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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
プリントデータを生成するとともに、該プリントデータに対応した識別データを生成す
るデータ生成手段と、
上記データ生成手段によって生成され、送信されたプリントデータおよび識別データを
記憶する第１データ記憶手段を備えており、該記憶したプリントデータに基づいて画像出
力を行う画像出力装置と、
上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとともに、該識別デ
ータを記憶する第２データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、
上記携帯型データ記憶手段が、上記画像出力装置に対して上記第２データ記憶手段に記
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憶されている上記識別データを送信するとともに、
該画像出力装置は、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、該
第１データ記憶手段に記憶されている識別データと、受信した識別データとの照合を行う
ことによって、受信した識別データに対応するプリントデータを検出し、
プリントデータが複数検出された場合には、
上記画像出力装置は、検出した複数のプリントデータに対応する識別データを上記携帯
型データ記憶手段に対して送信し、
上記携帯型データ記憶手段は、受信した識別データを表示して画像出力すべきプリント
データに対応する識別データの選択を受け付け、選択された識別データを上記画像出力装
置に対して送信し、
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上記画像出力装置は、選択された識別データに対応するプリントデータに基づいて画像
出力を行うことを特徴とする画像出力装置制御システム。
【請求項２】
プリントデータを生成するとともに、該プリントデータに対応した識別データを生成す
るデータ生成手段と、
上記データ生成手段によって生成された上記プリントデータに基づいて画像出力を行う
複数の画像出力装置と、
上記データ生成手段および上記複数の画像出力装置同士を接続し、上記データ生成手段
によって生成されたプリントデータを、上記画像出力装置に送信するネットワークと、
上記ネットワークに接続され、上記データ生成手段で生成されたプリントデータおよび
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識別データを記憶するとともに、上記画像出力装置から伝送された識別データに対応する
プリントデータを上記画像出力装置へ出力するデータ出力プロセスを管理するプリントデ
ータ管理手段と、
上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとともに、該識別デ
ータを記憶する識別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、
上記携帯型データ記憶手段は、上記複数の画像出力装置のうち、接近した画像出力装置
に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを送信するとともに、
上記画像出力装置は、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、
その識別データを上記プリントデータ管理手段に伝送し、上記プリントデータ管理手段か
ら送信された対応するプリントデータに基づいて画像出力を行うことを特徴とする画像出
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力装置制御システム。
【請求項３】
上記画像出力装置が、表示手段を備えているとともに、
上記画像出力装置の制御手段は、プリントデータの内容を確認した上で、該プリントデ
ータに基づく画像出力に必要な選択機能と、該画像出力装置が備える選択機能を実施する
ための機能手段とが合致しているか否かを判定した上で、判定結果を表示手段に表示させ
る制御を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像出力装置制御システム。
【請求項４】
上記携帯型データ記憶手段が、ユーザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、
該ユーザ管理識別データを上記画像出力装置に送信し、
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上記画像出力装置が、携帯型データ記憶手段から受信した上記ユーザ管理識別データに
基づいて、該画像出力装置の画像出力の実施を制限する制御を行うことを特徴とする請求
項１又は２に記載の画像出力装置制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば電子機器としての画像出力装置と、データ生成手段としてのパーソナ
ルコンピュータとが、ネットワークを介して接続されている画像出力装置制御システムに
関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
従 来 、 Ｌ Ａ Ｎ (Local Area Network)な ど の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ て い る Ｐ Ｃ （ パ ー ソ
ナルコンピュータ）などから、同じくネットワークに接続されているプリンタやデジタル
複合機などの画像出力装置に対して、画像データのプリント指示を行う画像出力システム
がオフィスなどに導入されている。この画像出力システムでは、ユーザが、ＰＣで生成さ
れた画像データを特定の画像出力装置に対して出力するよう指示することによって、該当
する画像出力装置において、プリントジョブとして出力処理が実施されるようになってい
る。
【０００３】
ところが、上記ネットワーク環境下では、あるユーザがプリントジョブとして画像デー
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タの出力を特定の画像出力装置に指示したとしても、直ぐに画像出力処理が行われるとは
限らない。すなわち、先行する他のプリントジョブがすでに該当画像出力装置に送信され
ており、該画像出力装置が出力処理を行っている最中である場合には、そのプリントジョ
ブの終了まで該画像出力装置が占拠されることになる。また、特定の画像出力装置に対し
て複数のプリントジョブが一時期に集中した場合には、あるユーザが指示したプリントジ
ョブに基づく印刷物が、他のプリントジョブに基づく印刷物に混入してしまう場合もある
。このように、ネットワーク環境で画像出力装置を共有して使用するシステムでは、ネッ
トワークならではの多くの問題を招来している。
【０００４】
そこで、最近では、各ユーザによるプリントジョブを確実に受信して、複数のプリント
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ジョブに基づく印刷物の混入を防止し、秘匿性を確保できる技術が種々提案されている。
たとえば、特開平１０−１６３５５号公報には次に示すようなシステムが開示されている
。
【０００５】
このシステムでは、各ユーザが利用または保有するＰＣなどの端末から、プリントジョ
ブとなる画像データを画像出力装置に送信する際に、該画像出力装置では、ユーザを特定
する識別データとともに該画像データが管理（蓄積）される。また、該画像出力装置は、
プリントジョブを受信しても、これをすぐに実施しないように設定されている。また、こ
のシステムにおいては、各ユーザは、所定の識別データを記憶する情報記憶媒体を所有し
ている。そして、プリントジョブを指示したユーザが画像出力装置に接近した際に、プリ
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ントジョブの識別データと、ユーザの情報記憶媒体から非接触で読み取られた識別データ
とが比較される。両者の識別データが合致して、蓄積されているプリントジョブを指示し
たユーザが画像出力装置に接近していると確認できれば、所定のプリントジョブが出力処
理される。
【０００６】
上記の技術では、ユーザが画像出力装置の近傍（たとえば画像出力装置の前など）にい
ることを条件に、特定のプリントジョブが出力処理されるので、特定のプリントジョブに
基づく印刷物を、該プリントジョブを指示したユーザに対して確実に提供することができ
る。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した技術では、たとえば、一人のユーザから画像出力装置に対して
複数のプリントジョブが送信された場合、画像出力装置側では、ユーザを特定することは
可能であるが、該ユーザが、画像出力装置内に蓄積されているどのプリントジョブを出力
したいのか、ということまでは特定することができない。そのため、一人のユーザのプリ
ントジョブが複数管理されている場合には、結局は、ユーザが画像出力装置を操作して所
定のプリントジョブを特定することによって出力を指示することになり、操作の煩雑化を
回避できない。
【０００８】
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、画像出力装置などの
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電子機器において、プリントジョブ毎に動作制御を可能にするとともに、このような動作
制御によって、さらに、パソコンなどのデータ生成手段と電子機器とを含むシステム全体
の制御をより効率化することができる画像出力装置制御システムを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る画像出力装置制御システムは、プリントデータを生成するとともに、該プ
リントデータに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成手段に
よって生成され、送信されたプリントデータおよび識別データを記憶する第１データ記憶
手段を備えており、該記憶したプリントデータに基づいて画像出力を行う画像出力装置と
、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとともに、該識別デ
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ータを記憶する第２データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯型
データ記憶手段が、上記画像出力装置に対して上記第２データ記憶手段に記憶されている
上記識別データを送信するとともに、該画像出力装置は、上記携帯型データ記憶手段から
上記識別データを受信した際に、該第１データ記憶手段に記憶されている識別データと、
受信した識別データとの照合を行うことによって、受信した識別データに対応するプリン
トデータを検出し、プリントデータが複数検出された場合には、上記画像出力装置は、検
出した複数のプリントデータに対応する識別データを上記携帯型データ記憶手段に対して
送信し、上記携帯型データ記憶手段は、受信した識別データを表示して画像出力すべきプ
リントデータに対応する識別データの選択を受け付け、選択された識別データを上記画像
出力装置に対して送信し、上記画像出力装置は、選択された識別データに対応するプリン
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トデータに基づいて画像出力を行うことを特徴としている。
【００１０】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、プリントデータを生成するとともに
、該プリントデータに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成
手段によって生成された上記プリントデータに基づいて画像出力を行う複数の画像出力装
置と、上記データ生成手段および上記複数の画像出力装置同士を接続し、上記データ生成
手段によって生成されたプリントデータを、上記画像出力装置に送信するネットワークと
、上記ネットワークに接続され、上記データ生成手段で生成されたプリントデータおよび
識別データを記憶するとともに、上記画像出力装置から伝送された識別データに対応する
プリントデータを上記画像出力装置へ出力するデータ出力プロセスを管理するプリントデ
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ータ管理手段と、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとと
もに、該識別データを記憶する識別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備
え、上記携帯型データ記憶手段は、上記複数の画像出力装置のうち、接近した画像出力装
置に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを送信するとともに
、上記画像出力装置は、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、
その識別データを上記プリントデータ管理手段に伝送し、上記プリントデータ管理手段か
ら送信された対応するプリントデータに基づいて画像出力を行うことを特徴としている。
【００１１】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、上記の構成において、上記画像出力
装置が、表示手段を備えているとともに、上記画像出力装置の制御手段は、プリントデー
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タの内容を確認した上で、該プリントデータに基づく画像出力に必要な選択機能と、該画
像出力装置が備える選択機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定し
た上で、判定結果を表示手段に表示させる制御を行う構成としてもよい。
【００１２】
たとえば、ユーザが所定のデータ生成手段で生成したプリントデータを任意の画像出力
装置に出力した場合、その画像出力装置が上記プリントデータに基づいて動作できる各種
機能を備えていない可能性がある。そこで、上記構成では、画像出力装置の制御手段が、
入力されたプリントデータに基づいて動作できる機能を自機が有しているか否かを判定し
て表示手段で表示することになるので、ユーザは、画像出力装置の動作状態を正確に把握
することが可能になり、画像出力装置の動作制御をより一層確実なものとすることができ
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る。
【００１３】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、上記の構成において、上記携帯型デ
ータ記憶手段が、ユーザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、該ユーザ管理識
別データを上記画像出力装置に送信し、上記画像出力装置が、携帯型データ記憶手段から
受信した上記ユーザ管理識別データに基づいて、該画像出力装置の画像出力の実施を制限
する制御を行う構成としてもよい。
【００１４】
上記構成では、ユーザ管理識別データに基づいて、画像出力装置の動作が制限されるこ
とになるので、ある特定の携帯型データ記憶手段を用いた場合に、ある特定の画像出力装
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置のみでしか動作が実行できないようにしたり、逆に、ある特定の画像出力装置だけで動
作が実行できないようにすることができる。したがって、例えば、データ生成手段と画像
出力装置とがネットワークに接続されている場合に、携帯型データ記憶手段に記憶されて
いるユーザ管理識別データに応じて、特定の部署の画像出力装置のみで動作が許可される
ようにすることができる。また、画像出力装置が、動作の実施に課金するようなサービス
に利用されている場合に応用することもできる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
【００１６】
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まず最初に、本実施形態に係る画像出力システムの概要について説明する。本画像出力
システムは、デジタル画像出力装置としてのプリンタと、パーソナルコンピュータ（以降
、ＰＣと略称する）とを備えた画像出力システムとして構成されている。これらのプリン
タ−ＰＣ間でやりとりされる動作データには、少なくともプリントジョブのためのプリン
トデータが含まれている。この動作データは、ＰＣによって生成されるとともに、この動
作データに基づいて、上記プリンタが動作する。さらに、本実施形態においては、ある一
定のデータを記憶可能とする携帯電話が利用されるシステムとなっている。この携帯電話
に記憶されるデータとしては、詳細は後述するが、プリントデータを識別するための識別
データなどが挙げられる。
【００１７】
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上記プリンタは、該プリンタ近傍に位置する携帯電話から、該携帯電話に記憶されてい
る識別データを読み取ることが可能となっている。この読み取りは、無線などの非接触手
段によって行われる。また、ＰＣは、プリントデータとともに識別データを生成した上で
、少なくとも該識別データを携帯電話に記憶させるようになっている。
【００１８】
上記のような画像出力システムにおいて、プリントデータをＰＣからプリンタに送信す
る手法として、ネットワーク介在手法と、携帯電話介在手法とが挙げられる。ネットワー
ク介在手法は、プリントデータを、識別データとともにネットワークを介してプリンタに
送信する手法である。また、携帯電話介在手法は、プリントデータを、識別データととも
に携帯電話に記憶させ、この携帯電話を介してプリンタに送信する手法である。これらの
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各手法については、以下に詳細に説明する。
【００１９】
図１は、本実施形態に係る画像出力システム（電子機器制御システム）の概略を示す説
明図である。同図に示すように、該画像出力システムは、携帯電話（携帯型データ記憶手
段）１、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）２、およびプリンタ（画像出力装置）３を有し
たシステムとなっている。また、ＰＣ２とプリンタ３とは、例えばＬＡＮなどで構成され
るコンピュータネットワーク４（以降、ネットワーク４と称する）を介して接続されてい
る。
【００２０】
携 帯 電 話 １ は 、 表 示 部 ５ 、 通 信 部 ６ 、 Ｃ Ｐ Ｕ (Central Processing Unit)７ 、 Ｉ Ｃ カ ー
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ド８、メモリ９、およびデータ送受信部１０を備えている。本携帯電話１は、基本的には
、現在市販されているＰＤＣ（日本仕様のパーソナル・デジタル・セルラーフォン）とほ
ぼ同様の構成となっているが、データ送受信部１０が追加されているとともに、このデー
タ送受信部１０の動作に関連して、ＣＰＵ７、ＩＣカード８、およびメモリ９における処
理内容が変更されている。
【００２１】
表示部５は、例えばダイヤルしている番号や、着信先の電話番号、また、メール機能や
インターネット機能などを有している場合には、これらの内容を表示する表示手段であり
、 例 え ば Ｌ Ｃ Ｄ (Liquid Crystal Display)や 、 Ｅ Ｌ (Electroluminescence)パ ネ ル な ど に
よって構成されるものである。また、この表示部６では、その他、携帯電話１の各種処理
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動作に伴う表示が行われる。
【００２２】
通信部６は、通常の携帯電話における通信動作、すなわち、通話信号やデータ信号の送
受 信 を 行 う ブ ロ ッ ク で あ り 、 例 え ば 、 ア ン テ ナ 部 、 Ｒ Ｆ (Radio Frequency)部 、 ベ ー ス バ
ンド部、通信制御部などによって構成されている。
【００２３】
ＣＰＵ７は、携帯電話１において行われる各種処理に伴う演算を行う中枢部である。ま
た 、 Ｉ Ｃ カ ー ド ８ は 、 例 え ば Ａ Ｓ Ｉ Ｃ (Application Specify Integrated Circuit)な ど に
よ っ て 構 成 さ れ る も の で あ り 、 例 え ば Ｄ Ｓ Ｐ (Digital Signal Processor)、 Ｒ Ｏ Ｍ (Read
Only Memory)／ Ｒ Ａ Ｍ (Random Access Memory)、 Ｐ Ｌ Ｌ (Phase Locked Loop)＆ Ｃ Ｌ Ｋ (Cl
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ock)、 Ｌ Ｃ Ｄ コ ン ト ロ ー ラ 、 シ ス テ ム タ イ マ ー 、 外 部 モ デ ム Ｉ ／ Ｆ 、 お よ び Ｇ Ｐ Ｉ Ｏ Ｉ ／
Ｆなどの構成を含んでいる。
【００２４】
メモリ９は、データ送受信部１０によって受信される各種データ（詳細は後述する）を
一 時 記 憶 す る メ モ リ 手 段 で あ り 、 例 え ば 、 Ｒ Ａ Ｍ や Ｅ Ｅ Ｐ Ｒ Ｏ Ｍ (Electrically Erasable
and Programmable ROM)な ど に よ っ て 構 成 さ れ る 。
【００２５】
データ送受信部１０は、ＰＣ２およびプリンタ３と無線によりデータの送受信を行うブ
ロックである。このデータの送受信の方式としては、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＩｒＤ
Ａなどの方式が挙げられるが、無線通信を行うことができる方式であればどのような通信
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方式を用いてもよい。また、データ送受信部１０を別に設けることなしに、ＰＣ２および
プリンタ３との通信を、通常の携帯電話における通信を行う上記通信部６による通信によ
って行う構成としても構わない。
【００２６】
ＰＣ２は、一般的に広く用いられているパーソナルコンピュータによって構成されてお
り 、 Ｐ Ｃ 本 体 、 Ｃ Ｒ Ｔ (Cathode Ray Tube)や Ｌ Ｃ Ｄ な ど の モ ニ タ ー 手 段 、 キ ー ボ ー ド や マ
ウスなどの入力手段を備えている。ＰＣ２の通信機能としては、ＬＡＮなどのネットワー
ク４に接続できるように、イーサネット接続用のインターフェース（例えばＰＣＩバス対
応のＬＡＮカードなど）を備えているとともに、上記携帯電話１とのデータ通信を行うた
めのデータ送受信部１１を備えている。このデータ送受信部１１における通信方式として
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は、携帯電話１におけるデータ送受信部１０の通信方式に準拠することになる。
【００２７】
また、このＰＣ２は、例えば文書作成ソフトや、画像編集ソフトなどのソフトウェアが
インストールされており、これらのソフトによって、各種文書や画像を作成することが可
能となっている。また、これらのソフトは、プリントアウト機能も有しており、指定の文
書や画像をプリントアウトすることが可能となっている。ここで、プリントアウトを行う
プ リ ン タ は 、 Ｐ Ｃ ２ 上 で 動 作 す る Ｏ Ｓ (Operating System)に お い て 登 録 さ れ て い る プ リ ン
タが用いられることになる。このＯＳに登録されているプリンタは、該ＰＣ２に直接接続
されているプリンタでもよいし、ネットワーク４を介して接続されているプリンタでも構
わない。
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【００２８】
また、このＰＣ２は、ハードディスクを備えており、各種プログラムデータや、文書や
画像などのデータが記憶されている。さらに、フロッピーディスクドライブ、ＭＯドライ
ブ、ＣＤ−Ｒドライブなどを備えていてもよく、これらの記録媒体に各種データを保存し
たり、読み出しを行ったりしても構わない。
【００２９】
プリンタ３は、プリントエンジン部１２、制御部１３、プリントデータセレクタ１４、
メモリ１５、ネットワークＩ／Ｆ１６、およびデータ送受信部１７を備えている。このプ
リンタ３は、基本的には、現在広く用いられているネットワーク対応プリンタと同様の構
成となっており、異なる点としては、携帯電話１とのデータ通信を行うためのデータ送受

50

(7)

JP 3877944 B2 2007.2.7

信部１７を備えている点である。
【００３０】
ネットワーク４からネットワークＩ／Ｆ１６を介して入力されたプリントジョブとして
のプリントデータは、プリントデータセレクタ１４を介してメモリ１５に格納される。そ
して、実際にプリントアウトが行われる際には、プリントデータセレクタ１４によって、
メモリ１５から該当データが取り出され、制御部１３による制御のもとに、プリントエン
ジン部１２によってプリントが行われる。また、データ送受信部１１における通信方式と
しては、携帯電話１におけるデータ送受信部１０の通信方式に準拠することになる。
【００３１】
なお、プリントエンジン部１２によるプリントの方式としては、特に限定するものでは
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なく、レーザプリント方式、インクジェット方式、熱転写方式など、任意のプリント方式
を利用してかまわない。
【００３２】
次に、上記のような構成の画像出力システムにおける具体的な動作について説明する。
まず、上記画像出力システムにおいて、ＰＣ２からプリンタ３に対してプリントジョブの
実行が指示されると、図２に示すように、ＰＣ２側のデータ送受信部１１から、ユーザが
保持している携帯電話１側のデータ送受信部１０に向けて、無線通信によって識別データ
が送信される。そして、ＰＣ２から携帯電話１に送信された識別データは、携帯電話１の
メモリ９に記憶される。また、ＰＣ２からプリンタ３に対してプリントジョブの実行が指
示されると、ＰＣ２からプリンタ３に対して、該当プリントジョブに対応するプリントデ
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ータと、該プリントデータに対応する識別データとが送信され、プリンタ３のメモリ１５
に格納される。なお、図２中において、プリント３の内部に示したＰＤは、プリントジョ
ブに対応するプリントデータを示している。
【００３３】
この識別データに含まれるデータとしては、プリントデータを的確に識別できるもので
あれば特に限定されるものではないが、たとえば、該当プリントデータが作成された時間
、プリントジョブの優先度、該当プリントデータが作成されたＰＣの名前（ＩＤ）などが
挙げられる。なお、この識別データは、規格化しておくことが好ましい。これは、規格化
することによって、常に所定のデータサイズの識別データが生成されて送受信されること
になるので、携帯電話１に蓄積可能な識別データの数などを把握することが可能となるか
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らである。また、識別データのデータ量はあまり大きくないことが好ましい。これは、携
帯電話１のメモリ９に必要とされる記憶容量を必要以上に大きくしないことにより、携帯
電話１自体のコストの上昇、および携帯電話１のサイズや重量の上昇を抑制するためであ
る。
【００３４】
上記識別データを記憶した携帯電話１を保持した状態で、ユーザがプリンタ３近傍に移
動すると、図３に示すように、自動的に携帯電話１からプリンタ３に対して識別データが
送信される。この識別データの送受信は、携帯電話１におけるデータ送受信部１０と、プ
リンタ３におけるデータ送受信部１７との間で行われる。
【００３５】
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プリンタ３では、プリントデータセレクタ１４によって、データ送受信部１７において
受信した識別データと、プリンタ３におけるメモリ１５に蓄積（記憶）して管理している
プリントデータに付随している識別データとを照合して、どのプリントジョブを指示した
ユーザが接近したのかが判定される。
【００３６】
この際に、接近したユーザによって生成され、プリントジョブとしてプリンタ３が受信
したプリントデータが、プリンタ３内に複数記憶されている場合には、たとえば各プリン
トデータの生成時間やプリントジョブの優先度などに基づいて、最も先に生成されたプリ
ントデータや優先度の高いプリントデータなどが選択され、該プリントデータに基づいて
プリントジョブが実行されることになる。したがって、ユーザがプリンタ３に近づいたと
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きのみ、該当ユーザが指示したプリントジョブが行われることになるので、ネットワーク
４を介してのプリンタ３の動作をより一層効率よく制御することができる。
【００３７】
また、上記プリンタ３には、図示はしないが、液晶パネルなどの表示部が備えられてお
り、プリンタ３における制御部１３が、ユーザが接近した状態であると認知し、かつ、該
ユーザが送信したプリントデータがメモリ１５に複数記憶されていると判断した場合には
、該ユーザのプリントジョブがどれだけ蓄積されているかを表示部に表示する構成として
もよい。これによって、プリントジョブの自動的な実施はなされないが、ユーザがその時
点で必要としているプリントジョブを選択することが可能となる。
【００３８】
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さらに、詳細は後述するが、上記プリントデータ毎に生成される識別データだけでなく
、たとえば、ＰＣ２を利用するユーザ個別に設定されているユーザ識別データや、携帯電
話毎に設定されている携帯電話識別データなどが含まれていてもよい。これによって、個
人の認証とプリントデータの認証とをそれぞれより確実に実施することができる。
【００３９】
さらに上記した例では、携帯電話１からプリンタ３に対して識別データが送信されると
ともに、プリンタ３における表示部に、プリンタ３に蓄積されている該ユーザのプリント
ジョブが表示される構成となっているが、これに限定するものではない。たとえばプリン
タ３に十分な表示能力を有する表示部が設けられていない一方、携帯電話１に十分な表示
能力を有する表示部が設けられているような場合には、プリンタ３から携帯電話１に対し
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て、プリンタ３に蓄積されているプリントジョブの識別データを送信して、携帯電話１の
表示部５に該ユーザのプリントジョブを表示させるとともに、携帯電話１を利用して、希
望するプリントデータのプリントジョブを選択するような構成とすることも可能である。
【００４０】
次に、図２および図３に示す画像出力システムとは異なる形態について説明する。この
画像出力システムは、図４に示すように、プリンタ３とＰＣ２とがネットワーク４を介し
て接続されており、ＰＣ２で生成されたプリントデータは、ネットワーク４を介してプリ
ンタ３に出力されるようになっている点に関しては、図２および図３に示した形態と同様
である。特有の構成としては、プリンタ３が複数設けられているとともに、各プリンタ３
には、ハードディスクなどのプリントデータを記憶するメモリ１５が備えられておらず、
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代わりに、ＰＣ２とプリンタ３…との間に、プリントデータを記憶するためのプリントサ
ーバ（動作データ管理手段）２１が設けられている点である。このプリントサーバ２１は
、プリントデータ、およびこれに付随する識別データを一旦記憶することが可能となって
おり、ＰＣ２で生成されたプリントデータをプリンタ３へ出力するデータ出力プロセスを
管理するプリントデータ管理手段として機能する。
【００４１】
このように、本実施形態では、プリントサーバ２１において一旦プリントデータが記憶
されることになる。そして、図５に示すように、複数あるプリンタ３…のうち、特定のプ
リンタ３に特定のユーザが接近することによって、該プリンタ３がユーザが所有する携帯
電話１から識別データを受信すると、その旨が、該プリンタ３からプリントサーバ２１に
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伝えられ、プリントサーバ２１は、該プリンタ３に向けて、該当するプリントデータの送
信を行う。その結果、プリンタ３にプリントデータを記憶するためのメモリを設ける必要
がなくなるとともに、複数のプリンタ３…を、プリントサーバ２１によって一括して管理
制御することが可能となる。よって、各プリンタ３に対する負担が軽減されるので、各プ
リンタ３に要求される機能レベルが低くなり、各プリンタ３のコストを低減することがで
きる。
【００４２】
このように、本実施形態における画像出力システムは、ネットワーク４に接続されるプ
リンタ３およびＰＣ２の少なくとも一方が複数となっている場合に効果を発揮することに
なる。すなわち、このようにプリンタ３およびＰＣ２の少なくとも一方が複数となってい

50

(9)

JP 3877944 B2 2007.2.7

る場合には、通常ではプリンタ３の動作制御が煩雑になるが、本実施形態では、プリンタ
３が携帯電話１から識別データを読み取るとともに、この識別データをプリントサーバ２
１に伝送し、実際のプリントジョブの制御はプリントサーバ２１によって行われるので、
複雑なネットワーク４でも確実に各プリンタ３の動作を制御することができる。
【００４３】
ここで、本実施形態においては、図４および図５に示すように、少なくともプリンタ３
が複数ネットワーク４に接続されている構成となっているが、これらプリンタ３…は、全
て同じ機能のものではなく、それぞれ固有の機能を有するプリンタであってもよい。
【００４４】
たとえば、図４および図５における最も上に示したプリンタ３は、オプションとしてス
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キャナを備えており、さらにオプションとして給紙カセットも複数備えているフル装備の
プリンタを示している。次に、その下（上から２番目）に示すプリンタ３は、スキャナは
備えられていないが、複数の給紙カセットが備えられている構成となっている。さらにそ
の下（上から３番目）に示すプリンタ３は、スキャナも備えられていない上に、給紙カセ
ットも一つのみ備えた標準タイプのプリンタである。これら３つのプリンタ３は全てプリ
ントエンジン部分は同型のモノクロプリンタであるとする。そして一番下（上から４番目
）に示すプリンタ３は、カラー画像形成が可能であるとともに高速画像形成も可能である
プリンタを示している。
【００４５】
たとえば、ユーザがＰＣ２でカラーのプリントデータを生成してプリントサーバ２１に
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出力した場合には、上から３つのプリンタ３では、ユーザが希望するカラーのプリントジ
ョブが実施できないことになる。そこで、上記プリンタ３に液晶パネルなどの表示部を備
えておくとともに、プリントサーバ２１は、プリントデータの内容を確認した上で、該プ
リントデータに基づくプリントジョブに必要な選択機能（この場合、カラープリント）と
、該当するプリンタ３が備えている機能とが合致しているか否かを判定し、この判定結果
を該プリンタ３の表示部に表示させる。これによって、ユーザは、所望とするプリントジ
ョブが、目の前のプリンタ３によって的確にプリントすることができるか否かを正確に把
握することが可能となり、プリンタ３の動作制御をより一層確実なものとすることができ
る。
【００４６】
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例えば、ユーザが所望とするプリントジョブがカラープリントである場合に、該ユーザ
がプリントを行おうとして近づいていったプリンタ３がモノクロプリンタであれば、該プ
リンタ３の表示部に、カラープリントが行えない旨の表示がなされることになる。また、
ここで、ユーザが所望とするプリントジョブを的確に行うことができるプリンタ３を提示
する内容を表示部に表示するように設定されていてもよい。これにより、ユーザは、所望
とするプリントジョブを行うことができるプリンタ３を的確に把握することができる。
【００４７】
プリンタ３の選択機能としては、特に限定されるものではなく、上記のように、カラー
プリント機能、高速プリント機能、振り分け機能などが挙げられる。また、プリンタ３が
複合機である場合には、ＦＡＸ機能などが挙げられる。さらに、ステープラーや製本装置

40

などの後処理に関する機能なども挙げられる。
【００４８】
なお、上記では、プリンタ３の選択機能とプリントジョブ実行に必要な機能との対応の
判定を、プリントサーバ２１が行う構成について説明したが、これに限定されるものでは
なく、この判定をプリンタ３において行ってもよい。すなわち、ユーザが特定のプリンタ
３に近づいたことによってプリントジョブが該プリンタ３に送信された際に、上記の判定
をプリンタ３内の制御部１３によって行う構成としても構わない。
【００４９】
ここで、プリンタ３の選択機能とプリントジョブ実行に必要な機能とが対応しているか
否かを判定する制御を含んだプリント処理の流れについて、図６（ａ）および（ｂ）に示
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すフローチャートに基づいて説明する。なお、ここでの説明では、上記の判定に関する制
御をプリンタ３側で行う構成についてのものとなっており、プリントサーバ２１を介さず
に、直接ＰＣ２からプリンタ３にプリントジョブが送信される構成に関する説明となって
いる。
【００５０】
まず、ＰＣ２における処理について図６（ａ）に示すフローチャートに基づいて説明す
る。ステップ１（以降、Ｓ１のように称する）において、ユーザがプリントジョブをＰＣ
２に対して指示すると、プリント指示情報が携帯電話１へ送信され、該内容が携帯電話１
に記憶される（Ｓ２）。また、これと同時に、プリントジョブにおけるプリントデータお
よび識別データがプリンタ３に向けて送信される（Ｓ３）。以上で、ＰＣ２における処理
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は終了する。
【００５１】
次に、プリンタ３における処理について図６（ｂ）に示すフローチャートに基づいて説
明する。Ｓ１１において、該プリンタ３に携帯電話１を保持しているユーザが近づいてく
ると、携帯電話１のデータ送受信部１０と、プリンタ３のデータ送受信部１７との間で通
信が行われることにより、プリンタ３が携帯電話１を認識して所定のユーザが接近してい
ることを確認する。そして、プリンタ３に蓄積されているプリントデータおよび識別デー
タを検索して（Ｓ１２）、接近しているユーザが送信したプリントジョブがあるか否かを
確認する（Ｓ１３）。Ｓ１３において、プリンタ３内にプリントジョブが格納されていな
いと判断された場合（Ｓ１３においてＮＯ）、プリントジョブがない旨をプリンタ３の表
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示部に表示し（Ｓ１４）、処理を終了する。
【００５２】
一方、プリンタ３内にプリントジョブが格納されていると判断された場合（Ｓ１３にお
いてＹＥＳ）、該プリンタ３が有する選択機能と、該プリントジョブを実行する上で必要
とされる機能とが合致しているか、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適し
ているか否かが、プリンタ３の制御部１３において判定される（Ｓ１５）。適していると
判断された場合（Ｓ１５においてＹＥＳ）、該プリンタ３においてプリントジョブが出力
処理され（Ｓ１６）、処理が終了する。
【００５３】
Ｓ１５においてＮＯ、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適していないと

30

判断された場合には、プリンタ３の表示部に、該プリンタ３がプリントジョブに適してい
ない旨が表示される（Ｓ１７）。その後、プリンタ３がプリントジョブに適していないこ
とがユーザによって確認された状態で、それでも出力を行うか否かが判定される（Ｓ１８
）。ここで、ユーザによって出力が指示された場合（Ｓ１８においてＹＥＳ）には、Ｓ１
６に進んでプリントジョブの出力処理が行われる。一方、ユーザによって出力がキャンセ
ルされた場合（Ｓ１８においてＮＯ）には、処理を終了する。
【００５４】
なお、Ｓ１７において、プリンタ３がプリントジョブに適していない旨を表示部に表示
する際に、上記したように、該当プリントジョブに適したプリンタ３に関する情報を同時
に表示するようになっていてもよい。また、図６（ｂ）のフローチャートにおいては、プ

40

リンタ３において、該プリンタ３の選択機能とプリントジョブ実行に必要な機能とが対応
しているか否かが判定されていたが、図４および図５に示す構成のように、プリントサー
バ２１が設けられている構成の場合には、この判定処理を、プリントサーバ２１において
行っても構わない。
【００５５】
上記では、プリントデータが作成された時間、プリントジョブの優先度、該当プリント
データが作成されたＰＣの名前（ＩＤ）などを含んだ識別データが、プリントジョブの実
行の管理データとして使われる例を示したが、さらに次のような内容のユーザ管理識別デ
ータを用いることによって、ユーザによるプリンタ３の使用を制限する構成とすることも
可能である。このユーザ管理識別データとしては、ＰＣ２が設置されている企業内の部署
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についての部署識別データ、ＰＣ２を利用するユーザ個別に設けられているユーザ識別デ
ータ、該識別データを記憶する携帯電話１に設定されている携帯電話識別データなどが挙
げられる。
【００５６】
たとえば、図４および図５において複数接続されているプリンタ３は、それぞれ企業内
で違う部署に設置されている場合がある。近年、企業では社内分社制度などが広く実施さ
れており、各部署毎で独立採算するような例も多い。このような企業においては、プリン
タ３の動作管理や保守管理なども各部署毎で実施される場合がある。
【００５７】
そこで、携帯電話１に所定の部署に所属することを示す部署識別データを予め登録して

10

おけば、部署Ａのユーザが、部署Ｂに設置されているプリンタ３を使用することを制限す
ることができる。また、部署別ではなく、個人別に使用を制限するように、プリンタ３が
ユーザ識別データを認識し、使用を制限するようにすることも可能である。この場合には
、ユーザ識別データを携帯電話１に登録しておき、プリント指示時の識別データの送受信
の際に、該ユーザ識別データをプリンタ３に送信する構成とすればよい。さらに、携帯電
話１そのものの固有データを携帯電話識別データとして登録しておいて、この携帯電話識
別データをプリンタ３の動作の制限に利用する構成としてもよい。
【００５８】
ここで、識別データは、プリントデータとともにＰＣ２において生成されるが、ユーザ
管理識別データとしての部署識別データ、ユーザ識別データ、および携帯電話識別データ
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は、プリントデータの生成とは別に生成され、予め別途携帯電話に登録されるようになっ
ていることが好ましい。つまり、部署識別データ、ユーザ識別データ、および携帯電話識
別データは、プリントデータとともに生成する必要はなく、またプリントデータに関係な
くプリンタ３の動作制御に利用することができるので、これら各データを予め別途携帯電
話に登録しておくことで、電子機器の動作制御をより効率化することができる。
【００５９】
以上のようなユーザ管理識別データを用いてプリンタ３の動作を制限する制御について
、図７のフローチャートに基づいて説明する。まず、ＰＣ２における処理は、前記した図
６（ａ）に示すフローチャートの説明と同様の処理となる。すなわち、ユーザがプリント
ジョブをＰＣ２に対して指示すると、プリント指示情報が携帯電話１へ送信され、該内容
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が携帯電話１に記憶されると同時に、プリントジョブにおけるプリントデータおよび識別
データがプリンタ３に向けて送信される。
【００６０】
次に、プリンタ３における処理について説明する。まず、Ｓ２１において、該プリンタ
３に携帯電話１を保持しているユーザが近づいてくると、携帯電話１のデータ送受信部１
０と、プリンタ３のデータ送受信部１７との間で通信が行われることにより、プリンタ３
が携帯電話１を認識して所定のユーザが接近していることを確認する。
【００６１】
その後、携帯電話１から、部署識別データ、ユーザ識別データ、および携帯電話識別デ
ータの少なくとも１つのユーザ管理識別データをプリンタ３が受信する（Ｓ２２）。そし
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て、該プリンタ３で、そのユーザの希望するプリントジョブが許可されているか、それと
も制限されているかが判定される（Ｓ２３）。
【００６２】
ここで、例えば図８に示すような出力許可コードリストをプリンタ３内に記憶しておき
、受信したユーザ管理識別データが、この出力許可コードリストに含まれているか否かに
よって、該当するユーザが出力許可されているか否かが判定される。
【００６３】
Ｓ２３において、該当ユーザが出力許可されている、すなわち処理がＯＫとなっていれ
ば（Ｓ２３においてＹＥＳ）、以降のＳ２４からの処理を行う。一方、処理がＯＫでなけ
れば（Ｓ２３においてＮＯ）、このプリンタ３からは出力できない旨を表示部に表示させ
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（Ｓ２５）て、処理を終了する。
【００６４】
処理がＯＫであれば、Ｓ２４において、プリンタ３に蓄積されているプリントデータお
よび識別データを検索して、接近しているユーザが送信したプリントジョブがあるか否か
を確認する（Ｓ２５）。Ｓ２５において、プリンタ３内にプリントジョブが格納されてい
ないと判断された場合（Ｓ２５においてＮＯ）、プリントジョブがない旨をプリンタ３の
表示部に表示し（Ｓ２６）、処理を終了する。
【００６５】
一方、プリンタ３内にプリントジョブが格納されていると判断された場合（Ｓ２５にお
いてＹＥＳ）、該プリンタ３が有する選択機能と、該プリントジョブを実行する上で必要

10

とされる機能とが合致しているか、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適し
ているか否かが、プリンタ３の制御部１３において判定される（Ｓ２７）。適していると
判断された場合（Ｓ２７においてＹＥＳ）、該プリンタ３においてプリントジョブが出力
処理され（Ｓ２８）、処理が終了する。
【００６６】
Ｓ２７においてＮＯ、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適していないと
判断された場合には、プリンタ３の表示部に、該プリンタ３がプリントジョブに適してい
ない旨が表示される（Ｓ２９）。その後、プリンタ３がプリントジョブに適していないこ
とがユーザによって確認された状態で、それでも出力を行うか否かが判定される（Ｓ３０
）。ここで、ユーザによって出力が指示された場合（Ｓ３０においてＹＥＳ）には、Ｓ２
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８に進んでプリントジョブの出力処理が行われる。一方、ユーザによって出力がキャンセ
ルされた場合（Ｓ３０においてＮＯ）には、処理を終了する。
【００６７】
なお、Ｓ２９において、プリンタ３がプリントジョブに適していない旨を表示部に表示
する際に、上記したように、該当プリントジョブに適したプリンタ３に関する情報を同時
に表示するようになっていてもよい。また、図７のフローチャートにおいては、プリンタ
３において、ユーザの処理制限の判定、および、該プリンタ３の選択機能とプリントジョ
ブ実行に必要な機能とが対応しているか否かの判定が行われていたが、図４および図５に
示す構成のように、プリントサーバ２１が設けられている構成の場合には、これらの判定
処理を、プリントサーバ２１において行っても構わない。
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【００６８】
このように、上記の構成によれば、ユーザ管理識別データに基づいてプリンタ３の動作
が制限されることになるので、ある特定のユーザに対して、ある特定のプリンタ３のみで
しか動作が実行できないようにしたり、逆に、ある特定のプリンタ３だけで動作が実行で
きないようにすることができる。したがって、たとえばＰＣ２とプリンタ３とがネットワ
ーク４に接続されている場合に、特定のユーザに対して特定の部署のプリンタ３のみで動
作が許可されるようにすることができる。
【００６９】
さらに、本画像出力システムは、たとえばコンビニエンスストアなどで展開されている
コピーサービスのような課金システムに対しても適用することが可能である。たとえば、
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コンビニエンスストアなどの複写機を設置している店舗において、店員は、課金すること
なしに複写機を利用することができるように設定する一方、一般の客は、課金を行わない
と複写機を利用できないように設定することができる。
【００７０】
このような課金システムに適用した場合の制御について、図９のフローチャートに基づ
いて説明する。まず、ＰＣ２における処理は、前記した図６（ａ）に示すフローチャート
の説明と同様の処理となる。すなわち、ユーザがプリントジョブをＰＣ２に対して指示す
ると、プリント指示情報が携帯電話１へ送信され、該内容が携帯電話１に記憶されると同
時に、プリントジョブにおけるプリントデータおよび識別データがプリンタ３に向けて送
信される。
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【００７１】
次に、プリンタ３における処理について説明する。まず、Ｓ３１において、該プリンタ
３に携帯電話１を保持しているユーザが近づいてくると、携帯電話１のデータ送受信部１
０と、プリンタ３のデータ送受信部１７との間で通信が行われることにより、プリンタ３
が携帯電話１を認識して所定のユーザが接近していることを確認する。
【００７２】
そして、Ｓ３２において、プリンタ３に蓄積されているプリントデータおよび識別デー
タを検索して、接近しているユーザが送信したプリントジョブがあるか否かを確認する（
Ｓ３３）。Ｓ３３において、プリンタ３内にプリントジョブが格納されていないと判断さ
れた場合（Ｓ３３においてＮＯ）、プリントジョブがない旨をプリンタ３の表示部に表示

10

し（Ｓ３４）、処理を終了する。
【００７３】
一方、プリンタ３内にプリントジョブが格納されていると判断された場合（Ｓ３３にお
いてＹＥＳ）、該プリンタ３が有する選択機能と、該プリントジョブを実行する上で必要
とされる機能とが合致しているか、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適し
ているか否かが、プリンタ３の制御部１３において判定される（Ｓ３５）。適していると
判断された場合（Ｓ３５においてＹＥＳ）、以降のＳ３６からの処理が行われる。
【００７４】
Ｓ３５においてＮＯ、すなわちプリンタ３が該プリントジョブの出力に適していないと
判断された場合には、プリンタ３の表示部に、該プリンタ３がプリントジョブに適してい
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ない旨が表示される（Ｓ３７）。その後、プリンタ３がプリントジョブに適していないこ
とがユーザによって確認された状態で、それでも出力を行うか否かが判定される（Ｓ３８
）。ここで、ユーザによって出力が指示された場合（Ｓ３８においてＹＥＳ）には、Ｓ３
６からの処理が行われる。一方、ユーザによって出力がキャンセルされた場合（Ｓ３８に
おいてＮＯ）には、処理を終了する。
【００７５】
一方、Ｓ３５においてＹＥＳ、およびＳ３８においてＹＥＳと判断されると、プリンタ
３に接近しているユーザに対して課金すべきか否かが判定される（Ｓ３６）。ここでの判
定は、図７に示すフローチャートにおいて、Ｓ２２およびＳ２３における処理と同等の処
理を行うことによって判定されることになる。すなわち、例えば店員などの課金対象とな
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らないユーザに対しては、課金対象とならないユーザ管理識別データを発信する携帯電話
１を保持させておくことによって、店員と一般の客とを区別することが可能となる。
【００７６】
Ｓ３６において課金すべきであると判定された場合には（Ｓ３６においてＹＥＳ）、課
金処理を実施して、課金処理が終了したかを判定した上で（Ｓ３９）、プリントジョブを
実行する。一方、課金する必要がなければ（Ｓ３６においてＮＯ）、下記処理を実施せず
にプリントジョブの出力処理を行う（Ｓ４０）。
【００７７】
なお、Ｓ３７において、プリンタ３がプリントジョブに適していない旨を表示部に表示
する際に、上記したように、該当プリントジョブに適したプリンタ３に関する情報を同時
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に表示するようになっていてもよい。また、図９のフローチャートにおいては、プリンタ
３において、該プリンタ３の選択機能とプリントジョブ実行に必要な機能とが対応してい
るか否かの判定が行われていたが、図４および図５に示す構成のように、プリントサーバ
２１が設けられている構成の場合には、この判定処理を、プリントサーバ２１において行
っても構わない。
【００７８】
なお、上記で示した何れのフローチャートの例においては、原則として自由にプリント
ジョブを指示できるようになっているが、逆に、最初からある程度の制限を設けて、特定
のユーザやプリントデータを識別した場合にのみ、制限を解除するような制御としてもよ
い。たとえば、図９に示すようなフローチャートのような課金制御を実施する制御におい
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ては、携帯電話１を確認したすぐ後に、該携帯電話１を保有するユーザに対して課金処理
を解除すべきか否かを判定するような制御を行ってもよい。このような制御であれば、特
に上述したコンビニエンスストアなどでのコピーサービスにおいて、まず最初に店員か一
般の客であるか否かが判定されることになり、店員が利用する際には以降の様々な判定を
省略するような処理の流れにすることも可能となる。
【００７９】
次に、図１０に示すように、プリンタ３とＰＣ２とがネットワーク４にて接続されてい
ない構成の画像出力システムにおける出力処理について説明する。このような画像出力シ
ステムでは、ＰＣ２で生成されたプリントデータを一時的に携帯電話１に記憶（格納）し
た上で、該携帯電話１からプリンタ３に対してプリントデータを送信するようになってい

10

る。
【００８０】
このように、図１０に示す構成においては、携帯電話１がプリントデータの搬送手段と
なっている。したがって、ＰＣ２においてプリントジョブの指示が行われた際には、ＰＣ
２から携帯電話１に識別データが送信されるとともに、図１１に示すように、携帯電話１
に対してプリントデータＰＤも送信されることになる。
【００８１】
一方、プリンタ３側では、携帯電話１を保持したユーザが該プリンタ３に近づいた際に
、携帯電話１とプリンタ３との間で通信が行われることにより、識別データとともに、図
１２に示すように、携帯電話１に記憶されているプリントデータＰＤが、携帯電話１から
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プリンタ３に向けて送信される。この際に、携帯電話１に予め登録されているユーザ管理
識別データがプリンタ３に送信され、このユーザ管理識別データに基づいてプリントジョ
ブの実施の制限が制御されるように設定されていてもよい。
【００８２】
図１に示すような構成では、プリントデータがＰＣ２からネットワーク４を介してプリ
ンタ３に送信され、該プリントデータに付随されている識別データと携帯電話１から読み
取った識別データとが照会されるようになっていた。したがって、例えば、ＰＣ２から特
定のプリンタ３に対してプリントデータを送信した後、ユーザが間違えて異なるプリンタ
３に近づいていった場合には、勿論そのプリンタ３においては出力処理を行うことができ
ないことになり、ユーザは改めてプリントデータを送信したプリンタ３を確認する、など
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の手間が発生することになる。
【００８３】
これに対して、図１０に示す構成によれば、ＰＣ２から携帯電話１に、識別データとと
もにプリントデータが送信され、これらのデータが携帯電話１内に一時的に記憶される。
つまり、携帯電話１がプリントデータまでも記憶することになるので、携帯電話１がデー
タ搬送手段として機能することになり、ＰＣ２とプリンタ３とを接続するネットワーク４
を必要としないで、ネットワーク４に類似するシステム、すなわち、任意のＰＣ２で作成
したプリントジョブを任意のプリンタ３で出力することが可能となる。また、ＰＣ２とプ
リンタ３とがネットワーク４に接続されているシステムが構築されている環境であっても
、携帯電話１でプリントデータを一時的に記憶することができるために、ネットワーク４
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に接続されていないプリンタ３に対しても識別データやプリントデータを出力して所定の
動作の実行させることができる。よって、画像出力システムとしての汎用性をより一層向
上することができる。
【００８４】
以上のように、本実施形態に係る画像出力システムは、携帯電話１がＰＣ２で生成され
た識別データを一時記憶できる構成となっている。従来では、例えば、個人情報などの識
別データが記録された磁気カードを、ユーザがそれぞれ所有するとともに、該磁気カード
をプリンタに読み取らせることによって、該ユーザが指示したプリンタジョブを行うよう
に、プリンタにおける動作制御がなされていた。すなわち、この場合には、プリンタが、
ユーザの識別を行うことはできるが、どのプリンタジョブを行うべきかを判断することは
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できなかった。
【００８５】
これに対して、本画像出力システムによれば、上記のように、携帯電話１がＰＣ２で生
成された識別データを一時記憶できるとともに、ユーザが携帯電話１を保持した状態でプ
リンタ３に近づくと、この識別データがプリンタ３に送信されることになる。すなわち、
従来のようにユーザの認識のみではなく、ユーザが指示した各プリントジョブをも認識し
た上で、プリント動作の制御が行われる。よって、プリンタ３の動作制御に関わるユーザ
の手間を大幅に削減することが可能となる。
【００８６】
また、上記構成では、ネットワーク介在手法や携帯電話介在手法の何れであっても、プ

10

リントデータ毎に識別データが生成され、少なくとも識別データは携帯電話１に記憶され
ることになる。したがって、所定の識別データを記憶している携帯電話１を有するユーザ
に対してのみ、該識別データに対応したプリントデータに基づいてプリントジョブが実施
されることになるので、プリントジョブの制御をより一層確実なものとすることができる
。
【００８７】
なお、上記の例では、携帯電話１を用いて各種データのやりとりを行う構成の例を挙げ
ているが、ＰＣ２などで生成された識別データを少なくとも非接触で記憶可能になってい
れば、携帯情報処理端末や、カード式情報記録媒体などであってもよい。これらは、何れ
もユーザが常時携帯できるとともに、本システムにおける用途向けの機能以外にも有益な
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機能を有しているので、本システムのためだけに別途携帯端末などを準備するというよう
なものではない。つまり、現状において広く用いられている携帯端末などを利用すること
になるので、上記のような画像出力システムの導入に要するコストや手間が比較的少なく
、容易に実現することが可能である。
【００８８】
以上のように、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するとともに
、該動作データに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成手段
によって生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器と、上記データ生成手
段によって生成された上記識別データを受信するとともに、該識別データを記憶する識別
データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯型データ記憶手段が、
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上記電子機器に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを送信す
るとともに、上記電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した
際に、該識別データに対応する動作データに基づいて処理を行うことを特徴としている。
【００８９】
上記の構成によれば、まず、データ生成手段によって生成された識別データが、携帯型
データ記憶手段に送信され、識別データ記憶手段に記憶される。そして、この記憶された
識別データが携帯型データ記憶手段から電子機器に送信された時点で、電子機器が、該識
別データに対応する動作データに基づいて処理を行うことになる。
【００９０】
従来では、例えば磁気カードなどに識別データとしての個人情報などを予め記憶させ、
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それを電子機器が読み取ることによって、該電子機器の動作制御がなされていた。これに
対して、上記の構成によれば、携帯型データ記憶手段は、従来のようにある決まった識別
データを固定的に記憶するのではなく、動作データとともに生成された、該動作データに
対応した識別データが記憶されることになる。したがって、従来では、固定された情報と
しての個人情報などに基づいてのみ、電子機器の処理の制御が行われていたが、上記の構
成によれば、動作データに対応して変化する多様な識別データに応じて電子機器の処理の
制御が行われるので、より的確な制御を行うことができるとともに、例えば動作データの
選択などをユーザが行うなどの手間を省くことができる。
【００９１】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記データ生成手
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段によって生成された動作データを、上記電子機器に送信する送信手段をさらに備えてい
る構成としてもよい。
【００９２】
上記の構成によれば、データ生成手段によって生成された動作データは、送信手段を介
して電子機器に送信される一方、データ生成手段によって生成された識別データは、携帯
型データ記憶手段を介して電子機器に送信されることになる。動作データは、電子機器の
処理を指示するデータであるので、データのサイズとしては、識別データよりも大きいも
のである場合が多いと考えられる。すなわち、データサイズの大きい動作データを送信手
段によって電子機器に送信するとともに、実際の電子機器での処理をトリガーするための
、データサイズの小さい識別データは、携帯型データ記憶手段を介して電子機器に送信す
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ることになる。よって、携帯型データ記憶手段における記憶手段の記憶容量は比較的小さ
くすることが可能となり、携帯型データ記憶手段のコストの低減、および装置自体のサイ
ズの縮小化を図ることができる。
【００９３】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記送信手段が、
少なくとも１つのデータ生成手段および少なくとも１つの電子機器同士を接続するネット
ワークである構成としてもよい。
【００９４】
上記の構成によれば、ネットワークを介して、少なくとも１つのデータ生成手段および
少なくとも１つの電子機器同士を接続されているので、任意のデータ生成手段から任意の
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電子機器に対して、動作データを送信し、処理を行わせることが可能となる。したがって
、汎用性の高い電子機器制御システムを構築することができる。
【００９５】
また、上記ネットワークに電子機器やデータ生成手段が複数接続されている場合には、
従来では、所定の電子機器で所定の動作データに基づいた動作をさせることが煩雑になる
が、上記の構成によれば、電子機器が携帯型データ記憶手段から識別データを読み取って
動作可能となるので、複雑なネットワークでも確実に電子機器の動作を制御することがで
きる。
【００９６】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記携帯型データ
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記憶手段が、上記データ生成手段および上記電子機器と識別データの送受信を行う際に、
無線を利用する構成としてもよい。
【００９７】
上記の構成によれば、携帯型データ記憶手段が、無線という非接触な手段によって識別
データの送受信を行うことになる。よって、例えば、ユーザが自分のポケットなどに携帯
型データ記憶手段を入れた状態のままで、データ生成手段から識別データを受信したり、
電子機器に識別データを送信したりすることが可能となり、ユーザの操作上の手間を大幅
に削減することができる。
【００９８】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記電子機器が、
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上記データ生成手段から送信された動作データを記憶する動作データ記憶手段を備えてお
り、該電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、該動
作データ記憶手段に記憶されている動作データと、受信した識別データとの照会を行うこ
とによって、受信した識別データに対応する動作データを検出し、該動作データに基づい
て処理を行う構成としてもよい。
【００９９】
上記の構成によれば、たとえば、複数のデータ生成手段を１つの電子機器に接続して、
各データ生成手段により生成された動作データを電子機器に出力するような構成とした場
合、次のような効果を奏することになる。すなわち、１つの電子機器に対して、複数のデ
ータ生成手段からそれぞれ動作データが送信された場合に、各動作データは、該電子機器
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の動作データ記憶手段に記憶されることになる。そして、該電子機器が、携帯型データ記
憶手段から識別データを受信した際に、該識別データと、動作データ記憶手段に記憶され
ている動作データとを照会することによって、適切な動作データが検出され、該動作デー
タに基づく処理が行われることになる。したがって、複数のデータ生成手段から動作デー
タを受信した場合にも、これを電子機器内の動作データ記憶手段に記憶することができる
ともに、実際に識別データを受信することによって処理を行う際には、該当する識別デー
タに対応した動作データに基づいて処理を行うことができる。すなわち、ネットワークを
介しての電子機器の動作をより一層効率よく制御することが可能となる。
【０１００】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記ネットワーク

10

に接続され、上記データ生成手段で生成された動作データを記憶するとともに、該動作デ
ータを上記電子機器へ出力するデータ出力プロセスを管理する動作データ管理手段がさら
に設けられている構成としてもよい。
【０１０１】
上記構成では、たとえば、複数のデータ生成手段を複数の電子機器に接続して、各デー
タ生成手段により生成された動作データを特定の電子機器に選択して出力するようなネッ
トワークシステムを形成することができる。しかも、このネットワークには、動作データ
管理手段が含まれているので、個々の電子機器に動作データ記憶手段を設ける必要がなく
、複数の動作データの出力を一括して管理することができるため、電子機器に対する負担
を軽減することができる。
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【０１０２】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器
と、上記データ生成手段によって生成された上記動作データを受信するとともに、該動作
データを記憶する動作データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯
型データ記憶手段が、上記電子機器に対して上記動作データ記憶手段に記憶されている上
記動作データを送信するとともに、上記電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記
動作データを受信した際に、該動作データに基づいて処理を行うことを特徴としている。
【０１０３】
上記の構成によれば、まず、データ生成手段によって生成された動作データが、携帯型
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データ記憶手段に送信され、動作データ記憶手段に記憶される。そして、この記憶された
動作データが携帯型データ記憶手段から電子機器に送信されると、該電子機器が、該動作
データに基づいて処理を行うことになる。
【０１０４】
このように、携帯型データ記憶手段が動作データを記憶することになるので、電子機器
を動作させる動作データを別途記憶媒体に記憶してユーザが持ち運ぶような必要が無くな
る。すなわち携帯型データ記憶手段がフロッピーディスクや光磁気ディスクのような記憶
媒体を兼ねることになる。それゆえ、データ生成手段と電子機器とを接続するネットワー
クを必要としないで、ネットワークに類似するシステムを形成することができる。
【０１０５】
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しかも、データ生成手段と電子機器とがネットワークに接続されている場合であっても
、携帯型データ記憶手段が動作データを記憶するために、ネットワーク外の電子機器に対
しても動作データを出力して所定の動作を実行させることもできる。したがって、電子機
器の動作制御の汎用性をより一層向上することができる。
【０１０６】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記電子機器が、
表示手段を備えているとともに、上記電子機器の制御手段は、動作データの内容を確認し
た上で、該動作データに基づく動作に必要な選択機能と、該電子機器が備える選択機能を
実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上で、判定結果を表示手段に
表示させる制御を行う構成としてもよい。
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【０１０７】
たとえば、ユーザが所定のデータ生成手段で生成した動作データを任意の電子機器に出
力した場合、その電子機器が上記動作データに基づいて動作できる各種機能を備えていな
い可能性がある。そこで、上記構成では、電子機器の制御手段が、入力された動作データ
に基づいて動作できる機能を自機が有しているか否かを判定して表示手段で表示すること
になるので、ユーザは、電子機器の動作状態を正確に把握することが可能になり、電子機
器の動作制御をより一層確実なものとすることができる。
【０１０８】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記携帯型データ
記憶手段が、ユーザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、該ユーザ管理識別デ

10

ータを上記電子機器に送信し、上記電子機器が、携帯型データ記憶手段から受信した上記
ユーザ管理識別データに基づいて、該電子機器の動作の実施を制限する制御を行う構成と
してもよい。
【０１０９】
上記構成では、ユーザ管理識別データに基づいて、電子機器の動作が制限されることに
なるので、ある特定の携帯型データ記憶手段を用いた場合に、ある特定の電子機器のみで
しか動作が実行できないようにしたり、逆に、ある特定の電子機器だけで動作が実行でき
ないようにすることができる。したがって、例えば、データ生成手段と電子機器とがネッ
トワークに接続されている場合に、携帯型データ記憶手段に記憶されているユーザ管理識
別データに応じて、特定の部署の電子機器のみで動作が許可されるようにすることができ
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る。また、電子機器が、動作の実施に課金するようなサービスに利用されている場合に応
用することもできる。
【０１１０】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記ユーザ管理識
別データが、動作データの生成を行う上記データ生成手段が設置される部署を識別する部
署識別データ、ユーザに個別に設定されているユーザ識別データ、携帯型データ記憶手段
に個別に設定されている記憶手段識別データの少なくともいずれか１つを含んでいる構成
としてもよい。
【０１１１】
上記の構成において、ユーザ管理識別データとして、動作データの生成を行う上記デー
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タ生成手段が設置される部署を識別する部署識別データを利用すれば、特定部署のデータ
生成手段で生成された動作データは、特定部署の電子機器の動作にしか利用できないよう
にするなどの動作制御を行うことが可能となる。したがって、企業などにおいて、各部署
毎に電子機器の利用状況を把握するとともに、消耗品など電子機器の保守管理を部署毎で
確実に掌握することができる。
【０１１２】
また、ユーザ管理識別データとして、ユーザに個別に設定されているユーザ識別データ
を利用すれば、特定のユーザを選別することが可能となる。よって、たとえば店舗などに
おいて、電子機器を動作させる際に課金するようなサービスを行っている場合に、店員な
どの登録済みのユーザ識別データを有するユーザに対して、電子機器の利用を無償で許可
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するとともに、一般の客などの非登録ユーザに対しては、ユーザ識別データに基づいて、
該非登録ユーザに対して課金処理を行う、というような利用制限の切換を容易に行うこと
ができる。
【０１１３】
さらに、ユーザ管理識別データとして、携帯型データ記憶手段に個別に設定されている
記憶手段識別データを利用すれば、特定の携帯型データ記憶手段を有するユーザに対して
のみ電子機器の利用を許可するというような利用制限を行うことができる。よって、たと
えば、特定の携帯型データ記憶手段を貸与して、所定の電子機器を利用可能とするような
サービスに利用することができる。
【０１１４】
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また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記ユーザ管理識
別データが、予め携帯型データ記憶手段に登録されている構成としてもよい。
【０１１５】
上記ユーザ管理識別データは、動作データとともに生成する必要はなく、また動作デー
タに関係なく電子機器の動作制御に利用することができるので、これら各データを予め別
途携帯型データ記憶手段に登録しておくことで、電子機器の動作制御をより効率化するこ
とができる。
【０１１６】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記電子機器が画
像出力装置であり、上記動作データがプリントデータである構成としてもよい。

10

【０１１７】
上記の構成によれば、携帯型データ記憶手段によって画像出力装置の動作を制御するこ
とになる。よって、ユーザがデータ生成手段でプリントデータを作成し、該プリントデー
タを実際に出力する際には、携帯型データ記憶手段を持って画像出力装置に近づくだけで
、出力したいプリントデータを選択するなどの手間をかけることなしに、所望のプリント
を行うことが可能となる。また、プリントアウトを必要とするユーザが画像出力装置に近
づいているときにのみ、プリントアウトが行われるので、所望のプリントが他のプリント
に紛れてしまうようなことを防止することができる。
【０１１８】
また、上記のように、ユーザ管理識別データを利用して、画像出力装置の利用を制限す
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るような場合には、例えば企業内において画像出力装置がネットワークに接続されている
ような場合に、特定の部署毎に画像出力装置の利用状況を管理することができる。あるい
は、画像出力装置がコピーサービスに利用されている場合には、所定の携帯型データ記憶
手段を有している客に対して、コピーサービスの利用許可と課金との双方を制御すること
ができる。
【０１１９】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記データ生成手
段は、パーソナルコンピュータである構成としてもよい。
【０１２０】
上記の構成によれば、各種のデータを生成することができるパソコンを利用することに
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なるので、電子機器の動作に供される動作データが広範囲なものとなり、電子機器の動作
制御の汎用性が拡大する。
【０１２１】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記携帯型データ
記憶手段は、携帯電話、携帯情報処理端末、カード式情報記録媒体の少なくとも何れかで
ある構成としてもよい。
【０１２２】
上記の構成のように、携帯型データ記憶手段が、上記携帯電話、携帯情報処理端末、カ
ード式情報記録媒体であれば、ユーザが常時携帯できるとともに、それぞれが本システム
における携帯型データ記憶手段とは異なる用途を有しているので、本システムのために別
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途携帯型データ記憶手段を準備する必要がなく、電子機器制御システムの汎用性・利便性
をより向上することができる。
【０１２３】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するとともに、該動作
データに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成手段によって
生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器と、上記データ生成手段によっ
て生成された上記識別データを無線により受信するとともに、該識別データを記憶する識
別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記識別データを記憶した携
帯型データ記憶手段が電子機器近傍に移動すると、上記携帯型データ記憶手段が、上記電
子機器に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを無線により自
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動的に送信するとともに、上記電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記識別デー
タを受信した際に、該識別データに対応する動作データに基づいて処理を行うことを特徴
としている。
【０１２４】
上記の構成によれば、まず、データ生成手段によって生成された識別データが、携帯型
データ記憶手段に無線により送信され、識別データ記憶手段に記憶される。そして、この
記憶された識別データが携帯型データ記憶手段から電子機器に無線により自動的に送信さ
れた時点で、電子機器が、該識別データに対応する動作データに基づいて処理を行うこと
になる。
【０１２５】

10

従来では、例えば磁気カードなどに識別データとしての個人情報などを予め記憶させ、
それを電子機器が読み取ることによって、該電子機器の動作制御がなされていた。これに
対して、上記の構成によれば、携帯型データ記憶手段は、従来のようにある決まった識別
データを固定的に記憶するのではなく、動作データとともに生成された、該動作データに
対応した識別データが記憶されることになる。したがって、従来では、固定された情報と
しての個人情報などに基づいてのみ、電子機器の処理の制御が行われていたが、上記の構
成によれば、動作データに対応して変化する多様な識別データに応じて電子機器の処理の
制御が行われるので、より的確な制御を行うことができるとともに、例えば動作データの
選択などをユーザが行うなどの手間を省くことができる。
【０１２６】
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また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するとともに、該動作
データに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成手段によって
生成され、送信された動作データを記憶する動作データ記憶手段を備えており、該記憶し
た動作データに基づいて処理を行う電子機器と、上記データ生成手段によって生成された
上記識別データを受信するとともに、該識別データを記憶する識別データ記憶手段を備え
た携帯型データ記憶手段とを備え、上記識別データには、対応する動作データが作成され
た時間、又は対応する動作データの優先度が含まれ、上記携帯型データ記憶手段が、上記
電子機器に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを送信すると
ともに、該電子機器は、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、
該動作データ記憶手段に記憶されている動作データと、受信した識別データとの照会を行
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うことによって、受信した識別データに対応する動作データを検出し、動作データが複数
検出された場合には、最も先に生成された動作データ又は優先度の高い動作データを選択
し、該選択した動作データに基づいて処理を行うことを特徴としている。
【０１２７】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するとともに、該動作
データに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、表示手段および制御手段を備
えているとともに、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処
理を行う電子機器と、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信する
とともに、該識別データを記憶する識別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段と
を備え、上記携帯型データ記憶手段が、上記電子機器に対して上記識別データ記憶手段に
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記憶されている上記識別データを送信するとともに、上記電子機器が、上記携帯型データ
記憶手段から上記識別データを受信した際に、上記電子機器の制御手段は、動作データの
内容を確認し、該動作データに基づく動作に必要な選択機能と、該電子機器が備える選択
機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上で、合致していない
と判定した場合に、該動作データに適した電子機器に関する情報を判定結果とともに上記
表示手段に表示させる制御を行うことを特徴としている。
【０１２８】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するとともに、該動作
データに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、表示手段および制御手段を備
えているとともに、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処
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理を行う電子機器と、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信する
とともに、該識別データを記憶する識別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段と
を備え、上記携帯型データ記憶手段が、上記電子機器に対して上記識別データ記憶手段に
記憶されている上記識別データを送信するとともに、上記電子機器が、上記携帯型データ
記憶手段から上記識別データを受信した際に、上記電子機器の制御手段は、動作データの
内容を確認し、該動作データに基づく動作に必要な選択機能と、該電子機器が備える選択
機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上で、合致していない
と判定した場合に、判定結果を上記表示手段に表示させ、それでも該動作データに基づく
処理を実行する指示がなされたときには該動作データに基づいて処理を行うように制御す
ることを特徴としている。

10

【０１２９】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器
と、上記データ生成手段によって生成された上記動作データを無線により受信するととも
に、該動作データを記憶する動作データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え
、上記識別データを記憶した携帯型データ記憶手段が電子機器近傍に移動すると、上記携
帯型データ記憶手段が、上記電子機器に対して上記動作データ記憶手段に記憶されている
上記動作データを無線により自動的に送信するとともに、上記電子機器が、上記携帯型デ
ータ記憶手段から上記動作データを受信した際に、該動作データに基づいて処理を行うこ
とを特徴としている。
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【０１３０】
上記の構成によれば、まず、データ生成手段によって生成された動作データが、携帯型
データ記憶手段に無線により送信され、動作データ記憶手段に記憶される。そして、この
記憶された動作データが携帯型データ記憶手段から電子機器に無線により自動的に送信さ
れると、該電子機器が、該動作データに基づいて処理を行うことになる。
【０１３１】
このように、携帯型データ記憶手段が動作データを記憶することになるので、電子機器
を動作させる動作データを別途記憶媒体に記憶してユーザが持ち運ぶような必要が無くな
る。すなわち携帯型データ記憶手段がフロッピーディスクや光磁気ディスクのような記憶
媒体を兼ねることになる。それゆえ、データ生成手段と電子機器とを接続するネットワー
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クを必要としないで、ネットワークに類似するシステムを形成することができる。
【０１３２】
しかも、データ生成手段と電子機器とがネットワークに接続されている場合であっても
、携帯型データ記憶手段が動作データを記憶するために、ネットワーク外の電子機器に対
しても動作データを出力して所定の動作を実行させることもできる。したがって、電子機
器の動作制御の汎用性をより一層向上することができる。
【０１３３】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器
と、上記データ生成手段によって生成された上記動作データを受信するとともに、該動作
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データを記憶する動作データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯
型データ記憶手段が、ユーザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、上記電子機
器に対して上記動作データ記憶手段に記憶されている上記動作データおよび上記ユーザ管
理識別データを送信し、上記電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記動作データ
および上記ユーザ管理識別データを受信した際に、上記ユーザ管理識別データに基づいて
該電子機器の動作の実施を制限する制御を行いつつ、該動作データに基づいて処理を行う
ことを特徴としている。
【０１３４】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、上記データ生成手段によって生成された上記動作データに基づいて処理を行う電子機器
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と、上記データ生成手段によって生成された上記動作データを受信するとともに、該動作
データを記憶する動作データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯
型データ記憶手段が、ユーザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、上記電子機
器に対して上記動作データ記憶手段に記憶されている上記動作データおよび上記ユーザ管
理識別データを送信し、上記電子機器が、上記携帯型データ記憶手段から上記動作データ
および上記ユーザ管理識別データを受信した際に、上記ユーザ管理識別データに基づいて
課金すべきか否かを判定し、課金すべきであると判定した場合には課金処理を実行し、課
金処理が終了したと判定した上で、該動作データに基づいて処理を行うことを特徴として
いる。
【０１３５】

10

また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、表示手段および制御手段を備えているとともに、上記データ生成手段によって生成され
た上記動作データに基づいて処理を行う電子機器と、上記データ生成手段によって生成さ
れた上記動作データを受信するとともに、該動作データを記憶する動作データ記憶手段を
備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯型データ記憶手段が、上記電子機器に対
して上記動作データ記憶手段に記憶されている上記動作データを送信し、上記電子機器が
、上記携帯型データ記憶手段から上記動作データを受信した際に、上記電子機器の制御手
段は、動作データの内容を確認し、該動作データに基づく動作に必要な選択機能と、該電
子機器が備える選択機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上
で、合致していないと判定した場合に、該動作データに適した電子機器に関する情報を判
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定結果とともに上記表示手段に表示させる制御を行うことを特徴としている。
【０１３６】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、動作データを生成するデータ生成手段と
、表示手段および制御手段を備えているとともに、上記データ生成手段によって生成され
た上記動作データに基づいて処理を行う電子機器と、上記データ生成手段によって生成さ
れた上記動作データを受信するとともに、該動作データを記憶する動作データ記憶手段を
備えた携帯型データ記憶手段とを備え、上記携帯型データ記憶手段が、上記電子機器に対
して上記動作データ記憶手段に記憶されている上記動作データを送信し、上記電子機器が
、上記携帯型データ記憶手段から上記動作データを受信した際に、上記電子機器の制御手
段は、動作データの内容を確認し、該動作データに基づく動作に必要な選択機能と、該電

30

子機器が備える選択機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上
で、合致していないと判定した場合に、判定結果を上記表示手段に表示させ、それでも該
動作データに基づく処理を実行する指示がなされたときには該動作データに基づいて処理
を行うように制御することを特徴としている。
【０１３７】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記ユーザ管理識
別データが、動作データの生成を行う上記データ生成手段が設置される部署を識別する部
署識別データ、ユーザに個別に設定されているユーザ識別データ、携帯型データ記憶手段
に個別に設定されている記憶手段識別データの少なくともいずれか１つを含んでいる構成
としてもよい。
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【０１３８】
上記の構成において、ユーザ管理識別データとして、動作データの生成を行う上記デー
タ生成手段が設置される部署を識別する部署識別データを利用すれば、特定部署のデータ
生成手段で生成された動作データは、特定部署の電子機器の動作にしか利用できないよう
にするなどの動作制御を行うことが可能となる。したがって、企業などにおいて、各部署
毎に電子機器の利用状況を把握するとともに、消耗品など電子機器の保守管理を部署毎で
確実に掌握することができる。
【０１３９】
また、ユーザ管理識別データとして、ユーザに個別に設定されているユーザ識別データ
を利用すれば、特定のユーザを選別することが可能となる。よって、たとえば店舗などに
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おいて、電子機器を動作させる際に課金するようなサービスを行っている場合に、店員な
どの登録済みのユーザ識別データを有するユーザに対して、電子機器の利用を無償で許可
するとともに、一般の客などの非登録ユーザに対しては、ユーザ識別データに基づいて、
該非登録ユーザに対して課金処理を行う、というような利用制限の切換を容易に行うこと
ができる。
【０１４０】
さらに、ユーザ管理識別データとして、携帯型データ記憶手段に個別に設定されている
記憶手段識別データを利用すれば、特定の携帯型データ記憶手段を有するユーザに対して
のみ電子機器の利用を許可するというような利用制限を行うことができる。よって、たと
えば、特定の携帯型データ記憶手段を貸与して、所定の電子機器を利用可能とするような

10

サービスに利用することができる。
【０１４１】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記ユーザ管理識
別データが、予め携帯型データ記憶手段に登録されている構成としてもよい。
【０１４２】
上記ユーザ管理識別データは、動作データとともに生成する必要はなく、また動作デー
タに関係なく電子機器の動作制御に利用することができるので、これら各データを予め別
途携帯型データ記憶手段に登録しておくことで、電子機器の動作制御をより効率化するこ
とができる。
【０１４３】

20

また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記電子機器が画
像出力装置であり、上記動作データがプリントデータである構成としてもよい。
【０１４４】
上記の構成によれば、携帯型データ記憶手段によって画像出力装置の動作を制御するこ
とになる。よって、ユーザがデータ生成手段でプリントデータを作成し、該プリントデー
タを実際に出力する際には、携帯型データ記憶手段を持って画像出力装置に近づくだけで
、出力したいプリントデータを選択するなどの手間をかけることなしに、所望のプリント
を行うことが可能となる。また、プリントアウトを必要とするユーザが画像出力装置に近
づいているときにのみ、プリントアウトが行われるので、所望のプリントが他のプリント
に紛れてしまうようなことを防止することができる。

30

【０１４５】
また、上記のように、ユーザ管理識別データを利用して、画像出力装置の利用を制限す
るような場合には、例えば企業内において画像出力装置がネットワークに接続されている
ような場合に、特定の部署毎に画像出力装置の利用状況を管理することができる。あるい
は、画像出力装置がコピーサービスに利用されている場合には、所定の携帯型データ記憶
手段を有している客に対して、コピーサービスの利用許可と課金との双方を制御すること
ができる。
【０１４６】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記データ生成手
段は、パーソナルコンピュータである構成としてもよい。

40

【０１４７】
上記の構成によれば、各種のデータを生成することができるパソコンを利用することに
なるので、電子機器の動作に供される動作データが広範囲なものとなり、電子機器の動作
制御の汎用性が拡大する。
【０１４８】
また、本発明に係る電子機器制御システムは、上記の構成において、上記携帯型データ
記憶手段は、携帯電話、携帯情報処理端末、カード式情報記録媒体の少なくとも何れかで
ある構成としてもよい。
【０１４９】
上記の構成のように、携帯型データ記憶手段が、上記携帯電話、携帯情報処理端末、カ
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ード式情報記録媒体であれば、ユーザが常時携帯できるとともに、それぞれが本システム
における携帯型データ記憶手段とは異なる用途を有しているので、本システムのために別
途携帯型データ記憶手段を準備する必要がなく、電子機器制御システムの汎用性・利便性
をより向上することができる。
【０１５０】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係る画像出力装置制御システムは、プリントデータを生成する
とともに、該プリントデータに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記デ
ータ生成手段によって生成され、送信されたプリントデータおよび識別データを記憶する
第１データ記憶手段を備えており、該記憶したプリントデータに基づいて画像出力を行う

10

画像出力装置と、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとと
もに、該識別データを記憶する第２データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備
え、上記携帯型データ記憶手段が、上記画像出力装置に対して上記第２データ記憶手段に
記憶されている上記識別データを送信するとともに、該画像出力装置は、上記携帯型デー
タ記憶手段から上記識別データを受信した際に、該第１データ記憶手段に記憶されている
識別データと、受信した識別データとの照合を行うことによって、受信した識別データに
対応するプリントデータを検出し、プリントデータが複数検出された場合には、上記画像
出力装置は、検出した複数のプリントデータに対応する識別データを上記携帯型データ記
憶手段に対して送信し、上記携帯型データ記憶手段は、受信した識別データを表示して画
像出力すべきプリントデータに対応する識別データの選択を受け付け、選択された識別デ

20

ータを上記画像出力装置に対して送信し、上記画像出力装置は、選択された識別データに
対応するプリントデータに基づいて画像出力を行う構成である。
【０１５１】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、プリントデータを生成するとともに
、該プリントデータに対応した識別データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成
手段によって生成された上記プリントデータに基づいて画像出力を行う複数の画像出力装
置と、上記データ生成手段および上記複数の画像出力装置同士を接続し、上記データ生成
手段によって生成されたプリントデータを、上記画像出力装置に送信するネットワークと
、上記ネットワークに接続され、上記データ生成手段で生成されたプリントデータおよび
識別データを記憶するとともに、上記画像出力装置から伝送された識別データに対応する
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プリントデータを上記画像出力装置へ出力するデータ出力プロセスを管理するプリントデ
ータ管理手段と、上記データ生成手段によって生成された上記識別データを受信するとと
もに、該識別データを記憶する識別データ記憶手段を備えた携帯型データ記憶手段とを備
え、上記携帯型データ記憶手段は、上記複数の画像出力装置のうち、接近した画像出力装
置に対して上記識別データ記憶手段に記憶されている上記識別データを送信するとともに
、上記画像出力装置は、上記携帯型データ記憶手段から上記識別データを受信した際に、
その識別データを上記プリントデータ管理手段に伝送し、上記プリントデータ管理手段か
ら送信された対応するプリントデータに基づいて画像出力を行う構成である。
【０１５２】
これにより、従来では、固定された情報としての個人情報などに基づいてのみ、画像出

40

力装置の処理の制御が行われていたが、上記の構成によれば、プリントデータに対応して
変化する多様な識別データに応じて画像出力装置の処理の制御が行われるので、より的確
な制御を行うことができるとともに、例えばプリントデータの選択などをユーザが行うな
どの手間を省くことができるという効果を奏する。
【０１５３】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、上記画像出力装置が、表示手段を備
えているとともに、上記画像出力装置の制御手段は、プリントデータの内容を確認した上
で、該プリントデータに基づく画像出力に必要な選択機能と、該画像出力装置が備える選
択機能を実施するための機能手段とが合致しているか否かを判定した上で、判定結果を表
示手段に表示させる制御を行う構成である。
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【０１５４】
これにより、上記の構成による効果に加えて、ユーザは、画像出力装置の動作状態を正
確に把握することが可能になり、画像出力装置の動作制御をより一層確実なものとするこ
とができるという効果を奏する。
【０１５５】
また、本発明に係る画像出力装置制御システムは、上記携帯型データ記憶手段が、ユー
ザ管理識別データをさらに記憶しているとともに、該ユーザ管理識別データを上記画像出
力装置に送信し、上記画像出力装置が、携帯型データ記憶手段から受信した上記ユーザ管
理識別データに基づいて、該画像出力装置の画像出力の実施を制限する制御を行う構成で
ある。

10

【０１５６】
これにより、上記の構成による効果に加えて、例えば、データ生成手段と画像出力装置
とがネットワークに接続されている場合に、携帯型データ記憶手段に記憶されているユー
ザ管理識別データに応じて、特定の部署の画像出力装置のみで動作が許可されるようにす
ることができるという効果を奏する。また、画像出力装置が、動作の実施に課金するよう
なサービスに利用されている場合に応用することもできるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明の実施の一形態に係る画像出力システムの概略を示す説明図である。

【図２】

上記画像出力システムにおいて、ＰＣからプリントの指示が行われた際の状態

を示す説明図である。
【図３】
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上記画像出力システムにおいて、プリンタにおいてプリントが行われる際の状

態を示す説明図である。
【図４】

図１に示す画像出力システムとは異なる形態において、ＰＣからプリントの指

示が行われた際の状態を示す説明図である。
【図５】

図４に示す画像出力システムにおいて、プリンタにおいてプリントが行われる

際の状態を示す説明図である。
【図６】

同図（ａ）および（ｂ）は、プリンタの選択機能とプリントジョブ実行に必要

な機能とが対応しているか否かを判定する制御を含んだプリント処理の流れを示すフロー
チャートであり、同図（ａ）は、ＰＣにおける処理、同図（ｂ）は、プリンタにおける処
理を示している。
【図７】
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ユーザ管理識別データを用いてプリンタの動作を制限する制御の処理の流れを

示すフローチャートである。
【図８】

プリンタ内に記憶される出力許可コードリストの一例を示す表である。

【図９】

課金システムを適用した場合のプリンタにおける処理の流れを示すフローチャ

ートである。
【図１０】

ＰＣとプリンタとがネットワークで接続されていない場合の画像出力システ

ムの構成の概略を示す説明図である。
【図１１】

図１０に示す画像出力システムにおいて、ＰＣからプリントの指示が行われ

た際の状態を示す説明図である。
【図１２】

図１０に示す画像出力システムにおいて、プリンタにおいてプリントが行わ

40

れる際の状態を示す説明図である。
【符号の説明】
１

携帯電話（携帯型データ記憶手段）

２

ＰＣ（パーソナルコンピュータ）

３

プリンタ（画像出力装置）

４

ネットワーク

５

表示部

９

メモリ

１０

データ送受信部（携帯電話側）

１１

データ送受信部（ＰＣ側）
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１２

プリントエンジン

１３

制御部

１４

プリントデータセレクタ

１５

メモリ

１６

ネットワークＩ／Ｆ

１７

データ送受信部（プリンタ側）

２１

プリントサーバ（動作データ管理手段）

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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