵが遠隔操作受付プログラムを実行するこ
とにより、ＣＰＵにより実行される処理である。図７を参照して、携帯情報端末２００か
ら操作画面の送信要求を受信したか否かを判断する（ステップＳ０１）。携帯情報端末２
００から操作画面の送信要求を受信するまで待機状態となり（ステップＳ０１でＮＯ）、
操作画面の送信要求を受信すると処理をステップＳ０２に進める。すなわち、遠隔操作受
付処理は、操作画面の送信要求を受信することを条件に実行される処理である。送信要求
を受信した時点で、送信要求とともに携帯情報端末２００のネットワーク２上の位置情報
を受信する。ネットワーク２上の位置情報は、例えば、ＩＰアドレスまたはＭＡＣアドレ
スである。
【００５６】
　ステップＳ０２においては、操作画面を取得する。その時点で表示部１６０Ａに表示し
ている操作画面を特定するための情報、例えば、画面番号を取得する。そして、取得した
画面番号に対応する遠隔操作用の操作画面をＥＥＰＲＯＭ１１５から読み出す（ステップ
Ｓ０３）。そして、読出した遠隔操作用の操作画面を、送信要求を送信してきた携帯情報
端末２００に送信する。ステップＳ０１において、送信要求とともに受信した携帯情報端
末２００のネットワーク２上の位置情報が受信されているので、この位置情報を用いて遠
隔操作用の操作画面を携帯情報端末２００に送信する。
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【００５７】
　ステップＳ０５においては、携帯情報端末２００から指示を受信するまで待機状態とな
り（ステップＳ０５でＮＯ）、指示を受信すると処理をステップＳ０６に進める。ステッ
プＳ０６においては、受信した支持が画面を遷移させるための画面遷移指示か否かを判断
する。画面遷移指示ならば処理をステップＳ０８に進め、そうでなければ処理をステップ
Ｓ０７に進める。ステップＳ０８においては、表示部１６０Ａに表示する操作画面を、遷
移指示により特定される操作画面に切り換え、処理をステップＳ０２に進める。
【００５８】
　ステップＳ０７においては、受信した指示に従って処理を実行する。例えば、コピー処
理、プリント処理、データ送信、ファクシミリ送信、等を実行する。なお、受信した指示
がコピー処理およびプリント処理以外の場合、ＭＦＰ１００がスリープモードならば、ス
リープモードを維持する。画像形成部１４０を使用しない処理を実行する指示が受信され
た場合には、画像形成部１４０を駆動させる必要がないので、スリープモードにある画像
形成部１４０を駆動させないようにして、消費電力を低減するためである。
【００５９】
　図８は、第１の実施の形態における遠隔操作処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。遠隔操作処理は、携帯情報端末２００のＣＰＵ２０１が、遠隔操作プログラムを実
行することにより、ＣＰＵ２０１により実行される処理である。図８を参照して、ＭＦＰ
１００，１０１，１０２のいずれかへの接続指示を受け付けたか否かを判断する。操作部
２０７にＭＦＰ１００、１０１、１０２のいずれかを選択する指示と、接続する指示とが
受け付けられたか否かを判断する。接続指示を受け付けるまで待機状態となり（ステップ
Ｓ１１でＮＯ）、接続指示を受け付けたならば処理をステップＳ１２に進める。すなわち
、遠隔操作処理は、接続指示を受け付けることを条件に実行される処理である。ここでは
、ＭＦＰ１００を選択する指示と、接続する指示とが入力された場合を例に説明する。
【００６０】
　ステップＳ１２においては、フラッシュメモリ２０３に記憶されている設定値を読み出
す。そして、ＭＦＰ１００に操作画面の送信要求を送信する（ステップＳ１３）。次のス
テップＳ１４においては、操作画面を受信するまで待機状態となり（ステップＳ１４でＮ
Ｏ）、操作画面を受信すると処理をステップＳ１５に進める。
【００６１】
　ステップＳ１５においては、ステップＳ１２において読み出した設定値に従ってステッ
プＳ１４で受信した操作画面を変換する。具体的には、設定値に文字の色が定められてい
れば、操作画面中に含まれる色を設定値で定められた文字の色に変換する。設定値に画面
の大きさがさだめられていれば、操作画面を設定値で定められる大きさに拡大または縮小
する。さらに設定値に言語が定められていれば、操作画面に含まれる文字を文字認識し、
その文字を設定値で定められる言語に翻訳する。そして、変換後の操作画面を表示部２０
６に表示する。なお、表示部２０６に表示するのに加えて、またはこれとは別に変換後の
操作画面に含まれる文字を文字認識し、認識された文字を合成した音声をスピーカから出
力するようにしてもよい。
【００６２】
　次に、操作画面に従って操作部２０７に指示が入力されるまで待機状態となり（ステッ
プＳ１７でＮＯ）、指示が入力されると処理をステップＳ１８に進める。なお、操作部２
０７で指示を受け付けるのに代えて、またはそれに加えて、音声で指示を受け付け、その
音声を音声認識することにより指示を受け付けるようにしてもよい。
【００６３】
　ステップＳ１８においては、入力された指示が遠隔操作を終了させる指示か否かを判断
する。遠隔操作を終了させる終了指示ならば処理を終了し、そうでなければ処理をステッ
プＳ１９に進める。ステップＳ１８においては、入力された指示を、ＭＦＰ１００に送信
する。
【００６４】
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　＜変形例＞
　上述した実施の形態においては、携帯情報端末２００において、操作画面を設定値に従
って変換するようにしたが、ＭＦＰ１００において操作画面を設定値に従って変換するよ
うにしてもよい。
【００６５】
　図９は、変形例におけるＭＦＰが備えるＣＰＵの機能の概要を示す機能ブロック図であ
る。図９を参照して、変形例におけるＭＦＰ１００が備えるＣＰＵ１１１Ａは、図５に示
した機能ブロック図と異なる点は、要求受信部１１Ａが変更された点、画面変換部２３が
追加された点である。その他の構成は上述したのでここでは説明を繰り返さない。
【００６６】
　図９を参照して、要求受信部１１Ａは、携帯情報端末２００との間の接続を確立後、携
帯情報端末２００から送信される操作画面の送信要求と設定値とを受信する。要求受信部
１１Ａは、操作画面の送信要求と設定値とを受信すると、遠隔操作用画面読出部１５に読
出指示を出力するとともに、設定値を画面変換部２３に出力する。
【００６７】
　遠隔操作用画面読出部１５は、要求受信部１１から読出指示が入力されると、画面表示
制御部１３により表示部１６０Ａに表示されている操作画面に対応して予めＥＥＰＲＯＭ
１１５に記憶された遠隔制御用画面を読出し、画面変換部２３に出力する。
【００６８】
　画面変換部２３は、遠隔操作用画面読出部１５から入力される遠隔操作用の操作画面を
、要求受信部１１Ａから入力される設定値に従って変換し、変換した画面を画面送信部１
７に出力する。具体的には、設定値に文字の色がさだめられていれば、画面中に含まれる
色を設定値でさだめられる文字の色に変換する。設定値に画面の大きさがさだめられてい
れば、操作画面を設定値で定められる大きさに拡大または縮小する。さらに設定値に言語
がさだめられていれば、操作画面に含まれる文字を文字認識し、その文字を設定値で定め
られる言語に翻訳する。
【００６９】
　図１０は、変形例における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す機能ブロッ
ク図である。図１０を参照して、図６に示した機能ブロック図と異なる点は、要求部５１
Ａおよび画面受信部５３Ａが変更された点、および画面変換部５７が削除された点である
。その他の構成は上述したのでここでは説明を繰り返さない。
【００７０】
　要求部５１Ａは、設定値読出部５５より設定値が入力される。また、要求部５１Ａは、
ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかに操作画面の送信要求と設定値とを送信する。
携帯情報端末２００を携帯するユーザが、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかを選
択することにより、操作画面の送信要求を送信するＭＦＰが決定される。ここでは、ＭＦ
Ｐ１００が選択された場合を例に説明する。要求部５１Ａは、ＭＦＰ１００，１０１，１
０２のいずれかとの間の接続を確立する際に、ユーザＩＤおよびパスワード等の認証情報
をユーザに入力させ、それをＭＦＰ１００に送信するようにし、ＭＦＰ１００において実
行される認証に成功することを条件に操作画面の送信要求を送信するようにしてもよい。
要求部５１Ａは、操作画面の送信要求と設定値とを送信すると、画面受信部５３に受信指
示を出力する。受信指示は、操作画面の送信要求を送信したＭＦＰ、ここではＭＦＰ１０
０を識別するための装置識別情報を含む。
【００７１】
　画面受信部５３Ａは、受信指示が入力されると、ＭＦＰ１００から操作画面を受信する
まで待機状態となり、操作画面を受信すると、操作画面を画面表示部５９および音声合成
部６０に出力する。
【００７２】
　図１１は、変形例における遠隔操作受付処理の流れに一例を示すフローチャートである
。図１１を参照して、図７に示した遠隔操作受付処理と異なる点は、ステップＳ０２とス
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テップＳ０３との間にステップＳ０２Ａが追加された点、ステップＳ０３とステップＳ０
４との間にステップＳ０３Ａが追加されたてんである。その他の処理は同じなのでここで
は説明を繰り返さない。
【００７３】
　ステップＳ０２Ａにおいては、ステップＳ０１において操作画面送信要求を送信してき
た携帯情報端末２００から設定値を受信するまで待機状態となる。設定値を受信すると処
理をステップＳ０３に進める。ステップＳ０３においては、ステップＳ０２において取得
した操作画面の画面番号に対応する遠隔操作用の操作画面をＥＥＰＲＯＭ１１５から読み
出す。そして、読出した遠隔操作用の操作画面を、ステップＳ０２Ａで受信した設定値に
従って変換する。次のステップＳ０４においては、変換された画面を、送信要求を送信し
てきた携帯情報端末２００に送信する。
【００７４】
　図１２は、変形例における遠隔操作処理の流れに一例を示すフローチャートである。図
１２を参照して、図８に示した遠隔操作受付処理と異なる点は、ステップＳ１３Ａが変更
された点、ステップＳ１５が削除された点である。その他の処理は同じなのでここでは説
明を繰り返さない。ステップＳ１３Ａにおいては、ＭＦＰ１００に操作画面の送信要求と
、設定値とを送信する。
【００７５】
　以上説明したように、本実施の形態における画像形成システム１においては、ＭＦＰ１
００を設定するための操作画面が、携帯情報端末２００においてユーザが所望する設定値
に従って変換されて表示され、携帯情報端末２００においてＭＦＰ１００に処理を実行さ
せるための指定が受け付けられる。このため、複数のユーザが使用する画像形成装置の操
作画面を変更することなく、ユーザが所望の操作画面でＭＦＰ１００を設定することがで
きる。
【００７６】
　また、遠隔操作によりＭＦＰ１００が受信する指示が、画像を形成する機能に関連しな
い場合、スリープモードを解除することなく画像形成部１４０を駆動させないので、消費
電力を低減することができる。
【００７７】
　また、音声で指示を入力することができるので、操作を簡単にすることができる。
【００７８】
　また、変形例における画像形成システム１においては、ＭＦＰ１００，１０１，１０２
において、携帯情報端末２００で設定されている設定値に従って操作画面を変換するので
、携帯情報端末２００において変換する必要がない。このため、携帯情報端末２００に特
別なプログラムをインストールする必要がない。
【００７９】
　＜第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態における画像形成システム１は、第１の実施の形態における画像形成
システム１とシステム構成は同じである。ここでは、第１の実施の形態における画像形成
システム１と異なる点を主に説明する。また、ＭＦＰ１００，１０１，１０２が備える機
能はすべて同じなので、ここではＭＦＰ１００を例に説明する。
【００８０】
　図１３は、第２の実施の形態におけるＭＦＰ１００が備えるＣＰＵ１１１Ｂの機能の概
要を示す機能ブロック図である。図１３を参照して、ＣＰＵ１１１Ｂは、携帯情報端末２
００から撮像通知を受信する撮像通知受信部３１と、設定されている設定値をＥＥＰＲＯ
Ｍ１１５に格納するための設定値格納部３３と、表示部１６０Ａを制御するための画面表
示制御部１３と、携帯情報端末から指示を受信する指示受信部１９Ａと、ＥＥＰＲＯＭ１
１５から設定値を読み出す設定値読出部３５と、設定値を変更するための設定値変更部３
７と、処理を実行するための処理実行部２１と、を含む。
【００８１】
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　撮像通知受信部３１は、携帯情報端末２００との間の接続を確立後、携帯情報端末２０
０から送信される撮像通知を受信する。撮像通知は、後述する携帯情報端末２００が、カ
メラ２０２でＭＦＰ１００の表示部１６０Ａに表示された操作画面を撮像する際に、ＭＦ
Ｐ１００に送信する信号である。撮像通知受信部３１は、携帯情報端末２００との間の接
続を確立する際に、携帯情報端末２００の識別情報を受信する。携帯情報端末２００の識
別情報は、例えば、携帯情報端末２００に割り当てられたネットワーク２上の位置情報で
ある。ネットワーク２上の位置情報は、例えば、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）アドレスまたはＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスで
ある。また、撮像通知受信部３１は、携帯情報端末２００との間の接続を確立する際に、
携帯情報端末２００からユーザＩＤおよびパスワード等の認証情報を受信するようにし、
認証に成功することを条件に撮像通知を受信するようにしてもよい。これにより、ＭＦＰ
１００を使用するユーザを限定することができる。撮像通知受信部３１は、撮像通知を受
信すると、設定値格納部３３に格納指示を出力する。
【００８２】
　設定値格納部３３は、撮像通知受信部３１から格納指示が入力されると、画面表示制御
部１３から表示部１６０Ａに表示している設定画面において設定されている設定値を取得
し、その設定値に登録番号を付与してＥＥＰＲＯＭ１１５に格納するとともに、登録番号
を、撮像通知を送信してきた携帯情報端末２００に送信する。
【００８３】
　画面表示制御部１３は、ＥＥＰＲＯＭ１１５に予め記憶された複数の操作画面のいずれ
かを表示部１６０Ａに表示する。複数の操作画面は、互いに関連付けられており、１つの
操作画面が他の操作画面に遷移するための遷移ボタンを有している。画面表示制御部１３
は、遷移ボタンの指示が操作部１６０Ｂで検出されると、その遷移ボタンに関連付けられ
た操作画面をＥＥＰＲＯＭ１１５から読み出して、表示部１６０Ａに表示する。
【００８４】
　指示受信部１９Ａは、携帯情報端末２００から指示を受け付けるまで待機し、携帯情報
端末２００から指示を受信すると、受信した指示に含まれる登録番号を設定値読出部５５
に出力し、受信した指示に含まれる設定値を設定値変更部３７に出力する。また、指示受
信部１９は、受信した指示に含まれる登録番号が他の装置、例えばＭＦＰ１０１の装置識
別情報を含んでいれば、装置識別情報と登録番号との組を設定値読出部３５に出力する。
指示受信部１９Ａは、携帯情報端末２００から受け付ける指示に、設定値が含まれない場
合、設定値変更部３７に設定値を出力しない。
【００８５】
　設定値読出部３５は、入力される登録番号が付された設定値をＥＥＰＲＯＭ１１５から
読出し、読み出した設定値を設定値変更部３７に出力する。また、設定値読出部３５は、
装置識別情報と登録番号との組みが入力される場合、装置識別情報で特定される他のＭＦ
Ｐ、ここではＭＦＰ１０１に登録番号が付された設定値の送信を要求し、ＭＦＰ１０１か
ら受信する設定値を、設定値変更部３７に出力する。
【００８６】
　設定値変更部３７は、設定値読出部３５から入力される設定値を、指示受信部１９Ａか
ら入力される設定値に変更し、変更した設定値を処理実行部２１に出力する。なお、携帯
情報端末２００から受信される指示が設定値を含んでいない場合、指示受信部１９Ａから
設定値が入力されないので、設定値変更部３７は、設定値読出部３５から入力される設定
値を処理実行部２１に出力する。
【００８７】
　処理実行部２１は、設定値変更部３７から入力される設定値に従って処理を実行する。
処理実行部２１が実行する処理は、画像形成部１４０による画像形成処理、通信Ｉ／Ｆ１
１２からデータを送信するデータ送信処理、ファクシミリ部１１７からファクシミリ送信
する処理、ＨＤＤ１１６に記憶されているデータを閲覧、複写する処理、原稿読取部１３
０で原稿を読み取る処理等、ＭＦＰ１００が実行可能な処理のすべてを含む。処理実行部
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２１は、消費電力が少なく画像を形成することのできないスリープモードにある場合、画
像形成処理を実行するための指示が入力されるまで、スリープモードを維持する。例えば
、画像形成処理以外のデータ送信処理、ファクシミリ送信処理、データを閲覧、複写する
処理、原稿を読み取る処理が指示された場合には、スリープモードを維持する。このため
、携帯情報端末２００によって遠隔操作されている場合には、可能な限りスリープモード
が維持されるので、消費電力を低減することができる。
【００８８】
　図１４は、第２の実施の形態における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す
機能ブロック図である。図１４を参照して、携帯情報端末２００のＣＰＵ２０１Ｂは、カ
メラ２０２が撮像し、出力する画像を受け付ける画像受付部７１と、ＭＦＰ１００，１０
１，１０２のいずれかに撮像したことを通知するための撮像通知部７５と、撮像したこと
を通知したＭＦＰから登録番号を受信し、登録番号と撮像画像とを関連付けて格納する格
納部７３と、ユーザが操作部２０７に入力する指示を受け付ける指示受付部７７と、画像
を表示部２０６に表示する画像表示部７９と、ユーザが操作部２０７に入力する設定値を
受け付ける設定値受付部８１と、受け付けられた指示をＭＦＰ１００，１０１，１０２の
いずれかに送信する指示送信部８３と、を含む。
【００８９】
　画像受付部７１は、カメラ２０２が撮像して出力する画像を受け付ける。カメラの被写
体は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかの表示部１６０Ａに表示された操作画面
であるのが好ましい。画像受付部７１は、受け付けた画像を格納部７３に出力するととも
に、撮像通知部７５に撮像したことを通知させるための通知指示を出力する。
【００９０】
　撮像通知部７５は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかに撮像したことを通知す
る。通知の対象は、ユーザが操作画面を撮像したＭＦＰである。従って、ユーザがＭＦＰ
１００，１０１，１０２のうちからいずれかを選択すると、その選択を受け付け、選択さ
れたＭＦＰに撮像したことを通知する。ここでは、ＭＦＰ１００に通知する場合を例に説
明する。通知を受けたＭＦＰ１００は、そのとき設定されている値に登録番号を付与して
格納し、その登録番号を携帯情報端末２００に送信するので、格納部７３が、その登録番
号を受信する。
【００９１】
　格納部７３は、登録番号を受信すると、その登録番号と画像受付部７１から入力される
画像とを関連付けてフラッシュメモリ２０３に格納する。したがって、ＭＦＰ１００で表
示部１６０Ａに表示されている操作画面と、その操作画面を撮像して得られる画像と、そ
の時の設定値とが１つの登録番号で、ＭＦＰ１００と携帯情報端末２００とのそれぞれに
おいて、関連付けられる。格納部７３は、登録番号を送信してきたＭＦＰ、ここではＭＦ
Ｐ１００の装置識別情報を登録番号とともに格納する。
【００９２】
　指示受付部６１は、ユーザが操作部２０７に入力する指示を受け付ける。指示受付部６
１は、フラッシュメモリ２０３に記憶されている画像を表示させる指示を受け付けると、
その画像を表示させる指示を画像表示部７９に出力する。画像表示部７９は、入力される
表示指示に従って、フラッシュメモリ２０３から画像を読み出して、表示部２０６に表示
する。
【００９３】
　また指示受付部６１は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかに表示部２０６に表
示されている操作画面が表示されていたときの設定をさせる指示を受け付けると、指示送
信部８３に送信指示を出力する。ユーザがＭＦＰ１００，１０１，１０２のうちからいず
れかを選択すると、その選択を受け付け、選択されたＭＦＰの装置識別情報を含む送信指
示を出力する。送信指示は、画像表示部７９が表示部２０６に表示している画像に関連付
けられた登録番号を含む。送信指示は、登録番号が装置識別情報と関連付けられている場
合には、装置識別情報をさらに含む。
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【００９４】
　また、設定値受付部８１は、表示部２０６に表示されている操作画面が表示されていた
ときの設定とは異なる設定値が操作部２０７に入力されると、その設定値を受け付ける。
設定値受付部８１は、受け付けた設定値を指示送信部８３に出力する。設定値受付部８１
は、設定値を受け付けない場合は、設定値を指示送信部８３に出力しない。指示送信部８
３は、指示受付部６１から入力される送信指示に含まれる登録番号を、送信指示に含まれ
る装置識別情報で特定されるＭＦＰに送信する。
【００９５】
　図１５は、第２の実施の携帯における遠隔操作受付処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。遠隔操作受付処理は、第２の実施の形態におけるＭＦＰ１００のＣＰＵ１１
１で実行される処理である。図１５を参照して、携帯情報端末２００から遠隔操作の要求
を受信したか否かを判断する（ステップＳ２１）。携帯情報端末２００から遠隔操作の要
求を受信するまで待機状態となり（ステップＳ２１でＮＯ）、遠隔操作の要求を受信する
と処理をステップＳ２２に進める。すなわち、遠隔操作受付処理は、遠隔操作の要求を受
信することを条件に実行される処理である。遠隔操作の要求を受信した時点で、要求とと
もに携帯情報端末２００のネットワーク２上の位置情報を受信する。ネットワーク上の位
置情報は、例えば、ＩＰアドレスまたはＭＡＣアドレスである。
【００９６】
　ステップＳ２２においては、携帯情報端末２００から撮像通知を受信したか否かを判断
する。撮像通知を受信したならば処理をステップＳ２３に進め、そうでなければ処理をス
テップＳ２８に進める。ステップＳ２３においては、表示部１６０Ａにそのとき表示して
いる操作画面を取得する。複数存在する操作画面のうちでいずれが表示されているかを判
断し、その操作画面の画面番号を取得する。次のステップＳ２４においては、その操作画
面で設定されている設定値を取得する。そして、設定値に対して登録番号を付与し（ステ
ップＳ２５）、設定値を登録番号とともにＥＥＰＲＯＭ１１５に保存する（ステップＳ２
６）。なお、設定値に加えて画面番号を保存するようにしてもよい。登録番号は、任意に
定めることができるが、設定値を特定するためにＭＦＰ１００においてユニークな番号で
ある。例えば、日付とシリアル番号とを組み合わせた番号を用いることができる。
【００９７】
　次のステップＳ２７においては、登録番号を携帯情報端末２００に送信する。携帯情報
端末２００において、ＭＦＰ１００の表示部１６０Ａに表示されている操作画面を撮像し
た画像を登録番号と関連付ければ、携帯情報端末２００においては、操作画面の画像と、
登録番号とが関連付けられる。これにより、操作画面を撮像した画像と、設定値とが登録
番号で関連付けられる。
【００９８】
　ステップＳ２８においては、装置情報と登録番号とを受信したか否かを判断する。それ
らを受信したならば処理をステップＳ２９に進め、そうでなければ処理をステップＳ３１
に進める。ステップＳ２９においては、装置情報で特定される装置が、自装置か否かを判
断する。自装置ならば処理をステップＳ３０に進め、そうでなければ処理をステップＳ３
１に進める。ステップＳ３１においては、ステップＳ２８において受信した登録番号とと
もにＥＥＰＲＯＭ１１５に記憶されている設定値を読出し、処理をステップＳ３２に進め
る。一方、ステップＳ３１においては、ＭＦＰ１０１、１０２のうち装置情報で特定され
るＭＦＰに登録番号を送信し、その登録番号に関連する設定値を取得する。
【００９９】
　ステップＳ３２においては、携帯情報端末２００から設定値を受信したか否かを判断す
る。設定値を受信したならば処理をステップＳ３３に進めるが、そうでなければステップ
Ｓ３３をスキップして処理をステップＳ３４に進める。一方、ステップＳ３３においては
、ステップＳ３０でＥＥＰＲＯＭ１１５から読み出した設定値、またはステップＳ３１に
おいてＭＦＰ１０１，１０２のいずれかから取得した設定値を、ステップＳ３２において
受信した設定値で置き換える。
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【０１００】
　ステップＳ３４においては、ステップＳ３３が実行されない場合、ステップＳ３０でＥ
ＥＰＲＯＭ１１５から読み出した設定値、またはステップＳ３１においてＭＦＰ１０１，
１０２のいずれかから取得した設定値に従って処理を実行し、ステップＳ３３が実行され
る場合は、ステップＳ３３において、受信された設定値に置き換えられた設定値に従って
処理を実行する。
【０１０１】
　図１６は、第２の実施の形態における遠隔操作処理の流れの一例を示すフローチャート
である。図１６を参照して、接続指示を受け付けたか否かを判断する。遠隔操作処理は、
携帯情報端末２００のＣＰＵ２０１が遠隔操作プログラムを実行することにより、ＣＰＵ
２０１により実行される処理である。図１６を参照して、ＭＦＰ１００，１０１，１０２
のいずれかへの接続指示を受け付けたか否かを判断する。操作部２０７にＭＦＰ１００、
１０１、１０２のいずれかを選択する指示と、接続する指示とが受け付けられたか否かを
判断する。接続指示を受け付けるまで待機状態となり（ステップＳ４１でＮＯ）、接続指
示を受け付けたならば処理をステップＳ４２に進める。すなわち、遠隔操作処理は、接続
指示を受け付けることを条件に実行される処理である。ここでは、ＭＦＰ１００を選択す
る指示と、接続する指示とが入力された場合を例に説明する。
【０１０２】
　ステップＳ４２においては、ＭＦＰ１００に遠隔操作の要求を送信する。そして、次の
ステップＳ１４においては、撮像指示を受け付けたか否かを判断する。操作部２０７が備
える撮像ボタンが押下されたか否かを検出し、撮像ボタンが押下されたならば処理をステ
ップＳ４４に進め、そうでなければ処理をステップＳ４７に進める。
【０１０３】
　ステップＳ４４においては、撮像したことをＭＦＰ１００に通知する。そして、ＭＦＰ
１００から登録番号を受信するまで待機状態となり（ステップＳ４５）、登録番号を受信
すると、処理をステップＳ４６に進める。ステップＳ４６においては、ステップＳ４３に
おいて撮像して得られる画像をステップＳ４５において受信した登録番号と関連付けてフ
ラッシュメモリ２０３に格納し、処理をステップＳ４７に進める。携帯情報端末２００の
ユーザが、ＭＦＰ１００の表示部１６０Ａに表示されている操作画面をカメラ２０２で撮
像すれば、操作画面の画像とＭＦＰ１００から受信される登録番号がフラッシュメモリ２
０３に格納される。
【０１０４】
　ステップＳ４７においては、フラッシュメモリ２０３に記憶されている画像を読み出す
指示を受け付けたか否かを判断する。読み出し指示を受け付けたならば指示された画像を
読出して表示部２０６に表示した後、処理をステップＳ４８に進める。これにより、表示
部２０６に操作画面を撮像した画像が表示される。一方、画像の読出し指示を受け付けな
ければ、処理をステップＳ５３に進める。ステップＳ４８においては、設定値を受け付け
たか否かを判断する。設定値を受け付けたならば処理をステップＳ４９に進め、そうでな
ければステップＳ４９をスキップして処理をステップＳ５０に進める。設定値は、表示部
２０６に操作画面を撮像した画像が表示されている場合に、ＭＦＰ１００，１０１，１０
２においてその操作画面で設定可能な設定値である。ステップＳ４９においては、設定値
を受け付け、処理をステップＳ５０に進める。
【０１０５】
　ステップＳ５０においては、実行指示を受け付けたか否かを判断する。実行指示を受け
付けたならば処理をステップＳ５１に進めるが、そうでなければ処理をステップＳ４８に
戻す。実行指示は、ＭＦＰ１００，１０１，１０２のいずれかを指定する指示を含む。操
作部２０７にＭＦＰ１００、１０１、１０２のいずれかを選択する指示が受け付けられる
と、受け付けられたＭＦＰを特定するための装置情報と、ステップＳ４７において表示さ
れた画像に関連する登録番号とをＭＦＰ１００に送信する。画像に関連する登録番号とは
、画像とともにフラッシュメモリ２０３に記憶された登録番号である。
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【０１０６】
　ステップＳ５２においては、ステップＳ４９において設定された設定値をＭＦＰ１００
に送信する。ステップＳ４９において設定値が設定されていない場合には、設定値に代え
て変更する設定値が存在しないことを示す信号をＭＦＰ１００に送信する。
【０１０７】
　そして、切断指示を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ５３）。切断指示を受け
付けたならば処理をステップＳ５４に進め、そうでなければ処理をステップＳ４３に戻す
。ステップＳ５４においては、切断要求をＭＦＰ１００に送信し、処理を終了する。
【０１０８】
　以上説明したように、第２の実施の形態における画像形成システムにおいては、携帯情
報端末２００でＭＦＰ１００の表示部１６０Ａに表示されている操作画面をカメラ２０２
で撮像すると、ＭＦＰ１００においてそのとき設定されている設定値と登録番号とが記憶
され、携帯情報端末２００において撮像した操作画面の画像と登録番号とが記憶される。
その後、携帯情報端末２００において、ユーザが、記憶された画像のいずれを表示し、実
行指示を入力すれば、ＭＦＰ１００に画像と関連付けて記憶された登録番号がＭＦＰ１０
０に送信される。ＭＦＰ１００においては、登録番号を受信すると、登録番号に関連付け
て記憶された設定値に従って処理を実行する。このため、一度ＭＦＰ１００に設定値を入
力し、携帯情報端末２００で操作画面を撮像しておけば、後に撮像した画像を読み出して
実行指示を入力するだけで、先に設定した設定値と同じ設定値でＭＦＰ１００に処理を実
行させることができる。このため、ＭＦＰ１００の設定が容易となる。
【０１０９】
　さらに、携帯情報端末２００において、操作画面の画像を表示している段階で、設定値
を入力すれば、その前にＭＦＰ１００に設定した設定値を、変更することができる。この
ため、設定値を変更することができるので、柔軟な設定をすることができる。
【０１１０】
　なお、上述した実施の形態においては、画像形成システム１について説明したが、図７
、図８、図１１、図１２、図１５および図１６に示した処理を実行するための遠隔操作方
法、図７、図１１および図１５に示した処理をＭＦＰ１００、１０１、１０２に実行させ
るための遠隔操作受付プログラム、または図８、図１２および図１６に示した処理を携帯
情報端末２００に実行させるための遠隔操作プログラムとして発明を特定することができ
るのは言うまでもない。
【０１１１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の実施の形態の１つにおける画像形成システムの全体概要を示す図である
。
【図２】ＭＦＰの外観を示す斜視図である。
【図３】ＭＦＰのハードウェア構成の概要を示すブロック図である。
【図４】携帯情報端末のハードウェア構成の概要を示す機能ブロック図である。
【図５】第１の実施の形態におけるＭＦＰが備えるＣＰＵ１１１の機能の概要を示す機能
ブロック図である。
【図６】第１の実施の形態における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す機能
ブロック図である。
【図７】第１の実施の携帯における遠隔操作受付処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図８】第１の実施の形態における遠隔操作処理の流れの一例を示すフローチャートであ
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【図９】変形例におけるＭＦＰが備えるＣＰＵの機能の概要を示す機能ブロック図である
。
【図１０】変形例における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す機能ブロック
図である。
【図１１】変形例における遠隔操作受付処理の流れに一例を示すフローチャートである。
【図１２】変形例における遠隔操作処理の流れに一例を示すフローチャートである。
【図１３】第２の実施の形態におけるＭＦＰ１００が備えるＣＰＵ１１１Ｂの機能の概要
を示す機能ブロック図である。
【図１４】第２の実施の形態における携帯情報端末が備えるＣＰＵの機能の概要を示す機
能ブロック図である。
【図１５】第２の実施の携帯における遠隔操作受付処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。
【図１６】第２の実施の形態における遠隔操作処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０１１３】
　１　画像形成システム、２　ネットワーク、１１　無線局、１１，１１Ａ　要求受信部
、１３　画面表示制御部、１５　遠隔操作用画面読出部、１７　画面送信部、１９，１９
Ａ　指示受信部、２１　処理実行部、２３　画面変換部、３１　撮像通知受信部、３３　
設定値格納部、３５　設定値読出部、３７　設定値変更部、５１，５１Ａ　要求部、５３
，５３Ａ　画面受信部、５５　設定値読出部、５７　画面変換部、５９　画面表示部、６
０　音声合成部、６１　指示受付部、６３　指示送信部、７１　画像受付部、７３　格納
部、７５　撮像通知部、７７　指示受付部、７９　画像表示部、８１　設定値受付部、８
３　指示送信部、１１０　メイン回路、１１１　ＣＰＵ、１１２　通信Ｉ／Ｆ部、１１３
　ＲＯＭ、１１４　ＲＡＭ、１１５　ＥＥＰＲＯＭ、１１６　ＨＤＤ、１１７　ファクシ
ミリ部、１１８　カードＩ／Ｆ、１１８Ａ　フラッシュメモリ、１２０　自動原稿搬送装
置、１３０　原稿読取部、１４０　画像形成部、１５０　給紙部、１６０　操作パネル、
１６０Ａ　表示部、１６０Ｂ　操作部、２００　携帯情報端末、２０１　ＣＰＵ、２０２
　カメラ、２０３　フラッシュメモリ、２０４　無線通信部、２０５　通話部、２０６　
表示部、２０７　操作部、３００　無線局。
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