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(57)【要約】
【課題】ユーザが直感的に機器を指定し、その機能情報
を取得し、その機器に対して所望の処理を実行できる情
報処理システム、情報処理装置および携帯端末装置を提
供する。
【解決手段】携帯端末装置は、通信設定情報および機能
情報を、非接触通信で情報処理装置に送信する第１通信
手段と、通信設定情報および機能情報の入力を受け付け
る入力受付手段と、実体情報を非接触通信で情報処理装
置に送信または情報処理装置から受信する第２通信手段
と、情報処理装置は、前記通信設定情報および機能情報
を非接触通信で携帯端末から受信する第３通信手段と、
第３通信手段によって受信した通信設定情報に基づいて
携帯端末装置との通信を確立し、実体情報を非接触通信
で携帯端末装置から受信または携帯端末装置に送信する
第４の通信手段と、第４通信手段によって受信した第１
の機能情報に応じた機能で実体情報を処理する処理手段
と、を備える。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置と
、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信手段および前記第２の通信手段と同
一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置とを備え、前記携帯端末装置と前記
情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信手段とで非接触通信により通信し、
前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２の通信手段と第４の通信手段とで非
接触通信により通信する情報処理システムにおいて、
　前記携帯端末装置は、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設定情報および前記第２の
通信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す第１の機能情報を、
前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御手段
と、
　前記通信設定情報および前記第１の機能情報の入力を受け付ける入力受付手段と、
　前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触
通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御手段と
、
　前記情報処理装置は、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第３の通信
手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯端末か
ら受信する第３通信制御手段と、
　前記第３通信制御手段によって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置
との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯
端末装置に送信する第４の通信制御手段と、
　前記第４通信制御手段によって受信した前記第１の機能情報に応じた機能で前記所定の
情報を処理する処理手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、
　前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の機能情報を記憶する記憶手
段と、をさらに備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記第２の機能情報と前記入力受付手段によって入力受付された第１の機能情報とに基
づいて第３の機能情報を生成する生成手段と、をさらに備え、
　前記第１通信制御手段は、
　生成された前記第３の機能情報を前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処
理装置に送信すること、
　を特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記情報処理装置は画像形成装置であって、
　前記第１の機能情報と前記第２の機能情報と前記第３の機能情報には、前記所定の情報
の実体名、ページ範囲、カラー情報、印刷面情報、集約有無、ソート有無、パンチ有無、
ステープル有無のうち少なくとも１つ以上を含むこと、
　を特徴とする請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記第３の通信制御手段は、
　前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設定情報
および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す機
能情報を送信する動作である機能情報設定モード、または所定の情報を前記第２の通信手
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段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置に受信する動作
である実体情報通信モードを切り替えること、
　を特徴とする請求項１または２に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、
　前記第３の通信手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信
で前記携帯端末から受信する第３通信制御手段による通信、または前記所定の情報を非接
触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第４の通信制御手
段による通信を入力受付する切替入力受付手段と、をさらに備え、
　前記第３の通信制御手段は、
　前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記機能情
報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えること、
　を特徴とする請求項４に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、
　複数の前記第３の通信手段と、複数の前記第３通信制御手段と、複数の前記切替入力受
付手段と、を備え、
　一の前記第３通信制御手段は、
　一の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記機能情
報設定モードを設定し、
　他の前記第３通信制御手段は、
　他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記実体情
報通信モードを設定すること、
　を特徴とする請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　携帯端末装置と非接触通信により通信し、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手
段および第２の通信手段を備える情報処理装置において、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置か
ら受信する第１通信制御手段と、
　前記第１通信制御手段によって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置
との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯
端末装置に送信する第２の通信制御手段と、
　前記第２通信制御手段によって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所定の情報を
処理する処理手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報処理装置は画像形成装置であって、
　前記機能情報には、前記所定の情報の実体名、ページ範囲、カラー情報、印刷面情報、
集約有無、ソート有無、パンチ有無、ステープル有無のうち少なくとも１つ以上を含むこ
と、
　を特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１の通信制御手段は、
　前記通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定の情報に
対する処理を示す機能情報を送信する動作である機能情報設定モード、または所定の情報
を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理
装置に受信する動作である実体情報通信モードを切り替えること、
　を特徴とする請求項７または８に記載の情報処理装置。
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【請求項１０】
　前記情報処理装置は、
　前記第１の通信手段を介して前記通信設定情報および前記機能情報を非接触通信で前記
携帯端末から受信する第１通信制御手段による通信、または前記所定の情報を非接触通信
で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第２の通信制御手段によ
る通信を入力受付する切替入力受付手段と、をさらに備え、
　前記第１の通信制御手段は、
　前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記機能情
報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えること、
　を特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記情報処理装置は、
　複数の前記第１の通信手段と、複数の前記第１通信制御手段と、複数の前記切替入力受
付手段と、を備え、
　一の前記第１通信制御手段は、
　一の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記機能情
報設定モードを設定し、
　他の前記第１通信制御手段は、
　他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記実体情
報通信モードを設定すること、
　を特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手
段および第２の通信手段を備える携帯端末装置において、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接触
通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御手段と、
　前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段に
よって受信または送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付ける
入力受付手段と、
　前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介して非接触
通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御手段と
、
　を備えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１３】
　前記第１の通信制御手段は、
　前記通信設定情報および前記機能情報を送信する動作である機能情報設定モード、また
は所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または
前記情報処理装置から受信する動作である実体情報通信モードを切り替えること、
　を特徴とする請求項１２に記載の携帯端末装置。
【請求項１４】
　互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置と
、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信手段および前記第２の通信手段と同
一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置とを備え、前記携帯端末装置と前記
情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信手段とで非接触通信により通信し、
前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２の通信手段と第４の通信手段とで非
接触通信により通信する情報処理システムにおいて、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設定情報および前記第２の
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通信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す第１の機能情報を、
前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御ステ
ップと、
　前記通信設定情報および前記第１の機能情報の入力を受け付ける入力受付ステップと、
　前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触
通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御ステッ
プと、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第３の通信
手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯端末か
ら受信する第３通信制御ステップと、
　前記第３通信制御ステップによって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末
装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記
携帯端末装置に送信する第４の通信制御ステップと、
　前記第４通信制御ステップによって受信した前記第１の機能情報に応じた機能で前記所
定の情報を処理する処理ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１５】
　前記情報処理装置は、
　前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の機能情報を記憶する記憶ス
テップと、をさらに含み、
　前記携帯端末装置は、
　前記第２の機能情報と前記入力受付ステップによって入力受付された第１の機能情報と
に基づいて第３の機能情報を生成する生成ステップと、をさらに含み、
　前記第１通信制御ステップは、
　生成された前記第３の機能情報を前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処
理装置に送信すること、
　を特徴とする請求項１４に記載の情報処理方法。
【請求項１６】
　携帯端末装置と非接触通信により通信し、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手
段および第２の通信手段を備える情報処理装置において、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置か
ら受信する第１通信制御ステップと、
　前記第１通信制御ステップによって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末
装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記
携帯端末装置に送信する第２の通信制御ステップと、
　前記第２通信制御ステップによって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所定の情
報を処理する処理ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１７】
　情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手
段および第２の通信手段を備える携帯端末装置において、
　前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接触
通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御ステップと、
　前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段に
よって受信または送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付ける
入力受付ステップと、
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　前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介して非接触
通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御ステッ
プと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１８】
　請求項１４乃至１７のいずれか１つに記載された情報処理方法をコンピュータで実行さ
せることを特徴とする情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理装置、携帯端末装置、情報処理方法および情報
処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、印刷装置のようなオフィス機器においては、複数のオフィス機器がネットワーク
に接続され、これと同じくネットワークに接続されたＰＣ（Personal　Computer）等のク
ライアント端末から所望の印刷装置を指定して文書等を印刷することができる。
　そして、このような事情は、コピー機能、ファクシミリ（ＦＡＸ）機能、印刷機能、ス
キャナ機能等を一つの筐体に納めたいわゆるＭＦＰ（Multi Function Peripheral）と称
される複合機についても同様であり、複合機の場合、ステープルの有無、パンチの有無を
はじめとして、様々な設定情報をも指定して印刷することができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、クライアント端末が、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）
を介して画像形成装置とアドホック通信するために必要な接続設定情報や、その画像形成
装置が設定可能な機能情報（例えば、カラー・モノクロの種類、両面印刷の可否、印刷可
能な用紙サイズ等）を、ビーコンによって受信し、ユーザは受信したビーコンを参照して
好みの機能情報を設定して、所望の画像形成装置から文書等を印刷することができる。
【０００４】
　また、特許文献２では、非接触型のＩＣ（Integrated　Circuit）タグを利用すること
によって、仲介端末を接続させたい機器に近接させて、ユーザが直感的に文書等を印刷で
きる機器の接続を確立することができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１７３９４８号公報
【特許文献２】特開２００４－２００８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術では、ユーザは、クライアント端末がビー
コンを受信することによって、印刷可能な画像形成装置がある程度近距離にあることは判
断できるが、その画像形成装置が実際にどこにあるのか視覚によって直感的に判断するこ
とができない。したがって、印刷可能な画像形成装置が目の前に設置されていても、ユー
ザは、接続設定情報等を確認しなければならない場合があるという問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２に記載された技術では、仲介端末は接続設定情報のみを近接した機器
に送信するので、例えばユーザが印刷したい機能情報（例えば、カラー・モノクロの種類
、両面印刷の可否、印刷可能な用紙サイズ等）を指定することはできなかった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザが直感的に機器を指定でき、指
定した機器に関する機能情報を取得し、その機器に対して所望の処理を実行できる情報処
理システム、情報処理装置、携帯端末装置、情報処理方法および情報処理プログラムを提
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供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、互いに異な
る通信範囲の第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置と、前記第１の
通信手段と同一の通信方法の第３の通信手段および前記第２の通信手段と同一の通信方法
の第４の通信手段を備える情報処理装置とを備え、前記携帯端末装置と前記情報処理装置
の間を前記第１の通信手段と第３の通信手段とで非接触通信により通信し、前記携帯端末
装置と前記情報処理装置の間を前記第２の通信手段と第４の通信手段とで非接触通信によ
り通信する情報処理システムにおいて、前記携帯端末装置は、前記携帯端末装置が前記情
報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段と
による通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報に対する処理を示す第１の機能情報を、前記第１の通信手段を介して
非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御手段と、前記通信設定情報および
前記第１の機能情報の入力を受け付ける入力受付手段と、前記情報処理装置との通信を確
立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信ま
たは前記情報処理装置から受信する第２通信制御手段と、前記情報処理装置は、前記携帯
端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第３の通信手段を介し
て前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯端末から受信する
第３通信制御手段と、前記第３通信制御手段によって受信した前記通信設定情報に基づい
て前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から
受信または前記携帯端末装置に送信する第４の通信制御手段と、前記第４通信制御手段に
よって受信した前記第１の機能情報に応じた機能で前記所定の情報を処理する処理手段と
、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の機能情報を記
憶する記憶手段と、をさらに備え、前記携帯端末装置は、前記第２の機能情報と前記入力
受付手段によって入力受付された第１の機能情報とに基づいて第３の機能情報を生成する
生成手段と、をさらに備え、前記第１通信制御手段は、生成された前記第３の機能情報を
前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信すること、を特徴とす
る。
【００１１】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項２に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は画像形成装置であって、前記第１の機能情報と前記第２の機能情報と前記第
３の機能情報には、前記所定の情報の実体名、ページ範囲、カラー情報、印刷面情報、集
約有無、ソート有無、パンチ有無、ステープル有無のうち少なくとも１つ以上を含むこと
、を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１または２に記載の情報処理システムにおいて
、前記第３の通信制御手段は、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を
確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定
の情報に対する処理を示す機能情報を送信する動作である機能情報設定モード、または所
定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記
情報処理装置に受信する動作である実体情報通信モードを切り替えること、を特徴とする
。
【００１３】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項４に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、前記第３の通信手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報
を非接触通信で前記携帯端末から受信する第３通信制御手段による通信、または前記所定
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の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第４
の通信制御手段による通信を入力受付する切替入力受付手段と、をさらに備え、前記第３
の通信制御手段は、前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第３の通信手段を
介して前記機能情報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えること、を特徴
とする。
【００１４】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項５に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、複数の前記第３の通信手段と、複数の前記第３通信制御手段と、複数の前
記切替入力受付手段と、を備え、一の前記第３通信制御手段は、一の前記切替入力手段か
らの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記機能情報設定モードを設定し、他
の前記第３通信制御手段は、他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第３の通
信手段を介して前記実体情報通信モードを設定すること、を特徴とする。
【００１５】
　また、請求項７にかかる発明は、携帯端末装置と非接触通信により通信し、互いに異な
る通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える情報処理装置において
、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信
手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または
送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置か
ら受信する第１通信制御手段と、前記第１通信制御手段によって受信した前記通信設定情
報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端
末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第２の通信制御手段と、前記第２通信
制御手段によって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所定の情報を処理する処理手
段と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項７に記載の情報処理装置において、前記情報処
理装置は画像形成装置であって、前記機能情報には、前記所定の情報の実体名、ページ範
囲、カラー情報、印刷面情報、集約有無、ソート有無、パンチ有無、ステープル有無のう
ち少なくとも１つ以上を含むこと、を特徴とする。
【００１７】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項７または８に記載の情報処理装置において、前
記第１の通信制御手段は、前記通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信また
は送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を送信する動作である機能情報設定モ
ード、または所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に
送信または前記情報処理装置に受信する動作である実体情報通信モードを切り替えること
、を特徴とする。
【００１８】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項９に記載の情報処理装置において、前記情報
処理装置は、前記第１の通信手段を介して前記通信設定情報および前記機能情報を非接触
通信で前記携帯端末から受信する第１通信制御手段による通信、または前記所定の情報を
非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第２の通信制
御手段による通信を入力受付する切替入力受付手段と、をさらに備え、前記第１の通信制
御手段は、前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前
記機能情報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えること、を特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、前記情
報処理装置は、複数の前記第１の通信手段と、複数の前記第１通信制御手段と、複数の前
記切替入力受付手段と、を備え、一の前記第１通信制御手段は、一の前記切替入力手段か
らの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記機能情報設定モードを設定し、他
の前記第１通信制御手段は、他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第１の通
信手段を介して前記実体情報通信モードを設定すること、を特徴とする。
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【００２０】
　また、請求項１２にかかる発明は、情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異
なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置におい
て、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通
信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信また
は送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接
触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御手段と、前記第２の通信手段の通信を
確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定
の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付ける入力受付手段と、前記情報処理
装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介して非接触通信で前記情報
処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御手段と、を備えること
を特徴とする。
【００２１】
　また、請求項１３にかかる発明は、請求項１２に記載の携帯端末装置において、前記第
１の通信制御手段は、前記通信設定情報および前記機能情報を送信する動作である機能情
報設定モード、または所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処
理装置に送信または前記情報処理装置から受信する動作である実体情報通信モードを切り
替えること、を特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１４にかかる発明は、互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２
の通信手段を備える携帯端末装置と、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信
手段および前記第２の通信手段と同一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置
とを備え、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信
手段とで非接触通信により通信し、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２
の通信手段と第４の通信手段とで非接触通信により通信する情報処理システムにおいて、
前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通信手
段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通
信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す第１の機能情報を、前
記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御ステッ
プと、前記通信設定情報および前記第１の機能情報の入力を受け付ける入力受付ステップ
と、前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接
触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御ステ
ップと、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第３
の通信手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯
端末から受信する第３通信制御ステップと、前記第３通信制御ステップによって受信した
前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通
信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第４の通信制御ステッ
プと、前記第４通信制御ステップによって受信した前記第１の機能情報に応じた機能で前
記所定の情報を処理する処理ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１５にかかる発明は、請求項１４に記載の情報処理方法において、前記情
報処理装置は、前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の機能情報を記
憶する記憶ステップと、をさらに含み、前記携帯端末装置は、前記第２の機能情報と前記
入力受付ステップによって入力受付された第１の機能情報とに基づいて第３の機能情報を
生成する生成ステップと、をさらに含み、前記第１通信制御ステップは、生成された前記
第３の機能情報を前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する
こと、を特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１６にかかる発明は、携帯端末装置と非接触通信により通信し、互いに異
なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える情報処理装置におい
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て、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通
信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信また
は送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置
から受信する第１通信制御ステップと、前記第１通信制御ステップによって受信した前記
通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で
前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第２の通信制御ステップと
、前記第２通信制御ステップによって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所定の情
報を処理する処理ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１７にかかる発明は、情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異
なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置におい
て、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の通
信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信また
は送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接
触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御ステップと、前記第２の通信手段の通
信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する
所定の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付ける入力受付ステップと、前記
情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介して非接触通信で
前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御ステップと、
を含むことを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１８にかかる発明は、請求項１４乃至１７のいずれか１つに記載された情
報処理方法をコンピュータで実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１にかかる発明によれば、互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２の
通信手段を備える携帯端末装置と、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信手
段および前記第２の通信手段と同一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置と
を備え、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信手
段とで非接触通信により通信し、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２の
通信手段と第４の通信手段とで非接触通信により通信する情報処理システムにおいて、前
記携帯端末装置は、第１通信制御手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範
囲内に接近した場合に、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立す
るための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定の情報
に対する処理を示す第１の機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情
報処理装置に送信し、入力受付手段が、前記通信設定情報および前記第１の機能情報の入
力を受け付け、第２通信制御手段が、前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を
前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装
置から受信し、前記情報処理装置は、第３通信制御手段が、前記携帯端末装置が前記情報
処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第３の通信手段を介して前記通信設定情報
および前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯端末から受信し、第４の通信制御手段
が、前記第３通信制御手段によって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装
置との通信を確立し、所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携
帯端末装置に送信し、処理手段が、前記第４通信制御手段によって受信した前記第１の機
能情報に応じた機能で前記所定の情報を処理するので、ユーザが直感的に機器を指定でき
、指定した機器に関する機能情報を設定し、その機器に対して所望の処理を実行できると
いう効果を奏する。
【００２８】
　請求項２にかかる発明によれば、請求項１に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、記憶手段が、前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の
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機能情報を記憶し、前記携帯端末装置は、生成手段が、前記第２の機能情報と前記入力受
付手段によって入力受付された第１の機能情報とに基づいて第３の機能情報を生成し、前
記第１通信制御手段は、生成された前記第３の機能情報を前記第１の通信手段を介して非
接触通信で前記情報処理装置に送信するので、ユーザが直感的に機器を指定でき、指定し
た機器に関する機能情報を予め取得して最適な機能情報を設定でき、その機器に対して所
望の処理を効率よく実行できるという効果を奏する。
【００２９】
　請求項３にかかる発明によれば、請求項２に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は画像形成装置であって、前記第１の機能情報と前記第２の機能情報と前記第
３の機能情報には、前記所定の情報の実体名、ページ範囲、カラー情報、印刷面情報、集
約有無、ソート有無、パンチ有無、ステープル有無のうち少なくとも１つ以上を含むので
、ユーザは細やかに画像形成装置の機能情報を指定して所望の処理を実行できるという効
果を奏する。
【００３０】
　請求項４にかかる発明によれば、請求項１または２に記載の情報処理システムにおいて
、前記第３の通信制御手段は、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を
確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する所定
の情報に対する処理を示す機能情報を送信する動作である機能情報設定モード、または所
定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記
情報処理装置に受信する動作である実体情報通信モードを切り替えるので、誤ってユーザ
の意図しない設定によって処理が実行されてしまうことを防止することができる。
【００３１】
　請求項５にかかる発明によれば、請求項４に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、切替入力受付手段が、前記第３の通信手段を介して前記通信設定情報およ
び前記第１の機能情報を非接触通信で前記携帯端末から受信する第３通信制御手段による
通信、または前記所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端
末装置に送信する第４の通信制御手段による通信を入力受付し、前記第３の通信制御手段
は、前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記機能
情報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えるので、ユーザは、直感的に機
能情報を取得する処理、または所望の処理のいずれの処理を行っているか判断することが
できる。
【００３２】
　請求項６にかかる発明によれば、請求項５に記載の情報処理システムにおいて、前記情
報処理装置は、複数の前記第３の通信手段と、複数の前記第３通信制御手段と、複数の前
記切替入力受付手段と、を備え、一の前記第３通信制御手段は、一の前記切替入力手段か
らの指示に基づいて、前記第３の通信手段を介して前記機能情報設定モードを設定し、他
の前記第３通信制御手段は、他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第３の通
信手段を介して前記実体情報通信モードを設定するので、ユーザは、直感的に機能情報を
取得する処理、または所望の処理のいずれの処理を行っているかを容易に判断することが
できる。
【００３３】
　請求項７にかかる発明によれば、携帯端末装置と非接触通信により通信し、互いに異な
る通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える情報処理装置において
、第１通信制御手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場
合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手
段によって受信または送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信
で前記携帯端末装置から受信し、第２の通信制御手段が、前記第１通信制御手段によって
受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を
非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信し、処理手段が、
前記第２通信制御手段によって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所定の情報を処
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理するので、ユーザが直感的に指定した機器に関する機能情報によって、その機器に対し
て所望の処理を実行できるという効果を奏する。
【００３４】
　また、請求項８にかかる発明によれば、請求項７に記載の情報処理装置において、前記
情報処理装置は画像形成装置であって、前記機能情報には、前記所定の情報の実体名、ペ
ージ範囲、カラー情報、印刷面情報、集約有無、ソート有無、パンチ有無、ステープル有
無のうち少なくとも１つ以上を含むので、ユーザは細やかに画像形成装置の機能情報を指
定して所望の処理を実行できるという効果を奏する。
【００３５】
　また、請求項９にかかる発明によれば、請求項７または８に記載の情報処理装置におい
て、前記第１の通信制御手段は、前記通信設定情報および前記第２の通信手段によって受
信または送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を送信する動作である機能情報
設定モード、または所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記情報処理
装置に送信または前記情報処理装置に受信する動作である実体情報通信モードを切り替え
るので、誤ってユーザの意図しない設定によって処理が実行されてしまうことを防止する
ことができる。
【００３６】
　また、請求項１０にかかる発明によれば、請求項９に記載の情報処理装置において、前
記情報処理装置は、切替入力受付手段が、前記第１の通信手段を介して前記通信設定情報
および前記機能情報を非接触通信で前記携帯端末から受信する第１通信制御手段による通
信、または前記所定の情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末
装置に送信する第２の通信制御手段による通信を入力受付し、前記第１の通信制御手段は
、前記切替入力受付手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記機能情
報設定モードまたは前記実体情報通信モードを切り替えるので、ユーザは、直感的に機能
情報を取得する処理、または所望の処理のいずれの処理を行っているか判断することがで
きる。
【００３７】
　また、請求項１１にかかる発明によれば、請求項１０に記載の情報処理装置において、
前記情報処理装置は、複数の前記第１の通信手段と、複数の前記第１通信制御手段と、複
数の前記切替入力受付手段と、を備え、一の前記第１通信制御手段は、一の前記切替入力
手段からの指示に基づいて、前記第１の通信手段を介して前記機能情報設定モードを設定
し、他の前記第１通信制御手段は、他の前記切替入力手段からの指示に基づいて、前記第
１の通信手段を介して前記実体情報通信モードを設定するので、ユーザは、直感的に機能
情報を取得する処理、または所望の処理のいずれの処理を行っているかを容易に判断する
ことができる。
【００３８】
　また、請求項１２にかかる発明によれば、情報処理装置と非接触通信により通信し、互
いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置
において、第１通信制御手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接
近した場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２
の通信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記
第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信し、入力受付手段が、前記
第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって
受信または送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付け、第２通
信制御手段が、前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を
介して非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信するので、
ユーザが直感的に機器を指定でき、指定した機器に関する機能情報を設定し、その機器に
対して所望の処理を実行できるという効果を奏する。
【００３９】
　また、請求項１３にかかる発明によれば、請求項１２に記載の携帯端末装置において、
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前記第１の通信制御手段は、前記通信設定情報および前記機能情報を送信する動作である
機能情報設定モード、または所定の情報を前記第２の通信手段を介した非接触通信で前記
情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する動作である実体情報通信モード
を切り替えるので、誤ってユーザの意図しない設定によって処理が実行されてしまうこと
を防止することができる。
【００４０】
　また、請求項１４にかかる発明によれば、互いに異なる通信範囲の第１の通信手段およ
び第２の通信手段を備える携帯端末装置と、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３
の通信手段および前記第２の通信手段と同一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処
理装置とを備え、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３
の通信手段とで非接触通信により通信し、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前
記第２の通信手段と第４の通信手段とで非接触通信により通信する情報処理システムにお
いて、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第２の
通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設定情報および前記第
２の通信手段によって受信または送信する所定の情報に対する処理を示す第１の機能情報
を、前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御
ステップと、前記通信設定情報および前記第１の機能情報の入力を受け付ける入力受付ス
テップと、前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介し
た非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制
御ステップと、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前
記第３の通信手段を介して前記通信設定情報および前記第１の機能情報を非接触通信で前
記携帯端末から受信する第３通信制御ステップと、前記第３通信制御ステップによって受
信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非
接触通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第４の通信制御
ステップと、前記第４通信制御ステップによって受信した前記第１の機能情報に応じた機
能で前記所定の情報を処理する処理ステップと、を含むので、ユーザが直感的に機器を指
定でき、指定した機器に関する機能情報を設定し、その機器に対して所望の処理を実行で
きるという効果を奏する。
【００４１】
　また、請求項１５にかかる発明によれば、請求項１４に記載の情報処理方法において、
前記情報処理装置は、前記所定の情報に対する処理が可能であることを示す第２の機能情
報を記憶する記憶ステップと、をさらに含み、前記携帯端末装置は、前記第２の機能情報
と前記入力受付ステップによって入力受付された第１の機能情報とに基づいて第３の機能
情報を生成する生成ステップと、をさらに含み、前記第１通信制御ステップは、生成され
た前記第３の機能情報を前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送
信するので、ユーザが直感的に機器を指定でき、指定した機器に関する機能情報を予め取
得して最適な機能情報を設定でき、その機器に対して所望の処理を効率よく実行できると
いう効果を奏する。
【００４２】
　また、請求項１６にかかる発明によれば、携帯端末装置と非接触通信により通信し、互
いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える情報処理装置
において、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第
２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受
信または送信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端
末装置から受信する第１通信制御ステップと、前記第１通信制御ステップによって受信し
た前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、所定の情報を非接触
通信で前記携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信する第２の通信制御ステ
ップと、前記第２通信制御ステップによって受信した前記機能情報に応じた機能で前記所
定の情報を処理する処理ステップと、を含むので、ユーザが直感的に指定した機器に関す
る機能情報によって所望の処理を実行できるという効果を奏する。
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【００４３】
　また、請求項１７にかかる発明によれば、情報処理装置と非接触通信により通信し、互
いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置
において、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に接近した場合に、前記第
２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受
信または送信する所定の情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介し
て非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１通信制御ステップと、前記第２の通信手
段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送
信する所定の情報を処理する機能を示す機能情報の入力を受け付ける入力受付ステップと
、前記情報処理装置との通信を確立し、所定の情報を前記第２の通信手段を介して非接触
通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２通信制御ステッ
プと、を含むので、ユーザが直感的に機器を指定でき、指定した機器に関する機能情報を
設定し、その機器に対して所望の処理を実行できるという効果を奏する。
【００４４】
　また、請求項１８にかかる発明によれば、請求項１４乃至１７のいずれか１つに記載さ
れた情報処理方法をコンピュータで実行させることができる情報処理プログラムを提供で
きるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる情報処理装置、情報処理システムおよび携
帯端末装置で実行されるプログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。なお、本発明
はこれらの実施の形態に限定されるものではない。
【００４６】
（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。本実施の形態は、情報処理
装置の一例として、コピー機能、ファクシミリ（ＦＡＸ）機能、プリント機能、スキャナ
機能および入力画像データ（スキャナ機能により読取られた画像データや、プリント機能
により形成された画像データ、ＦＡＸ機能により受信した画像データ）を配信する機能等
を備えたいわゆる複合機（ＭＦＰ：MultiFunction Peripheral）に適用する。尚、以下で
は、情報処理装置の一例として複合機に適用して説明しているが、印刷機能のみを備える
印刷装置、スキャナ機能のみを備えるスキャナ装置のほか、これらの機能を備える画像形
成装置等の情報処理装置であれば適用可能であり、上述した複合機に限られるものではな
い。
【００４７】
　まず、本発明が適用される複合機および携帯端末装置を含む情報処理システムの構成例
について説明する。図１は、第１の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイ
メージ図である。本実施の形態にかかる情報処理システム１０は、複合機１００と、携帯
端末装置２００とを備え、複合機１００と携帯端末装置２００とは、後述するように２つ
の通信手段によって、破線で示す通信範囲１及び２点鎖線で示す通信範囲２の範囲での通
信が可能である。また、複合機１００は、ネットワーク３００に接続され、ネットワーク
３００を介して他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末装置等に接続さ
れている。この図１の例では、携帯端末装置１００において、ユーザは複合機１００に対
する出力設定として、文書データ“○○○.pdf”のデータに対して、“両面”印刷の設定
を“ｏｎ”、“集約”の設定を“ｏｆｆ”、“カラー”印刷の設定を“ｏｎ”にし、一方
複合機１００のプリンタ機能の能力としては、“両面”印刷の設定を“ｏｎ”、“集約”
の設定を“ｏｆｆ”、“カラー”印刷の設定を“ｏｆｆ”等の設定が可能であることを示
している。そして、以降で説明する処印刷理によって、図1に示す文書データＰ１が、モ
ノクロで、かつ集約されずに両面印刷された文書として出力されることを示している。
【００４８】
　図２は、本実施の形態にかかる情報処理システム１０の構成を示すブロック図である。
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複合機１００は、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部１０２と、認証部１０３
と、利用可否判定部１０４と、スキャナ部１０５と、データ処理部１０６と、プリンタ部
１０７と、ファクシミリ送受信部１０８と、認証データ記憶部１０９と、設定情報記憶部
１１０とを備えている。
【００４９】
　ＮＦＣ通信部１０１は、ＮＦＣ（Near Field Communication）と呼ばれる非接触ＩＣ用
無線通信規格により携帯端末装置２００と非接触で通信するものであり、具体的には、後
述する携帯端末装置のＮＦＣ通信部２０１のタグからの情報を非接触で読み出す通信制御
プログラムを内蔵したリーダ／ライタである。ＮＦＣ通信部１０１は、もう一つの通信手
段であるブルートゥース通信部１０２と比較して近距離、すなわち通信距離が０～１０数
mmの非接触無線通信によりデータを送受信する。また、ＮＦＣ通信部１０１によるＮＦＣ
規格の非接触通信では、データ転送速度（１００～４００ｋｂｐｓ）がブルートゥース通
信部１０２よるＢｏｌｕｅｔｏｏｔｈ規格の無線通信のデータ転送速度（１～２Ｍｂｐｓ
）よりも遅いため、比較的小容量のデータの通信に用いる。なお、ＮＦＣ通信部１０１は
、通信規格をＮＦＣに限る必要はなく、比較的近距離、すなわち後述するＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ規格の無線通信の通信範囲より狭い通信範囲での無線通信が可能であれば他の通信規
格であってもよい。ＮＦＣ通信部１０１は、本発明にかかる第１の通信手段を構成する。
【００５０】
　また、ＮＦＣ通信部１０１は、携帯端末装置２００がＮＦＣ通信部１０１の通信圏内に
接近した場合に、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信を確立し、携帯端末
装置２００から送信された認証ＩＤ、機能ＩＤ、通信設定情報、機能設定情報を受信する
。ここで、認証ＩＤとは、携帯端末装置２００からの指示による複合機１００の利用を許
可するか否かを判定するための情報（本発明にかかる認証情報）である。なお、認証ＩＤ
は、携帯端末装置２００に割当てられた固有の情報や携帯端末装置２００を所持するユー
ザを識別する情報であってもよい。ユーザを識別する情報を用いる場合は、社員ＩＤ等の
情報を用いてもよい。また、機能ＩＤとは、携帯端末装置２００が利用を要求する複合機
１００の機能を示す情報（本発明にかかる機能情報）であり、例えば、複合機１００のプ
リント機能を利用する場合は、機能ＩＤに“プリントＩＤ”を設定する。また、複合機１
００のスキャナ機能を利用する場合は、機能ＩＤに“スキャナＩＤ”を設定する。
【００５１】
　また、通信設定情報とは、ブルートゥース通信部１０２での無線通信を行う際に必要と
なる情報である。このように、データの送受信が容易なＮＦＣ通信によって携帯端末装置
２００と複合機１００の間でブルートゥース通信の通信設定情報を受信することにより、
ユーザは複合機１００に携帯端末装置２００を近づけるだけで特別な操作することなく、
通信相手である複合機１００を特定でき、ブルートゥース通信が可能となるため、利便性
が向上する。機能設定情報とは、機能に応じた処理内容を指示する設定情報である。例え
ば、機能ＩＤにプリントＩＤが設定されている場合は、機能設定情報として印刷設定情報
である設定ＩＤ“両面印刷”に設定値“ｏｎ”または“ｏｆｆ”、設定ＩＤ“集約”に設
定値“ｏｎ”または“ｏｆｆ”等を設定する。また、機能ＩＤにスキャンＩＤが設定され
ている場合は、機能設定情報としてスキャン設定情報である設定ＩＤ“解像度”に設定値
“３００”ｄｐｓ等を設定する。
【００５２】
　認証部１０３は、携帯端末装置２００によって送信された認証ＩＤが複合機１００の利
用を認められるＩＤであるか否かを判断する。具体的には、ＮＦＣ通信部１０１によって
受信した認証ＩＤと認証データ記憶部１０９に格納されている認証ＩＤとが一致するか否
かによって認証を行う。
【００５３】
　利用可否判定部１０４は、携帯端末装置２００によって送信された機能ＩＤが複合機１
００の利用を認められるＩＤであるか否かを判断する。具体的には、認証データ記憶部１
０９からＮＦＣ通信部１０１によって受信した認証ＩＤおよび機能ＩＤに対応する利用許
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可情報を取得し、取得された利用許可情報に利用可が設定されているか否かで判断する。
【００５４】
　ブルートゥース通信部１０２は、Bluetooth（Ｒ）規格により携帯端末装置２００と非
接触で通信するものである。Bluetooth（Ｒ）規格の無線通信方式を採用したブルートゥ
ース通信部１０２は、ＮＦＣ規格の非接触通信方式のＮＦＣ通信部１０１と比較して大容
量かつ高速（１～２Ｍｂｐｓ）でデータの送受信を行う。また、Bluetooth（Ｒ）規格の
無線通信方式を採用したブルートゥース通信部１０２では、機器間の距離が１０ｍ以内で
あれば障害物があっても利用することができ、ＮＦＣ規格の通信方式の通信範囲に比べて
通信範囲が長くなっている。
【００５５】
　ブルートゥース通信部１０２は、具体的には、データの送受信を担うBluetooth（Ｒ）
規格のトランシーバ等のBluetooth（Ｒ）　Ｉ／Ｆ（インタフェース）と、通信制御部と
から構成される。Bluetooth（Ｒ）　Ｉ／Ｆは、接続先の携帯端末装置２００との間でデ
ータの送受信を担うものである。通信制御部は、携帯端末装置２００との間でデータを送
受信する前に、Bluetooth（Ｒ）　Ｉ／Ｆを介して通信設定情報を通信先と交換して、Blu
etooth（R）規格の無線通信を確立する処理を行う通信制御プログラムである。この通信
設定情報としては、Bluetooth（Ｒ）　Ｉ／Ｆに割り当てられた固有のアドレス情報を用
いる。
【００５６】
　なお、本実施の形態では、無線通信としてBluetooth（Ｒ）規格に準拠したブルートゥ
ース通信部１０２を用いているが、これに限定されるものではなく、Bluetooth（Ｒ）規
格に代えて他の規格、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の
ＷｉＦｉ（Wireless Fidelity）方式で無線通信を行うように構成することができる。こ
の場合、データの送受信を担うＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の
ネットワークボードとＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂによる無線通信
の確立やデータの送受信を制御する通信制御部（通信制御プログラム）でＷｉＦｉ通信部
を構成すればよい。また、ＵＷＢ通信方式で機器間の距離が３ｍ以内なら有線のＵＳＢ２
．０と同等の４８０Ｍｂｐｓでの通信が可能なWireless USB規格で無線通信を行うように
構成することができる。この場合には、データの送受信を担うWireless USB規格のＵＳＢ
デバイスとＵＷＢ方式による無線通信の確立やデータの送受信を制御する通信制御部（通
信制御プログラム）によりWireless USB通信部を構成すればよい。
【００５７】
　また、ブルートゥース通信部１０２は、ＮＦＣ通信によって携帯端末装置２００から通
信設定情報を受信し、受信された通信設定情報によって携帯端末装置２００とのブルート
ゥース通信が確立した場合は、機能ＩＤに応じたデータを送受信する。なお、送受信され
るデータは、画像データや文書データ、テキストデータ、その他様々な種類のデータのい
ずれであってもよい。
【００５８】
　スキャナ部１０５は、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）等のような撮像素子で原稿を
読み取る。なお、スキャナ部１０５には、ＡＤＦ（AutoDocument Feeder）を搭載して、
自動原稿送りをしてもよい。
【００５９】
　データ処理部１０６は、ブルートゥース通信部１０２によって受信したデータまたはブ
ルートゥース通信部１０２によって送信するデータ等に対してＮＦＣ通信部１０１によっ
て受信した機能ＩＤ、機能設定条件に応じた処理を行う。例えば、機能ＩＤが“プリント
ＩＤ”の場合は、機能設定情報に応じてデータに対して濃度や色調整等の画像処理や片面
／両面印刷等のレイアウト加工等を行う。また、機能ＩＤが“スキャナＩＤ”に場合は、
スキャナ部１０５から読取ったデータに対して機能設定条件に従って画像処理やレイアウ
ト加工等を行う。
【００６０】
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　プリンタ部１０７は、データ処理部１０６によって画像処理やレイアウト加工等された
データを印刷する。
【００６１】
　ファクシミリ送受信部１０８は、スキャナ部１０５によって読込まれたデータや携帯端
末装置２００から送信されたデータを、ネットワーク３００を介して他の複合機４００や
ファクシミリ装置、クライアント端末などに送信する。また、ファクシミリ送受信部１０
６は、他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末から送信されたデータを
受信する。
【００６２】
　認証データ記憶部１０９は、複合機１００または複合機１００の機能を利用できるか否
かを判断するための認証データを格納する。図３は、認証データ記憶部１０９のデータ構
成の一例を示す説明図である。認証データ記憶部１０９は、認証ＩＤと機能ＩＤごとの利
用許可情報とを対応付けて記憶している。図３に示すように、認証ＩＤ“person1”は複
合機１００のプリンタ機能とスキャナ機能およびコピー機能のいずれも利用可である。ま
た、認証ＩＤ“person2”は複合機１００のスキャナ機能は利用可であるが、プリント機
能およびコピー機能は利用不可である。
【００６３】
　設定情報記憶部１１０は、図４に示すように複合機１００が保持する機能を機能設定情
報として、機能ＩＤ、設定ＩＤ、候補値とを対応付けて記憶する。例えば、プリンタ機能
の両面印刷の設定では“ｏｎ”または“ｏｆｆ”の設定が可能であるが、カラー印刷の設
定では“ｏｆｆ”のみが設定可能である、すなわち白黒印刷のみ可能であることを示して
いる。このように複合機１００は、一般に機種によって各機能の処理内容が異なるため、
機能ＩＤごとの設定ＩＤとその設定ＩＤに対応して設定可能な候補値を格納しておく。
【００６４】
　次に、携帯端末装置２００について説明する。携帯端末装置２００は、ＮＦＣ通信部２
０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３とを備えている。なお、携
帯端末装置２００は、具体的には携帯電話や、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）
、ノートパソコン、携帯型記憶媒体等である。
【００６５】
　ＮＦＣ通信部２０１は、携帯端末装置２００が複合機１００のＮＦＣ通信部１０１の通
信圏内に接近した場合に、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１との通信を確立し、携帯端
末装置２００から複合機１００を利用するための認証ＩＤや機能ＩＤ、ブルートゥース通
信部２０２による通信を確立するための通信設定情報、機能設定情報を送信する。
　具体的には、ＮＦＣ通信部２０１は、タグと、通信の確立やデータの送受信を制御する
通信制御プログラムとを内蔵したＮＦＣチップであり、このタグに上記認証ＩＤや機能Ｉ
Ｄが記憶されている。このＮＦＣ通信部２０１を複合機１００に近接すると、通信が確立
され複合機１００のＮＦＣ通信部（リーダ／ライタ）１０１によってタグ内の情報が読み
取られることにより送信されるようになっている。
【００６６】
　なお、この場合には、タグと通信制御プログラムとを内蔵したＮＦＣチップを非接触式
ＩＣカードに保存しておき、携帯端末装置２００の本体と独立して、認証ＩＤや機能ＩＤ
を複合機１００に送信する構成としてもよい。
【００６７】
　なお、本実施の形態では、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１に認証ＩＤや機能
ＩＤを記憶したタグを設け、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１をリーダ／ライタとして
構成したが、これに限定されるものではない。携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１
をリーダ／ライタとし、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１をタグとして構成してもよい
。この場合には、携帯端末装置２００のデータ記憶部２０３に認証ＩＤや機能ＩＤを記憶
しておき、このＮＦＣ通信部２０１を複合機１００に近接させて通信を確立し、図示しな
い制御部によって、データ記憶部２０３の認証ＩＤや機能ＩＤをＮＦＣ通信部２０１に転
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送し、ＮＦＣ通信部２０１のリーダ／ライタによって、転送された認証ＩＤや機能ＩＤを
複合機１００のＮＦＣ通信部（タグ）１０１に送信して書き込むように構成すればよい。
【００６８】
　ブルートゥース通信部２０２は、複合機１００のブルートゥース通信部１０２との通信
が確立した場合は、データ記憶部２０３に格納されているデータを複合機１００に送信す
る。また、ブルートゥース通信部２０２は、複合機１００の機能を利用して処理されたデ
ータを受信する。
【００６９】
　データ記憶部２０３は、複合機１００の機能を利用するためのデータを格納する。例え
ば、複合機１００のプリント機能を利用する場合には、通信設定情報と、機能設定情報と
しての印刷設定情報と画像データが格納されている。なお、機能設定情報は、例えば、“
設定ＩＤ：設定値”のようなデータ形式で格納される。ここで、設定ＩＤとは、機能の処
理内容を示す情報であり、例えばプリント機能の場合は設定ＩＤとして“両面印刷”等が
ある。また、設定値は、設定ＩＤに設定可能な候補値のなかからデータに対する処理とし
て設定した値であり、設定ＩＤ“両面印刷”に対して設定値“ｏｎ”等が設定される。
【００７０】
　操作入力部２０４は、プッシュボタン等の操作ボタンから構成され、ユーザからの機能
ＩＤ、設定ＩＤ、候補値の入力を受付ける。例えば、ユーザは、データ記憶部２０３に格
納された複合機１００を利用するための候補値を選択して指定する場合に、操作入力部２
０４を押下することによって、“ｏｎ”または“ｏｆｆ”の指定をすることができる。
【００７１】
　操作表示部２０５は、液晶ディスプレイ等の画面から構成され、データ記憶部２０３に
記憶された通信設定情報や機能設定情報を表示する。例えば、操作表示部２０５は、デー
タ記憶部２０３に記憶された機能ＩＤに対応する設定ＩＤと候補値とを表示し、ユーザは
、表示された設定ＩＤに対応する候補値のなかから、上述した操作入力部２０４を押下す
る。図５は、操作表示部で表示される表示画面の一例を示す説明図である。図５に示すよ
うに、プリンタ機能の設定ＩＤとして“両面印刷”、“集約”等が表示され、それぞれに
候補値が表示されている。また、操作表示部２０５で選択された候補値すなわち設定値は
、枠で囲われている。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、携帯端末装置２００がＮＦＣ通信部２０１とブルートゥース
通信部２０２の両方を備えている場合について説明したが、これに２つの携帯端末装置に
ＮＦＣ通信部２０１とブルートゥース通信部２０２のそれぞれを備え、２つの携帯端末装
置からそれぞれ通信を確立し、各データを送受信してもよい。例えば、ＮＦＣ通信部２０
１を備える携帯端末装置に認証ＩＤ、機能ＩＤ、通信設定情報、機能設定情報を記憶して
おき、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１に送信する。もう一方のブルートゥース通信部
２０２を備える携帯端末装置は、先に送信された通信設定情報を用いてデータを複合機１
００に送信することにより、複合機１００の機能を容易に利用できる。
【００７３】
　次に、以上のように構成されている複合機１００と携帯端末装置２００とを備える情報
処理システム１０による無線通信確立およびデータ処理について説明する。図６は、情報
処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示すフローチャートで
ある。
【００７４】
　まず、携帯端末装置２００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１００のＮＦＣ通信
部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ６０１）。複合機１００のＮ
ＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２００が通信圏内に
存在しないと判断した場合は（ステップＳ６０１：Ｎｏ）、ステップＳ６０１に戻り、複
合機１００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００７５】
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　同様に、複合機１００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００のＮＦＣ通
信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ６０２）。携帯端末装置２
００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２００が通
信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ６０２：Ｎｏ）、ステップＳ６０２に
戻り、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００７６】
　次に、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯端
末装置２００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ６０１：Ｙｅｓ）、Ｎ
ＦＣ通信部２０１は複合機１００のＮＦＣ通信部１０１に認証ＩＤ、機能ＩＤを送信する
（ステップＳ６０３）。ここで、携帯端末装置２００が通信圏内に存在する場合とは、ユ
ーザが携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１と複合機１００のＮＦＣ通信部１０１と
をタッチさせるような場合であり、ユーザが利用したい複合機１００を確実に指示するこ
とができる。
【００７７】
　複合機１００において、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した
、すなわち携帯端末装置２００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ６０
２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１から送信
された認証ＩＤ、機能ＩＤを受信する（ステップＳ６０４）。認証部１０３は、認証デー
タ記憶部１０９から認証ＩＤを取得する（ステップＳ６０５）。認証部１０３は、認証デ
ータ記憶部１０９から取得した認証ＩＤと、携帯端末装置２００から送信された認証ＩＤ
を照合し、複合機１００の利用を認証するか否かを判断する（ステップＳ６０６）。複合
機１００の利用を認証しない、すなわち受信した認証ＩＤが認証データ記憶部１０９に格
納されていないと判断した場合は（ステップＳ６０６：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００７８】
　複合機１００の利用を認証する、すなわち受信した認証ＩＤが認証データ記憶部１０９
に格納されていると判断した場合は（ステップＳ６０６：Ｙｅｓ）、利用可否判定部１０
４が携帯端末装置２００から受信した認証ＩＤ、機能ＩＤに対応した利用可否情報を認証
データ記憶部１０９から取得する（ステップＳ６０７）。利用可否判定部１０４は、指定
された機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ６０８）。指定された機能が
利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ６０８：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００７９】
　指定された機能が利用可能であると判断した場合は（ステップＳ６０８：Ｙｅｓ）、Ｎ
ＦＣ通信部１０１は、指定された機能が利用可能である旨を携帯端末装置２００に送信し
（ステップＳ６０９）、ＮＦＣ通信部２０１は、指定された機能が利用可能である旨を複
合機１００から受信する（ステップＳ６１０）。
【００８０】
　複合機１００から指定された機能が利用可能である旨を受信すると、ＮＦＣ通信部２０
１は、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１に機能設定情報を送信し（ステップＳ６１１）
、ＮＦＣ通信部１０１は、携帯端末装置２００から機能設定情報を受信する（ステップＳ
６１２）。
【００８１】
　続いて、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００との間で通信設定情報を交換する（
ステップＳ６１３、Ｓ６１４）。具体的には、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１から携
帯端末装置２００に対して通信設定情報の送信を要求し、携帯端末装置２００のＮＦＣ通
信部２０１はブルートゥース通信の通信設定情報を送信する。なお、ブルートゥース通信
の通信設定情報は、ステップＳ６０３、Ｓ６０４において、認証ＩＤ、機能ＩＤとともに
送信したり、ステップＳ６１１、Ｓ６１２において機能設定情報とともに送信してもよい
。
【００８２】
　携帯端末装置２００において、ブルートゥース通信部２０２は複合機１００のブルート



(20) JP 2009-37566 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

ゥース通信部１０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ６１５）。複合機
１００のブルートゥース通信部１０２との通信が確立していないと判断した場合は（ステ
ップＳ６１５：Ｎｏ）、処理を終了する。複合機１００のブルートゥース通信部１０２と
の通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ６１５：Ｙｅｓ）、データ記憶部２０３
に格納されているデータを複合機１００に送信する（ステップＳ６１６）。
【００８３】
　一方、複合機１００において、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末装置２００のブ
ルートゥース通信部２０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ６１７）。
携帯端末装置２００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立していないと判断した
場合は（ステップＳ６１７：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００８４】
　携帯端末装置２００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したと判断した場合
は（ステップＳ６１７：Ｙｅｓ）、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末装置２００か
ら送信されたデータを受信する（ステップＳ６１８）。ここで、受信するデータは、印刷
設定情報に従って加工される前のデータである。なお、携帯端末装置２００側でデータ処
理機能を備えている場合は、加工されたデータを受信し、受信したデータを印刷してもよ
い。また、印刷設定情報の一部に対応するデータ処理を携帯端末装置２００側で行い、携
帯端末装置２００から送信された印刷設定情報に従って残りのデータ処理を複合機１００
側で行ってもよい。データ処理部１０６は、受信したデータを印刷設定情報に従って印刷
用に処理する（ステップＳ６１９）。なお、データの加工は、プリンタドライバで行って
もよいし、ＰＤＦ（Portable Document Format）やPostScript等のような各記述言語形式
でデータ内に印刷設定情報を埋め込んでもよい。プリンタ部１０７は、処理されたデータ
を印刷する（ステップＳ６２０）。
【００８５】
　このように、携帯端末装置２００と複合機１００がＮＦＣ通信でブルートゥース通信に
必要な通信設定情報を送信し、送信された通信設定情報を用いてブルートゥース通信を確
立することができるため、ユーザは直感的に機器を指定でき、指定した機器に関する機能
情報を設定し、その機器に対して印刷処理を実行できるという効果を奏する。
【００８６】
　上述した手順によってユーザが携帯端末装置２００から複合機１００に対して印刷処理
を実行した場合の例を図１に示している。図１では、ユーザは携帯端末装置２００のデー
タ記憶部２０３に設定した機能設定情報として、両面印刷：“ｏｎ”、集約：“ｏｆｆ、
カラー：“ｏｎ”を設定し、複合機１００の機能としては、設定情報記憶部１１０には、
両面印刷：“ｏｎ”、集約：“ｏｆｆ”、カラー“ｏｆｆ”が設定されている。この場合
、ユーザは、携帯端末装置２００でカラー：“ｏｎ”を設定しているが、複合機１００の
機能はカラー“ｏｆｆ”のみ、すなわちモノクロ印刷のみであるため、複合機１００から
最終的に印刷される文書Ｐ１は、両面でモノクロ印刷されたものとなる。
【００８７】
　なお、本実施の形態では、複合機１００で利用する機能として、プリント機能を一例と
して説明したが、このほかにも複合機１００が備える機能、例えばＦＡＸ機能等を利用し
てもよい。例えば、ＦＡＸ機能を利用する場合は、携帯端末装置２００のデータ記憶部２
０３に格納しているデータを複合機１００に送信し、機能設定情報に従ってデータを他の
複合機４００やファクシミリ装置に送信するようにしてもよい。
【００８８】
　また、コピー機能を利用する場合は、携帯端末装置２００のデータ記憶部２０３に格納
された認証ＩＤ、機能ＩＤとしてコピーＩＤ、コピー設定情報を複合機１００に送信する
ことによって、スキャナ部１０５によって原稿を読み取り、読取られたデータに対してコ
ピー設定情報に従ってデータ処理を行い、プリンタ部１０７によって処理されたデータを
印刷するようにしてもよい。
【００８９】



(21) JP 2009-37566 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

　次に、複合機１００のハードウェア構成を説明する。図７は、本実施の形態にかかる複
合機のハードウェア構成を示す説明図である。図７に示すように、複合機１００は、コン
トローラ５１０とプリンタ部５６０およびスキャナ部５７０とをＰＣＩ（Peripheral Com
ponent Interconnect）バスで接続した構成となる。コントローラ５１０は、デジタル複
合機１００全体の制御と描画、通信、操作部５２０からの入力を制御するコントローラで
ある。なお、プリンタ部５６０またはスキャナ部５７０には、誤差拡散やガンマ変換など
の画像処理部分が含まれる。操作部５２０は、スキャナ部５７０で読み取られた原稿の原
稿画像情報等をＬＣＤ（Liquid Crystal Display）に表示するとともに操作者からの入力
をタッチパネルを介して受け付ける操作表示部５２０ａと、操作者からのキー入力を受け
付けるキーボード部５２０ｂとを有している。
【００９０】
　本実施の形態にかかるデジタル複合機１００は、操作部５２０のアプリケーション切り
替えキーにより、ドキュメントボックス機能、コピー機能、プリンタ機能、およびファク
シミリ機能を順次に切り替えて選択することが可能となっている。ドキュメントボックス
機能の選択時にはドキュメントボックスモードとなり、コピー機能の選択時にはコピーモ
ードとなり、プリンタ機能の選択時にはプリンタモードとなり、ファクシミリモードの選
択時にはファクシミリモードとなる。
【００９１】
　コントローラ５１０は、コンピュータの主要部であるＣＰＵ（Central Processing Uni
t）５１１と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）５１２と、ノースブリッジ（ＮＢ）５１３
と、サウスブリッジ（ＳＢ）５１４と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）５１６と、記憶部であるローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）５１７と、記憶部である
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）５１８とを有し、ＮＢ５１３とＡＳＩＣ５１６との間
をＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス５１５で接続した構成となる。また、ＭＥ
Ｍ－Ｐ５１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）５１２ａと、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）５１２ｂとをさらに有する。
【００９２】
　ＣＰＵ５１１は、デジタル複合機１００の全体制御を行うものであり、ＮＢ５１３、Ｍ
ＥＭ－Ｐ５１２およびＳＢ５１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介し
て他の機器と接続される。
【００９３】
　ＮＢ５１３は、ＣＰＵ５１１とＭＥＭ－Ｐ５１２、ＳＢ５１４、ＡＧＰバス５１５とを
接続するためのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ５１２に対する読み書きなどを制御するメモ
リコントローラと、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【００９４】
　ＭＥＭ－Ｐ５１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開
用メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ５１
２ａとＲＡＭ５１２ｂとからなる。ＲＯＭ５１２ａは、ＣＰＵ５１１の動作を制御するプ
ログラムやデータの格納用メモリとして用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ５１
２ｂは、プログラムやデータの展開用メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる
書き込みおよび読み出し可能なメモリである。
【００９５】
　ＳＢ５１４は、ＮＢ５１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッ
ジである。このＳＢ５１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ５１３と接続されており、このＰ
ＣＩバスには、ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部５８０なども接続される。
【００９６】
　ＡＳＩＣ５１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（
Integrated Circuit）であり、ＡＧＰバス５１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ５１８およびＭＥ
Ｍ－Ｃ５１７をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ５１６は、ＰＣ
ＩターゲットおよびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ５１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と



(22) JP 2009-37566 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

、ＭＥＭ－Ｃ５１７を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより
画像データの回転などを行う複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Controller）と、
プリンタ部５６０やスキャナ部５７０との間でＰＣＩバスを介したデータ転送を行うＰＣ
Ｉユニットとからなる。このＡＳＩＣ５１６には、ＰＣＩバスを介してＦＣＵ（Fax Cont
rol Unit）５３０、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）５４０、ＩＥＥＥ１３９４（the In
stitute of Electrical and Electronics Engineers 1394）インタフェース５５０が接続
される。
【００９７】
　ＭＥＭ－Ｃ５１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモ
リであり、ＨＤＤ５１８は、画像データの蓄積、ＣＰＵ５１１の動作を制御するプログラ
ムの蓄積、フォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージである。
【００９８】
　ＡＧＰバス５１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックス
アクセラレータカード用のバスインタフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ５１２に高スループッ
トで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレータカードを高速にするも
のである。
【００９９】
　なお、本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込
まれて提供される。本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、インストー
ル可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（Ｆ
Ｄ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み取り可能な
記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１００】
　さらに、本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムを、インターネット等の
ネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさ
せることにより提供するように構成してもよい。また、本実施形態の複合機１００で実行
されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構
成してもよい。
【０１０１】
　本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、上述した各部（ＮＦＣ通信部
、ブルートゥース通信部、認証部、利用可否判定部、データ処理部、ファクシミリ送受信
部など）を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロ
セッサ）が上記ＲＯＭからプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶
装置上にロードされ、ＮＦＣ通信部、ブルートゥース通信部、認証部、利用可否判定部、
データ処理部、ファクシミリ送受信部などが主記憶装置上に生成されるようになっている
。
【０１０２】
　また、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め
組み込まれて提供される。また、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログ
ラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキ
シブルディスク、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録し
て提供するように構成してもよい。
【０１０３】
　さらに、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムを、インターネッ
ト等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロ
ードさせることにより提供するように構成してもよい。また、本実施形態の携帯端末装置
２００で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布
するように構成してもよい。
【０１０４】
　本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムは、上述した各部（ＮＦＣ



(23) JP 2009-37566 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

通信部、ブルートゥース通信部など）を含むモジュール構成となっており、実際のハード
ウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭからプログラムを読み出して実行する
ことにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、ＮＦＣ通信部、ブルートゥース通信部
などが主記憶装置上に生成されるようになっている。
【０１０５】
　なお、上述した実施の形態では、複合機を一例として説明したが、本発明は複合機に限
る必要はなく、コピー機、ファクシミリ、プリンタを含む様々な装置に適用することがで
きる。
【０１０６】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、複合機１００が備える機能にかかわらず、携帯端末装置２００
で設定された機能設定情報をそのまま複合機１００に送信し、文書データを印刷すること
とした。しかし、携帯端末装置２００で設定した機能設定情報が、複合機１００が対応す
るものでない場合も存在する。例えば、複合機１００の仕様等によっては、印刷エラーと
なってしまう場合等がある。そこで、あらかじめ複合機の設定可能な機能設定情報を携帯
端末装置に取得しておき、ユーザは取得した機能設定情報と、携帯端末装置にあらかじめ
記憶された機能設定情報を見比べるなどして、複合機に設定可能な機能設定情報を複合機
に送信して文書データを印刷する場合について説明する。
【０１０７】
　図８は、第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である。
本実施の形態にかかる情報処理システム２０は、複合機１０００と、携帯端末装置２００
０とを備えるが、複合機１０００と携帯端末装置２０００との通信方法や、ネットワーク
３００、他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末装置等との関係は、第
１の実施の形態の場合と同様であるため省略している。この図８の例では、携帯端末装置
１００において、ユーザは複合機１００に対する出力設定として、文書データ“○○○.p
df”のデータに対して、“両面”印刷の設定を“ｏｎ”、“集約”の設定を“ｏｆｆ”、
“カラー”印刷の設定を“ｏｎ”にしたものの、後述するように複合機１００のプリンタ
機能の能力値を取得して“カラー”印刷の設定が“ｏｆｆ”のみ可能であるため、“カラ
ー”印刷の設定を“ｏｆｆ”にした後、その設定情報を送信していることを示している。
そして、以降で説明する処印刷理によって、図８に示す文書データＰ１１が、モノクロで
、かつ集約されずに両面印刷された文書として出力されることを示している。
【０１０８】
　図９は、本実施の形態にかかる情報処理システム２０の構成を示すブロック図である。
本実施の形態にかかる複合機１０００は、複合機１０００に設定可能な機能設定情報を、
ＮＦＣ通信部１０１を介して携帯端末装置２０００に送信するための設定情報抽出部９１
０を備える点で第１の実施の形態と異なっている。以下の説明では、上述した第１の実施
の形態と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略している。
【０１０９】
　次に、携帯端末装置２０００について説明する。携帯端末装置２０００は、データ記憶
部２０３の代わりにデータ記憶部２０３０を備える点、および複合機１０００からＮＦＣ
通信部２０１を介して受信した機能設定情報と、携帯端末装置１０００が記憶する機能設
定情報とから複合機１０００に設定可能な機能設定情報を生成する設定情報生成部９２０
を備える点で第１の実施の形態と異なっている。以下の説明では、上述した第１の実施の
形態と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略している。
【０１１０】
　データ記憶部２０３０は、複合機１０００からＮＦＣ通信部２０１を介して受信した機
能設定情報と、携帯端末装置１０００が記憶する機能設定情報との両方を記憶する。それ
ぞれの機能設定情報の内容については、第１の実施の形態と同様であるのでその説明を省
略する。
【０１１１】
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　設定情報生成部９２０は、データ記憶部２０３０に記憶した複合機１０００からＮＦＣ
通信部２０１を介して受信した機能設定情報と、携帯端末装置１０００が記憶する機能設
定情報とからユーザからの操作入力部２０４を介した入力操作（例えば、両面：“ｏｎ”
、集約“ｏｆｆ”、カラー：“ｏｆｆ”等の入力操作）に応じて、複合機１０００に設定
可能な範囲内での機能設定情報を生成する。
【０１１２】
　次に、以上のように構成されている複合機１０００と携帯端末装置２０００とを備える
情報処理システム２０による無線通信確立および設定候補データ送信処理について説明す
る。図１０は、情報処理システムが行う無線通信確立処理手順および設定候補データ送信
処理手順を示すフローチャートである。
【０１１３】
　まず、携帯端末装置２０００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１０００のＮＦＣ
通信部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１００１）。複合機１０
００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２０００が
通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１００１：Ｎｏ）、ステップＳ１０
０１に戻り、複合機１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り返す。
【０１１４】
　同様に、複合機１０００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２０００のＮＦ
Ｃ通信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１００２）。携帯端末
装置２０００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２
０００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１００２：Ｎｏ）、ステッ
プＳ１００２に戻り、携帯端末装置２０００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立するま
で繰り返す。
【０１１５】
　次に、携帯端末装置２０００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯
端末装置２０００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ１００１：Ｙｅｓ
）、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１０００のＮＦＣ通信部１０１に認証ＩＤ、機能ＩＤを
送信する（ステップＳ１００３）。
【０１１６】
　複合機１０００において、携帯端末装置２０００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立
した、すなわち携帯端末装置２０００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップ
Ｓ１００２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２０００のＮＦＣ通信部２０
１から認証ＩＤ、機能ＩＤを受信する（ステップＳ１００４）。認証部１０３は、認証デ
ータ記憶部１０９から認証ＩＤを取得する（ステップＳ１００５）。認証部１０３は、認
証データ記憶部１０９から取得した認証ＩＤと、携帯端末装置２０００から送信された認
証ＩＤを照合し、複合機１０００の利用を認証するか否かを判断する（ステップＳ１００
６）。複合機６００の利用を認証しない、すなわち受信した認証ＩＤが認証データ記憶部
１０９に格納されていないと判断した場合は（ステップＳ１００６：Ｎｏ）、処理を終了
する。
【０１１７】
　複合機１０００の利用を認証する、すなわち受信した認証ＩＤが認証データ記憶部１０
９に格納されていると判断した場合は（ステップＳ１００６：Ｙｅｓ）、利用可否判定部
１０４が携帯端末装置２０００から受信した認証ＩＤ、機能ＩＤに対応した利用可否情報
を認証データ記憶部１０９から取得する（ステップＳ１００７）。利用可否判定部１０４
は、指定された機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ１００８）。指定さ
れた機能が利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ１００８：Ｎｏ）、処理を終了
する。
【０１１８】
　指定された機能が利用可能であると判断した場合は（ステップＳ１００８：Ｙｅｓ）、
設定情報抽出部９１０は、設定情報記憶部１１０から機能ＩＤに対応する設定ＩＤと候補
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値を取得する（ステップＳ１００９）。ＮＦＣ通信部１０１は、設定ＩＤと候補値とを携
帯端末装置２０００に送信する（ステップＳ１０１０）。
【０１１９】
　携帯端末装置２０００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１０００から送信された
設定ＩＤと候補値とを受信する（ステップＳ１０１１）。そして、操作入力部２０４は、
ユーザから文書データの選択操作を受け付け（ステップＳ１０１２）、設定情報生成部９
２０は、データ記憶部２０３０にあらかじめ記憶されている機能設定情報のうち設定ＩＤ
と候補値と、ステップＳ１０１１で受信した設定ＩＤと候補値を操作表示部２０５に表示
し、表示された設定ＩＤと候補値のなかからユーザが指定した設定ＩＤと候補値を受け付
けて（ステップＳ１０１３）、指定された設定ＩＤと候補値をデータ記憶部２０３０に格
納する（ステップＳ１０１４）。
【０１２０】
　このステップＳ１０１４の処理が終了することにより、ユーザは複合機１０００の機能
設定情報を取得し、複合機１０００が設定可能な機能設定情報をあらかじめ確認して設定
するための処理が終了する。そして、ユーザはこの処理以降第１の実施の形態の処理と同
様の処理を行うことによって、携帯端末装置２０００に記憶される文書データを複合機１
０００から印刷することができる。
【０１２１】
　このように、あらかじめ携帯端末装置２０００から機能ＩＤに対応する設定ＩＤと候補
値を取得しておくことにより、ユーザが利用する複合機６００が備える機能に対応した機
能設定情報を携帯端末装置２０００側で設定することができるため、利用する複合機から
印刷するための最適な機能情報を設定でき、その複合機に対して所望の処理を効率よく実
行できるという効果を奏する。
【０１２２】
　上述した手順によってユーザが携帯端末装置２０００から複合機１０００に対して印刷
処理を実行した場合の例を図８に示している。図８では、ユーザは複合機１０００から取
得した機能設定情報と、あらかじめデータ記憶部２０３０に記憶された機能設定情報とを
比較し、その差異（例えば、図８において白抜きで示すカラー：“ｏｆｆ”の機能設定情
報）を確認した上で、機能設定情報として携帯端末装置２０００のデータ記憶部２０３０
に両面印刷：“ｏｎ”、集約：“ｏｆｆ、カラー：“ｏｆｆ”を設定し、複合機１０００
から両面でモノクロの文書Ｐ１１を印刷することができる。
【０１２３】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。第３の実施の形態は、上述
した複合機および携帯端末装置が備える構成および機能をカーナビゲーションシステムに
適用した場合について説明する。
【０１２４】
　図１１は、第３の実施の形態にかかるカーナビゲーションシステムの構成を示すイメー
ジ図である。
【０１２５】
　本実施の形態にかかるカーナビゲーションシステム３０は、カーナビゲーションシステ
ム３０００と、携帯端末装置４０００とを備え、カーナビゲーションシステム３０００と
携帯端末装置４０００とは、第１、及び第２の実施の形態と同様に２つの通信手段によっ
て通信可能である。
【０１２６】
　まず、携帯端末装置４０００について説明する。携帯端末装置４０００は、第１の実施
の形態におけるデータ記憶部２０３、および第２の実施の形態におけるデータ記憶部２０
３０の代わりに、データ記憶部４０３０を備える点で、第１または第２の実施の形態にお
ける携帯端末装置と異なる。また、携帯端末装置４０００は、電話回線等の公衆回線Ｎに
接続され、公衆回線Ｎを介した他の携帯端末装置等との通信も可能な状態となっている。
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【０１２７】
　この携帯端末装置４０００は、近接通信部を介して、カーナビゲーションシステム３０
００が設定可能な位置情報（例えば、住所、電話番号、ＧＰＳ（Global　Positioning　S
ystem）座標等）の目的地情報を、ＮＦＣ通信部を介してあらかじめ取得する。そして、
ユーザは、取得した目的地情報と、データ記憶部４０３０に記憶された自宅の位置情報の
目的地情報とを比較してカーナビゲーションシステム３０００が設定可能な目的地情報を
設定し、カーナビゲーションシステム３０００にＮＦＣ通信部を介して送信する他、携帯
端末装置４０００に記憶された地図情報をブルートゥース通信部を介して、カーナビゲー
ションシステム３０００に送信する。
【０１２８】
　一方、カーナビゲーションシステム３０００は、携帯端末装置４０００から送信された
現在地情報と目的地情報から経路情報を、ＮＦＣ通信部を介して取得し、ブルートゥース
通信部を介して地図情報を取得し、衛星測位システムを用いてカーナビゲーションシステ
ム３０００の地球上の現在位置を特定する。そして、カーナビゲーションシステム３００
０は、現在位置情報と経路情報と目的地情報からその目的地に至るまでの経路、渋滞情報
等をカーナビゲーションシステム３０００のディスプレイ（不図示）に表示する。この場
合、ブルートゥース通信は上述してきたように比較的広い範囲の通信が可能であるため、
例えばユーザが自動車の後部座席に座っているような場合でも通信が可能である。
【０１２９】
　尚、他の処理については、フローチャートによる説明は行わないが、上述した第１、第
２の実施の形態における複合機１００、又は複合機１０００と同様に、携帯端末装置４０
００が、カーナビゲーションシステム３０００とＮＦＣ通信部による通信を確立し、認証
ＩＤや機能ＩＤ、印刷設定情報に対応するランドマーク情報等を近接通信部によって送信
し、カーナビゲーションシステム３０００は、これらの認証をした後、経路検索等を行う
。そして、ランドマーク情報は、ユーザが、あらかじめＮＦＣ通信部での通信によって、
カーナビゲーションシステム３０００で設定可能な設定情報（例えば、目的地の住所、電
話番号等）を取得しておくこと等、第１または第２の実施の形態の処理手順と同様の手順
で経路検索等の処理が可能である。
【０１３０】
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。第４の実施の形態は、上述
した複合機および携帯端末装置が備える構成および機能をスライドショーシステムに適用
した場合について説明する。
【０１３１】
　図１２は、第４の実施の形態にかかるスライドショーシステムの構成を示すイメージ図
である。
【０１３２】
　本実施の形態にかかるスライドショーシステム４０は、情報家電５０００と、携帯端末
装置６０００とを備え、情報家電５０００と携帯端末装置６０００とは、第１、及び第２
の実施の形態と同様に２つの通信手段によって通信可能である。
【０１３３】
　まず、携帯端末装置６０００について説明する。携帯端末装置６０００は、第１の実施
の形態におけるデータ記憶部２０３、および第２の実施の形態におけるデータ記憶部２０
３０の代わりに、データ記憶部６０３０を備える点で、第１または第２の実施の形態にお
ける携帯端末装置と異なる。
【０１３４】
　この携帯端末装置６０００は、近接通信部を介して、情報家電５０００が設定可能な設
定値（例えば、スライドのめくり速度、音楽、効果等の設定情報）を、ＮＦＣ通信部を介
してあらかじめ取得する。そして、ユーザは、取得した設定値と、データ記憶部６０３０
に記憶された設定値とを比較して情報家電５０００が設定可能な設定値を設定し、情報家
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電５０００にＮＦＣ通信部を介して送信する他、携帯端末装置６０００に記憶された写真
データを、ブルートゥース通信部を介して、情報家電５０００に送信する。
【０１３５】
　一方、情報家電５０００は、携帯端末装置６０００から送信された設定値を、ＮＦＣ通
信部を介して取得し、ブルートゥース通信部を介して写真データを取得する。そして、ユ
ーザは、携帯端末装置６０００を情報家電５０００に再度近接させることによって、スラ
イドショーを開始することができる。図１２に示す例では、写真データとして、“画像：
IMG20-IMG20”の範囲の写真データが指定され、１０秒の“めくり速度”等の設定値が指
定されており、ユーザは携帯端末装置６０００を手元に持ったまま、情報家電５０００の
設定可能な範囲でスライドショーを視聴することができる。
【０１３６】
　尚、他の処理については、フローチャートによる説明は行わないが、上述した第１、第
２の実施の形態における複合機１００、又は複合機１０００と同様に、携帯端末装置４０
００が、情報家電５０００とＮＦＣ通信部による通信を確立し、認証ＩＤや機能ＩＤ、印
刷設定情報に対応するスライドショー設定値等を近接通信部によって送信し、情報家電５
０００は、これらの認証をした後、スライドショーを開始する。そして、スライドショー
設定値は、ユーザが、あらかじめＮＦＣ通信部での通信によって、情報家電５０００で設
定可能な設定情報（例えば、めくり速度、音楽、効果等）を取得しておくこと等、第１ま
たは第２の実施の形態の処理手順と同様の手順でスライドショーの設定等の処理が可能で
ある。
【０１３７】
（第５の実施の形態）
　第１の実施の形態または第２の実施の形態では、携帯端末装置で記憶した機能設定情報
を、ＮＦＣ通信部を介して複合機と通信した後、ブルートゥース通信部を介して自動的に
文書データを送信して、あらかじめ送信した機能設定情報に従って文書データを印刷する
こととした。しかし、ユーザによっては、例えば、ユーザが設定した機能設定情報が誤っ
ており、意図しない機能設定情報を送信してしまうおそれがある場合等、機能設定情報を
送信してから文書データを送信するまでの間に間隔をあけたほうがよい場合もある。そこ
で、ＮＦＣ通信部を介して機能設定情報を取得する場合（以下、機能情報設定モードとす
る。）と、ブルートゥース通信部を介して文書等のデータを送信する場合（以下、実体情
報通信モードとする。）を手動で切り替える場合について説明する。
【０１３８】
　図１３は、第５の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である
。本実施の形態にかかる情報処理システム５０は、複合機７０００と、携帯端末装置８０
００とを備えるが、複合機７０００と携帯端末装置８０００との通信方法や、ネットワー
ク３００、他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末装置等との関係は、
第１の実施の形態の場合と同様であるため省略している。
【０１３９】
　図１４は、本実施の形態にかかる情報処理システム２０の構成を示すブロック図である
。本実施の形態にかかる複合機７０００は、ユーザからの入力操作を受け付ける操作入力
部１４６０と、機能情報設定モードと実体情報通信モードの切替を行うモード切替部１４
７０を備える点で、第１の実施の形態、又は第２の実施の形態における複合機と異なって
いる。以下の説明では、上述した第１の実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付
してその説明を省略している。
【０１４０】
　また、本実施の形態にかかる携帯端末装置８０００は、機能情報設定モードと、実体情
報通信モードの切替を行うモード切替部１４８０を備える点で、第１の実施の形態、又は
第２の実施の形態における携帯端末装置と異なっている。以下の説明では、複合機の場合
と同様に、上述した第１の実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明
を省略している。
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【０１４１】
　操作入力部１４６０は、プッシュボタン等の操作ボタンから構成され、ユーザからの機
能情報設定モードと実体情報通信モードの切替動作の入力を受付ける。例えば、操作ボタ
ンを押下することによって、機能情報設定モードと実体情報通信モードを切り替える。
【０１４２】
　モード切替部１４７０は、操作入力部１４６０からの切替操作を受け付けると、機能情
報設定モードと実体情報通信モードを切り替える。例えば、既に複合機７０００が機能情
報設定モードとなっている場合には、実体情報通信モードに切替え、逆に既に複合機７０
００が実体情報通信モードとなっている場合には、機能情報設定モードに切り替える。
【０１４３】
　モード切替部１４８０は、操作入力部２０４からの切替操作を受け付けると、機能情報
設定モードと実体情報通信モードを切り替える。例えば、既に携帯端末装置８０００が機
能情報設定モードとなっている場合には、実体情報通信モードに切替え、逆に既に携帯端
末装置８０００が実体情報通信モードとなっている場合には、機能情報設定モードに切り
替える。
【０１４４】
　このようにして、複合機７０００、携帯端末装置８０００の双方において、ユーザが誤
って意図しない設定によって、文書データ等が印刷されてしまうことを防止することがで
きる。また、操作入力部１４６０において、機能情報設定モードと実体情報通信モードを
切り替えるので、ユーザは、直感的に機能情報を取得する処理、または所望の処理のいず
れの処理を行っているか容易に判断することができる。
【０１４５】
　尚、他の処理については、フローチャートによる説明は行わないが、上述した第１、第
２の実施の形態における複合機１００、又は複合機１０００とは、印刷設定情報を取得す
るモード、あるいは実体データを通信するモードかを、ユーザがあらかじめ選択する部分
が異なるだけであり、携帯端末装置８０００が、複合機７０００とＮＦＣ通信部による通
信を確立し、認証ＩＤや機能ＩＤ、印刷設定情報を近接通信部によって送信し、情報家電
５０００は、これらの認証をした後、印刷等の処理を行う部分については、第１または第
２の実施の形態の処理手順と同様の手順で処理が可能である。
【０１４６】
（第６の実施の形態）
　第５の実施の形態では、ＮＦＣ通信部を介して機能設定情報を取得する機能情報設定モ
ードと、ブルートゥース通信部を介して文書等のデータを送信する実体情報通信モードを
、１箇所の操作入力部により手動で切り替えることとした。しかし、ユーザにとっては操
作入力部を押し間違えて機能情報設定モードと実体情報通信モードの切替を誤って行って
しまう場合もある。そこで、機能情報設定モードと実体情報通信モードの切替を行うため
の操作入力部を複合機の異なる位置に設けて、これらのモードを切り替える場合について
説明する。
【０１４７】
　図１５は、第６の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である
。本実施の形態にかかる情報処理システム６０は、複合機９０００と、携帯端末装置８０
００（不図示）とを備えるが、携帯端末装置８０００の構成や、複合機９０００と携帯端
末装置８０００との通信方法等の関係は、第５の実施の形態の場合と同様であるため複合
機９０００についてのみ図示し、その他の構成については省略している。
【０１４８】
　図１６は、本実施の形態にかかる情報処理システム６０の構成を示すブロック図である
。本実施の形態にかかる複合機９０００は、ユーザから機能情報設定モードの入力操作を
受け付ける第１操作入力部１６０３と、実体情報通信モードの入力操作を受け付ける第２
操作入力部１６０４と、第１操作入力部１６０３からの入力操作に応答して携帯端末装置
８０００との通信を行う第１ＮＦＣ通信部と、第２操作入力部１６０４からの入力操作に
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応答して携帯端末装置８０００との通信を行う第２ＮＦＣ通信部とを備える点で、第５の
実施の形態における複合機と異なっている。以下の説明では、上述した第５の実施の形態
と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略している。
【０１４９】
　第１操作入力部１６０３は、タッチパネル等の操作パネルから構成され、携帯端末装置
８０００が、携帯端末装置８０００のＮＦＣ通信部２０１との通信を確立し、近距離、す
なわち通信距離が０～１０数mmとなった場合に、第１ＮＦＣ通信部１６０１を介して非接
触により携帯端末装置８０００のＦＳ通信部２０１と無線通信を行う。そして携帯端末装
置８０００が第１操作入力部１６０３との通信を確立した場合に、モード切替部１４７０
は機能情報設定モードに切り替える。
【０１５０】
　第２操作入力部１６０４は、タッチパネル等の操作パネルから構成され、携帯端末装置
８０００が、携帯端末装置８０００のＮＦＣ通信部２０１との通信を確立し、近距離、す
なわち通信距離が０～１０数mmとなった場合に、第２ＮＦＣ通信部１６０２を介して非接
触により携帯端末装置８０００のＦＳ通信部２０１と無線通信を行う。そして携帯端末装
置８０００が第１操作入力部１６０３との通信を確立した場合に、モード切替部１４７０
は実体情報通信モードに切り替える。
【０１５１】
　このようにして、複合機９０００において、ユーザは、どの位置に携帯端末装置を近接
させれば機能情報を取得する処理、または所望の処理のいずれの処理を行うことができる
かを直感的に判断することができる。
【０１５２】
　以上、本発明を第１～第６の実施の形態を用いて説明してきたが、上述した実施の形態
に多様な変更または改良を加えることができる。なお、上述した第１～第６の実施の形態
において説明した構成や機能は、自由に組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である。
【図２】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図３】認証データ記憶部のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図４】データ記憶部のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図５】操作表示部で表示される表示画面の一例を示す説明図である。
【図６】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本実施の形態にかかる複合機のハードウェア構成を示す説明図である。
【図８】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である。
【図９】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図１０】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順および設定候補データ送信処理
手順を示すフローチャートである。
【図１１】第３の実施の形態にかかるカーナビゲーションシステムの構成を示すイメージ
図である。
【図１２】第４の実施の形態にかかるスライドショーシステムの構成を示すイメージ図で
ある。
【図１３】第５の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である。
【図１４】第５の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図１５】第６の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すイメージ図である。
【図１６】第６の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１５４】
　　　１０　２０　５０　６０　情報処理システム
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　　　３０　カーナビゲーションシステム
　　　４０　スライドショーシステム
　　１００　４００　１０００　７０００　９０００　複合機
　　２００　２０００　４０００　６０００　８０００　携帯端末装置
　　１０１　ＮＦＣ通信部
　　１０２　ブルートゥース通信部
　　１０３　認証部
　　１０４　利用可否判定部
　　１０５　スキャナ部
　　１０６　８０６　１０１６　データ処理部
　　１０７　プリンタ部
　　１０８　ファクシミリ送受信部
　　１０９　認証データ記憶部
　　１１０　設定情報記憶部
　　２００　７００　９００　１１００　携帯端末装置
　　２０１　ＮＦＣ通信部
　　２０２　ブルートゥース通信部
　　２０３　２０３０　４０３０　６０３０　データ記憶部
　　２０４　１４６０　操作入力部
　　２０５　操作表示部
　　３００　ネットワーク
　　９１０　設定情報抽出部
　　９２０　設定情報生成部
　　１４７０　１４８０　モード切替部
　　１６０３　第１操作入力部
　　１６０４　第２操作入力部
　　１６０１　第１ＮＦＣ通信部
　　１６０２　第２ＮＦＣ通信部
　　５０００　情報家電
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(34) JP 2009-37566 A 2009.2.19

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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