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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信端末と無線通信によって通信可能な画像形成装置において、
　前記通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、前
記各通信端末に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、
　前記固有情報毎に識別情報を発行する発行手段と、
　前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前記通信端末に対し
て送信する送信手段と、
　ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受付け手段と、
　前記通信端末からのアクセスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した固有情報と、前記受付け手段が受付けた前記識別情報に対応す
る固有情報とが一致するか否かを前記記憶手段を参照して判定する第１の判定手段と、
　処理実行手段と、
　前記固有情報同士が一致すると前記第１の判定手段が判定した通信端末との通信のみを
許可し、該固有情報同士が一致しないと該第１の判定手段が判定した通信端末との通信を
拒否する通信制御手段と、
　前記通信制御手段により通信が許可された前記通信端末からの実行指示を前記受信手段
が受信した場合、該実行指示の処理を実行するよう前記処理実行手段を制御する処理制御
手段と、
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　を備え、
　前記通信制御手段は、前記処理実行手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記
固有情報同士が一致すると前記第１の判定手段が判定した通信端末の通信許可及び該固有
情報同士が一致しないと該第１の判定手段が判定した通信端末の通信拒否を解除し、前記
通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択される前の初期状態に戻
すこと、
　を特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記実行指示は、画像データを含む印刷指示であり、
　前記処理実行手段は、前記画像データの画像の印刷を行う印刷手段であること、
　を特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記受付け手段は、前記通信端末のユーザからの識別情報の入力を受付けるインターフ
ェースを有すること、
　を特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記処理実行手段が処理を実行する前に、前記通信端末のユーザから料金を取得する課
金手段を更に備えること、
　を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記課金手段は、前記処理実行手段が処理に際して、前記ユーザから取得した料金から
前記処理の対価に相当する料金を引き落とすこと、
　を特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記受信手段は、アクセスしてきた通信端末からの操作指示を受信し、
　前記操作指示の操作内容が課金対象の操作であるか否かを、前記第１の判定手段が判定
を行う前に判定する第２の判定手段と、
　前記操作指示が課金対象の操作でない場合には、前記第１の判定手段の判定を行うこと
なく、該操作指示の操作内容を実行する操作実行手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項４又は請求項５のいずれかに記載の画像形成装置
。
【請求項７】
　前記通信端末は、携帯電話であること、
　を特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項８】
　第１の画像形成装置と第２の画像形成装置とが通信可能に接続された画像形成システム
において、
　前記第１の画像形成装置及び前記第２の画像形成装置は、複数の通信端末と無線通信に
よって通信可能であり、
　前記第１の画像形成装置は、
　　前記通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、
前記各通信端末に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、
　　前記固有情報毎に識別情報を発行する発行手段と、
　　前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　　前記識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前記通信端末に対
して送信する送信手段と、
　　ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受付け手段と、
　　前記受付け手段が受付けた前記識別情報に対応する固有情報を前記第２の画像形成装
置に転送する転送手段と、
　を備え、
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　前記第２の画像形成装置は、
　　前記第１の画像形成装置より転送されてきた前記固有情報を受信する転送情報受信手
段と、
　　前記通信端末からのアクセスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手段と、
　　前記受信手段が受信した固有情報と、前記転送情報受信手段が受信した前記固有情報
とが一致するか否かを判定する判定手段と、
　　処理実行手段と、
　　前記固有情報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端末との通信のみを許可
し、該固有情報同士が一致しないと該判定手段が判定した通信端末との通信を拒否する通
信制御手段と、
　　前記通信制御手段により通信が許可された前記通信端末からの実行指示を前記受信手
段が受信した場合、該実行指示の処理を実行するよう前記処理実行手段を制御する処理制
御手段と、
　を備え、
　前記通信制御手段は、前記処理実行手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記
固有情報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端末の通信許可及び該固有情報同
士が一致しないと該判定手段が判定した通信端末の通信拒否を解除し、前記通信端末から
の実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択される前の初期状態に戻すこと、
　を特徴とする画像形成システム。
【請求項９】
　第１の画像形成装置と第２の画像形成装置とが通信可能に接続された画像形成システム
において、
　前記第１の画像形成装置及び前記第２の画像形成装置は、複数の通信端末と無線通信に
よって通信可能であり、
　前記第１の画像形成装置は、
　　前記通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、
前記各通信端末に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、
　　前記取得手段が取得した前記固有情報を、前記第２の画像形成装置に転送する転送手
段と、
　を備え、
　前記第２の画像形成装置は、
　　前記第１の画像形成装置より転送されてきた前記固有情報を受信する転送情報受信手
段と、
　　前記転送情報受信手段が受信した前記固有情報毎に識別情報を発行する発行手段と、
　　前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　　前記識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前記通信端末に対
して送信する送信手段と、
　　ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受付け手段と、
　　前記通信端末からのアクセスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手段と、
　　前記受信手段が受信した前記固有情報と、前記受付け手段が受付けた前記識別情報に
対応する固有情報とが一致するか否かを判定する判定手段と、
　　処理実行手段と、
　　前記固有情報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端末との通信のみを許可
し、該固有情報同士が一致しないと該判定手段が判定した通信端末との通信を拒否する通
信制御手段と、
　　前記通信制御手段により通信が許可された前記通信端末からの実行指示を前記受信手
段が受信した場合、該実行指示の処理を実行するよう前記処理実行手段を制御する処理制
御手段と、
　　を備え、
　前記通信制御手段は、前記処理実行手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記
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固有情報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端末の通信許可及び該固有情報同
士が一致しないと該判定手段が判定した通信端末の通信拒否を解除し、前記通信端末から
の実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択される前の初期状態に戻すこと、
　を特徴とする画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及び画像形成システムに関し、より特定的には、携帯電話等の
通信端末と無線通信によって通信可能な画像形成装置及び画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コインベンダーを備えた複写機などの画像形成装置がコンビニエンスストア等に
設けられている。このコインベンダーは、ユーザが、投入した金額の範囲内で画像形成装
置を利用することを許可するための装置である。このようなコインベンダーを備えた画像
形成装置は、例えば、特許文献１に開示されている。
【０００３】
　また、複数のユーザが投入した料金を管理するためのものとして、特許文献２に記載の
料金徴収装置が提案されている。特許文献２に記載の料金徴収装置では、各ユーザが投入
した料金を区別するために、各ユーザのＩＤと各ユーザの残高とが関連付けられて、該料
金徴収装置内のテーブルに記録されている。より詳細には、ユーザは、画像形成装置の利
用前に、自身のＩＤを入力してコインベンダーを介して料金を投入する。応じて、料金徴
収装置は、投入された料金を残高として前記ＩＤに関連付けて前記テーブルに記録する。
一方、画像形成装置を利用しようとするユーザは、自身のＩＤを入力して、料金徴収装置
に印刷処理を登録する。なお、料金徴収装置は、他のユーザからの印刷処理も該他のユー
ザのＩＤと対応させて先着順に記憶している。画像形成装置は、各印刷処理を登録された
順番に実行する。この後、料金徴収装置は、各印刷処理に応じた料金を、各ユーザのＩＤ
に対応する残高から引き落とす。
【０００４】
　更に、近年、携帯電話の普及に伴い、携帯電話と画像形成装置とを連携させた様々なシ
ステムが提案されている。このようなシステムとしては、例えば、携帯電話に搭載された
カメラを用いて撮影した写真を、画像形成装置に対して無線を介して転送し、該画像形成
装置に印刷させるシステムが提案されている。また、特許文献３には、写真データやテキ
ストデータを格納したサーバのインターネットアドレスを携帯電話が画像形成装置に対し
て送信し、画像形成装置が該インターネットアドレスにアクセスして写真データやテキス
トデータをサーバからダウンロードし、更に、画像形成装置が写真データやテキストデー
タに基づいて写真やテキストを印刷するシステムが開示されている。
【０００５】
　ところで、携帯電話と画像形成装置とを連携させたシステムでは、料金を支払ったユー
ザ以外のユーザが、料金を支払ったユーザを押しのけて写真等を印刷できるという問題が
生じるおそれがあった。より詳細には、前記システムでは、無線通信を介して携帯電話か
ら画像形成装置に対して写真データ等の転送又は印刷指示が行われる。そのため、写真等
を印刷させようとしているユーザがコインベンダーに料金を投入して装置の利用が許可さ
れた後、このユーザが写真データ等の転送又は印刷指示を行う前に、別のユーザが携帯電
話により無線を介して画像形成装置に別の写真等を印刷させてしまうケースがある。この
ようなケースでは、料金を支払った画像形成装置を利用すべきユーザが別のユーザにその
料金を利用されてしまったことになる。
【０００６】
　一方、前記特許文献２に記載の料金徴収装置によれば、投入された料金とユーザのＩＤ
とが関連付けてテーブルに記録され、印刷処理に応じた料金は各ユーザのＩＤに対応する
残高から引き落とされる構成になっているので、前記のように料金を支払ったユーザ以外
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のユーザに利用されてしまうという課題は解決される。
【０００７】
　しかしながら、前記料金徴収装置では、ユーザは、料金の投入時と画像形成装置の利用
時との２度においてＩＤを入力しなければならず、画像形成装置の利用に手間がかかると
いう問題があった。
【特許文献１】特開２００４－４６２２６号公報
【特許文献２】特開２０００－２７６０１７号公報
【特許文献３】特開２００５－２５４５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、より簡単な操作により、他のユーザに料金を利用されること
を防止できる画像形成装置及び画像形成システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、複数の通信端末と無線通信によって通信可能な画像形成装置において、
前記通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、前記
各通信端末に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、前記固有
情報毎に識別情報を発行する発行手段と、前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記
憶する記憶手段と、前記識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前
記通信端末に対して送信する送信手段と、ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受
付け手段と、前記通信端末からのアクセスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手
段と、前記受信手段が受信した固有情報と、前記受付け手段が受付けた前記識別情報に対
応する固有情報とが一致するか否かを前記記憶手段を参照して判定する第１の判定手段と
、処理実行手段と、前記固有情報同士が一致すると前記第１の判定手段が判定した通信端
末との通信のみを許可し、該固有情報同士が一致しないと該第１の判定手段が判定した通
信端末との通信を拒否する通信制御手段と、前記通信制御手段により通信が許可された前
記通信端末からの実行指示を前記受信手段が受信した場合、該実行指示の処理を実行する
よう前記処理実行手段を制御する処理制御手段と、を備え、前記通信制御手段は、前記処
理実行手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記固有情報同士が一致すると前記
第１の判定手段が判定した通信端末の通信許可及び該固有情報同士が一致しないと該第１
の判定手段が判定した通信端末の通信拒否を解除し、前記通信端末からの実行指示に基づ
いて処理を実行するモードが選択される前の初期状態に戻すこと、を特徴とする。
【００１０】
　第１の発明に係る画像形成装置によれば、画像形成装置の周囲に存在する通信端末のそ
れぞれに対して、識別情報を発行する。更に、画像形成装置は、該識別情報の入力を受付
けることにより、固有情報を特定している。そして、画像形成装置は、固有情報を特定し
た後、実行指示の処理が完了するまでの間、該固有情報に対応する通信端末以外の通信端
末との通信を拒否する。これにより、料金を投入した通信端末以外の通信端末が、実行指
示を画像形成装置に行うことができない。その結果、料金を投入したユーザ以外のユーザ
が、投入された料金を用いて処理を行うことを防止することができる。
【００１１】
　更に、該画像形成装置は、識別情報の入力を受付けることにより、固有情報を特定し、
該固有情報に対応する通信端末からの実行指示のみを実行する。そのため、画像形成装置
は、前記識別情報の入力以外には、該識別情報や固有情報を受付ける必要がない。従って
、携帯電話のユーザは、簡単な操作により実行指示を行うことができる。
【００１２】
　第１の発明において、前記実行指示は、画像データを含む印刷指示であり、前記処理実
行手段は、前記画像データの画像の印刷を行う印刷手段であってもよい。
【００１３】
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　第１の発明において、前記受付け手段は、前記通信端末のユーザからの識別情報の入力
を受付けるインターフェースを有していてもよい。
【００１４】
　第１の発明に係る画像形成装置によれば、識別情報をユーザが手動で入力した場合、料
金を投入したユーザと識別情報を入力したユーザとが一致する確率が高くなる。より詳細
には、料金の投入は、一般的には、画像形成装置の近くにおいて行われる。一方、識別情
報が手動で入力される場合には、ユーザは、画像形成装置の前に立って識別情報を入力す
る。そのため、両行為を行うユーザは同一人物である確率が高い。その結果、料金を投入
後、識別情報を入力するまでの間において、料金を投入したユーザ以外のユーザが、投入
された料金を用いて処理を行うことを高い確率で防止することができる。
【００１５】
　第１の発明において、前記処理実行手段が処理を実行する前に、前記通信端末のユーザ
から料金を取得する課金手段を更に備えていてもよい。
【００１６】
　第１の発明において、前記課金手段は、前記処理実行手段が処理に際して、前記ユーザ
から取得した料金から前記処理の対価に相当する料金を引き落としてもよい。
【００１７】
　第１の発明において、前記受信手段は、アクセスしてきた通信端末からの操作指示を受
信し、前記操作指示の操作内容が課金対象の操作であるか否かを、前記第１の判定手段が
判定を行う前に判定する第２の判定手段と、前記操作指示が課金対象の操作でない場合に
は、前記第１の判定手段の判定を行うことなく、該操作指示の操作内容を実行する操作実
行手段と、を更に備えていてもよい。
【００１８】
　第１の発明において、前記通信端末は、携帯電話であってもよい。
【００１９】
　第２の発明は、第１の画像形成装置と第２の画像形成装置とが通信可能に接続された画
像形成システムにおいて、前記第１の画像形成装置及び前記第２の画像形成装置は、複数
の通信端末と無線通信によって通信可能であり、前記第１の画像形成装置は、前記通信端
末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、前記各通信端末
に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、前記固有情報毎に識
別情報を発行する発行手段と、前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記憶する記憶
手段と、前記識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前記通信端末
に対して送信する送信手段と、ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受付け手段と
、前記受付け手段が受付けた前記識別情報に対応する固有情報を前記第２の画像形成装置
に転送する転送手段と、を備え、前記第２の画像形成装置は、前記第１の画像形成装置よ
り転送されてきた前記固有情報を受信する転送情報受信手段と、前記通信端末からのアク
セスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手段と、前記受信手段が受信した固有情
報と、前記転送情報受信手段が受信した前記固有情報とが一致するか否かを判定する判定
手段と、処理実行手段と、前記固有情報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端
末との通信のみを許可し、該固有情報同士が一致しないと該判定手段が判定した通信端末
との通信を拒否する通信制御手段と、前記通信制御手段により通信が許可された前記通信
端末からの実行指示を前記受信手段が受信した場合、該実行指示の処理を実行するよう前
記処理実行手段を制御する処理制御手段と、を備え、前記通信制御手段は、前記処理実行
手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記固有情報同士が一致すると前記判定手
段が判定した通信端末の通信許可及び該固有情報同士が一致しないと該判定手段が判定し
た通信端末の通信拒否を解除し、前記通信端末からの実行指示に基づいて処理を実行する
モードが選択される前の初期状態に戻すこと、を特徴とする。
【００２０】
　第２の発明に係る画像形成システムによれば、第１の発明と同様に、料金を投入したユ
ーザ以外のユーザが、投入された料金を用いて処理を行うことを防止できると共に簡単な
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操作により実行指示を行うことができる。更に、該画像形成システムによれば、第１の画
像形成装置において実行処理の予約を行って、第２の画像形成装置において実行処理を行
わせることが可能となる。
【００２４】
　第３の発明は、第１の画像形成装置と第２の画像形成装置とが通信可能に接続された画
像形成システムにおいて、前記第１の画像形成装置及び前記第２の画像形成装置は、複数
の通信端末と無線通信によって通信可能であり、前記第１の画像形成装置は、前記通信端
末からの実行指示に基づいて処理を実行するモードが選択された場合に、前記各通信端末
に設定されている固有情報を、該通信端末から取得する取得手段と、前記取得手段が取得
した前記固有情報を、前記第２の画像形成装置に転送する転送手段と、を備え、前記第２
の画像形成装置は、前記第１の画像形成装置より転送されてきた前記固有情報を受信する
転送情報受信手段と、前記転送情報受信手段が受信した前記固有情報毎に識別情報を発行
する発行手段と、前記固有情報と前記識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、前記
識別情報を、該識別情報に対応する固有情報が設定されている前記通信端末に対して送信
する送信手段と、ユーザからの前記識別情報の入力を受付ける受付け手段と、前記通信端
末からのアクセスにより該通信端末の固有情報を受信する受信手段と、前記受信手段が受
信した前記固有情報と、前記受付け手段が受付けた前記識別情報に対応する固有情報とが
一致するか否かを判定する判定手段と、処理実行手段と、前記固有情報同士が一致すると
前記判定手段が判定した通信端末との通信のみを許可し、該固有情報同士が一致しないと
該判定手段が判定した通信端末との通信を拒否する通信制御手段と、前記通信制御手段に
より通信が許可された前記通信端末からの実行指示を前記受信手段が受信した場合、該実
行指示の処理を実行するよう前記処理実行手段を制御する処理制御手段と、を備え、前記
通信制御手段は、前記処理実行手段による前記処理の実行が終了した場合に、前記固有情
報同士が一致すると前記判定手段が判定した通信端末の通信許可及び該固有情報同士が一
致しないと該判定手段が判定した通信端末の通信拒否を解除し、前記通信端末からの実行
指示に基づいて処理を実行するモードが選択される前の初期状態に戻すこと、を特徴とす
る。
【００２５】
　第５の発明に係る画像形成システムによれば、第１の発明と同様に、料金を投入したユ
ーザ以外のユーザが、投入された料金を用いて処理を行うことを防止できると共に簡単な
操作により実行指示を行うことができる。更に、該画像形成システムによれば、第１の画
像形成装置において実行処理の予約を行って、第２の画像形成装置において実行処理を行
わせることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
（第１の実施形態）
（全体構成について）
　以下に、本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置について図面を参照しながら説明
する。本実施形態において、画像形成装置は、画像を印刷するための多機能周辺機器（Ｍ
ＦＰ：ｍｕｌｔｉ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である。ＭＦＰは、課金
処理を行うためのコインベンダーと接続されている。図１は、ＭＦＰ１及びコインベンダ
ー３の外観斜視図である。図２は、ＭＦＰ１と、コインベンダー３と、通信端末としての
携帯電話４－１，４－２，４－３との関係を示したブロック図である。
【００２８】
　まず、図１を参照しながら、ＭＦＰ１及びコインベンダー３の構成の概略について説明
する。ＭＦＰ１は、原稿を読み取って画像データを得るスキャナ機能、印刷データに基づ
いて画像を印刷するプリント機能、ファクシミリデータを送受信するファクシミリ機能等
を有する。ＭＦＰ１は、図１に示すように、スキャナ部１１、印刷部１２、タッチパネル
１３及び入力部１４を備える。スキャナ部１１は、原稿を読み取って画像データを得る。
印刷部１２は、印刷データに基づいて画像を印刷する。タッチパネル１３は、情報を表示
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すると共にユーザからの入力を受付ける。入力部１４は、複数のボタンからなりユーザか
らの入力を受付ける。なお、スキャナ部１１、印刷部１２、タッチパネル１３及び入力部
１４は、この種のＭＦＰに一般的に用いられるものと同様であるので、詳細な説明を省略
する。
【００２９】
　また、コインベンダー３は、ユーザが料金を投入した場合に、投入された料金の範囲内
でＭＦＰ１によるサービスを受けることを許可する課金手段である。コインベンダー３は
、コイン投入口３１、表示部３２、返却ボタン３３及び返却口３４を備える。コイン投入
口３１は、ユーザが硬貨を投入するための孔である。表示部３２は、ユーザが投入した料
金の内の残高を表示する。返却ボタン３３は、ユーザに押されることにより、表示部３２
に表示された残高（おつり）をコインベンダー３に返却させるためのボタンである。返却
口３４からは、おつりが出てくる。前記ＭＦＰ１及び前記コインベンダー３は、例えば、
コンビニエンスストアのような公衆が利用可能な場所に設置される。
【００３０】
　次に、図２を参照しながら、ＭＦＰ１について説明する。まず、ＭＦＰ１は、概略以下
のような動作を行う。
【００３１】
　ＭＦＰ１は、携帯電話４－１のユーザがコインベンダー３に料金を投入すると、自機の
周囲に存在する携帯電話４（４－１，４－２，４－３）の内のいずれか一つの携帯電話４
（例えば４－１）から無線通信により送信されてくる印刷指示に応じて画像を印刷する（
以下、携帯印刷と称す）。この際、コインベンダー３に料金を投入したユーザ以外のユー
ザが携帯電話４（４－２，４－３）を用いて印刷指示を行って、料金を投入したユーザ以
外のユーザが、投入された料金を用いて携帯印刷を行うことがないように、ＭＦＰ１は、
携帯電話４（４－１，４－２，４－３）のそれぞれに対してＩＤ番号やパスワード等の識
別情報を発行する。更に、ＭＦＰ１は、携帯電話４（４－１）のユーザに対してタッチパ
ネル１３に識別情報を入力するように促す。そして、ＭＦＰ１は、入力された識別情報に
基づいて、料金を投入したユーザの携帯電話４（４－１）を特定し、特定した携帯電話４
（４－１）からの印刷指示のみを受付ける。このような動作を実現するために、ＭＦＰ１
は、図２に示すように、入力部１４、ＣＰＵ１５、記憶部２１、無線通信部２２及び実行
部２５を備える。
【００３２】
　無線通信部２２は、携帯電話４（４－１，４－２，４－３）とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）による近距離無線通信を行うためのインターフェースであり、内部に電波を送受
信するためのアンテナを内蔵する。ＣＰＵ１５は、ＭＦＰ１を制御する制御部の役割を果
たし、識別情報管理部１６、ジョブ制御部１８、通信制御部１９及び課金処理部２０を含
む。
【００３３】
　通信制御部１９は、無線通信部２２を制御する役割を果たす。具体的には、通信制御部
１９は、無線通信部２２と協働して、ＭＦＰ１の周囲に存在する携帯電話４（４－１，４
－２，４－３）から、該携帯電話４（４－１，４－２，４－３）のそれぞれに設定されて
いる固有情報を取得する取得手段としての役割を果たす。この固有情報は、携帯電話４（
４－１，４－２，４－３）を特定するための情報であり、例えば、電話番号やシリアルナ
ンバーである。シリアルナンバーは、携帯電話本体や内部基板に付されている固有の番号
である。従って、各固有情報は、携帯電話４（４－１，４－２，４－３）毎に重複しない
内容を有する。
【００３４】
　識別情報管理部１６は、通信制御部１９が取得した固有情報毎に前記識別情報を発行す
る発行手段としての役割を果たす。この識別情報は、例えば、アルファベットや数字の羅
列である。更に、識別情報管理部１６は、固有情報と識別情報とを関連付けて表１に示す
管理テーブルに記録する。更に、管理テーブルには、携帯電話４（４－１，４－２，４－
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３）のキャリア会社の情報も記録される。ここでは、携帯電話４－１の固有情報は「０８
０－１１１１－１２＊＊」であり、携帯電話４－２の固有情報は「０９０－１２３４－５
６＊＊」であり、携帯電話４－３の固有情報は「０９０－１１１１－１１＊＊」であるも
のとする。なお、「＊＊」には任意の数字が当てはまる。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　通信制御部１９は、更に、無線通信部２２と協働して、識別情報を、該識別情報に対応
する固有情報が設定された携帯電話４（４－１，４－２，４－３）に対して送信する送信
手段としての役割を果たす。
【００３７】
　タッチパネル１３は、情報を表示すると共に、ユーザが画面に触れることにより情報を
入力するためのインターフェースである。入力部１４は、ユーザが情報を入力するための
インターフェースであり、ユーザからの識別情報の入力を受付ける受付け手段としての役
割を果たす。
【００３８】
　通信制御部１９は、更に、無線通信部２２と協働して、携帯電話４からのアクセスを受
けて携帯電話４の固有情報を受信する受信手段としての役割を果たす。
【００３９】
　識別情報管理部１６は、更に、通信制御部１９が受信した固有情報と、入力部１４から
入力された識別情報に対応する固有情報とが一致するか否かを判定する判定手段としての
役割を果たす。
【００４０】
　通信制御部１９は、更に、固有情報同士が一致すると識別情報管理部１６が判定した携
帯電話４のみ、無線通信部２２を介しての通信を許可する許可手段としての役割を果たす
。ジョブ制御部１８は、携帯電話４からの携帯印刷指示を受けて、印刷部１２に画像の印
刷を指示する役割を果たす。印刷部１２は、携帯印刷指示を受けて印刷処理を実行する処
理実行手段としての役割を果たす。
【００４１】
　課金処理部２０は、コインベンダー３と協働して、画像の印刷が完了すると、コインベ
ンダー３の残高から画像の印刷の対価に相当する料金を引き落とす課金処理手段としての
役割を果たす。
【００４２】
　記憶部２１は、例えば、ハードディスク等からなる書き換え可能な記憶媒体であり、表
１の管理テーブルを記憶する。
【００４３】
　実行部２５は、ジョブ制御部１８からの指示に従って、所定の処理を実行する。所定の
処理とは例えば、携帯電話からのステータス情報送信要求に応じて行われる、トナー残量
や用紙残量の確認、ＭＦＰの稼動状態等のステータス情報の収集及び応答の処理等である
。
【００４４】
　次に、図３及び図４を用いて、携帯電話４（４－１，４－２，４－３）の構成について
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説明する。図３は、携帯電話４－１の構成を示したブロック図である。図４は、携帯電話
４－１の外観図である。なお、携帯電話４－２，４－３は、携帯電話４－１と同様の構成
を有するので、これらの図示及び説明を省略する。
【００４５】
　携帯電話４－１は、ＣＰＵ４１－１、ＲＯＭ４２－１、無線通信部４３－１、入力部４
４－１、表示部４５－１及び記憶部４６－１を備える。ＣＰＵ４１－１は、携帯電話４－
１を制御する役割を果たす。ＲＯＭ４２－１は、携帯電話４－１の固有情報を記憶する読
み取り専用のメモリである。無線通信部４３－１は、ＭＦＰ１の無線通信部２２とＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による近距離無線通信を行うためのインターフェースである。
【００４６】
　入力部４４－１は、図４に示すような複数のボタンからなる入力インターフェースであ
る。表示部４５－１は、図４に示すようなディスプレイであり、例えば、ＭＦＰ１から送
信されてきた情報やＲＯＭ４２－１に記憶されている情報等が表示される。記憶部４６－
１は、ＭＦＰ１に印刷させる画像の画像データを記憶するための書き換え可能なメモリで
ある。
【００４７】
　なお、以後の説明において、携帯電話４－２，４－３にそれぞれ対応する図４の各部に
ついて、ＣＰＵ４４－２，４４－３のように、図４の各部の符号のハイフンのあとの数字
を２又は３とすることにより、携帯電話４－１の各部と識別して表記する場合がある。
【００４８】
（ＭＦＰの動作について）
　以下に、ＭＦＰ１の動作について図５及び図６を参照しながら説明する。図５及び図６
は、ＭＦＰ１のＣＰＵ１５が行う動作を示したフローチャートである。なお、該フローチ
ャートでの各処理は、ＣＰＵ１５においてソフトウエアを実行することによって実現して
もよいし、それら各処理を行う専用のハードウエア回路を用いて実現してもよい。
【００４９】
　まず、ＭＦＰ１の前に立っている携帯電話４－１のユーザは、ＭＦＰ１のタッチパネル
１３に表示された図７の選択画面において、コピー処理と携帯印刷とのいずれを実行する
のかを、画面をタッチして選択する。コピー処理とは、印刷物をＭＦＰ１に複写させる処
理であり、携帯印刷とは、携帯電話４－１から画像データを送信して、該画像データの画
像をＭＦＰ１に印刷させる処理である。このとき、ジョブ制御部１８は、ユーザから携帯
印刷の指示があったか否かの判定を繰り返しながら待機している（ステップＳ１）。ユー
ザが携帯印刷の指示を行った場合、本処理はステップＳ２に進む。
【００５０】
　携帯印刷が選択されると、ジョブ制御部１８は、ＭＦＰ１に接続されている通信機器で
あって、課金対象となっている処理をＭＦＰ１に行わせることができる通信機器が存在す
るか否かを判定する（ステップＳ２）。通信機器が存在する場合には、本処理はステップ
Ｓ３に進む。通信機器が存在しない場合には、本処理はステップＳ４に進む。
【００５１】
　通信機器が存在する場合、通信制御部１９は、該通信機器との通信を拒否する（ステッ
プＳ３）。これにより、携帯印刷を行うことができる携帯電話４以外の通信機器との通信
が遮断される。ステップＳ２及びステップＳ３における処理は、携帯印刷以外の処理であ
ってかつ課金対象となっている処理を行わせる通信機器（例えば、パソコン等）からの通
信を拒否する処理である。すなわち、ステップＳ２及びステップＳ３においては、ＭＦＰ
１は、携帯印刷に関係のない通信端末を排除している。この後、本処理はステップＳ４に
進む。
【００５２】
　前記ステップＳ４において、課金処理部２０は、コインベンダー３に料金が投入された
か否かの判定を繰り返しながら待機している（ステップＳ４）。これに対して、携帯電話
４－１のユーザが料金を投入すると、コインベンダー３から投入された金額が課金処理部
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２０に通知されると共に、投入された金額が残高として図１の表示部１３に表示される。
これにより、課金処理部２０は、料金が投入されたと判定し、本処理は、ステップＳ５に
進む。
【００５３】
　次に、通信制御部１９は、無線通信部２２を介して、ＭＦＰ１の周囲に存在する携帯電
話４（４－１，４－２，４－３）の検索を行う（ステップＳ５）。具体的には、通信制御
部１９は、無線通信部２２に無線電波により携帯電話４（４－１，４－２，４－３）の有
無の問いかけを送信させる。ＭＦＰ１の周囲には、携帯電話４－１，４－２，４－３が存
在するので、携帯電話４－１，４－２，４－３は、無線通信部４３－１，４３－２，４３
－３を介して該問いかけを受信する。そして、ＣＰＵ４１－１，４１－２，４１－３はそ
れぞれ、ＲＯＭ４２－１，４２－２，４２－３に記憶されている固有情報を無線通信部４
３－１，４３－２，４３－３に無線電波により送信させる。応じて、通信制御部１９は、
無線通信部２２を介して携帯電話４－１，４－２，４－３の固有情報を取得する（ステッ
プＳ６）。なお、固有情報は、本実施形態では表１の管理テーブルに示すように電話番号
である。
【００５４】
　通信制御部１９は、取得した固有情報を識別情報管理部１６に出力する。識別情報管理
部１６は、取得した３つの固有情報に、それぞれ異なる識別情報を発行する（ステップＳ
７）。この識別情報は、例えば、乱数を用いて生成される。本実施形態では、携帯電話４
－１には識別情報として、「geIHEibed」が発行され、携帯電話４－２には識別情報とし
て、「aoiOOaUq」が発行され、携帯電話４－３には識別情報として、「kHogfqBN」が発行
される。そして、識別情報管理部１６は、固有情報と識別情報とを対応付けて表１に示す
管理テーブルとして記憶部２１に記録する（ステップＳ８）。更に、識別情報管理部１６
は、固有情報と識別情報とを通信制御部１９に出力する。
【００５５】
　固有情報と識別情報とを取得した通信制御部１９は、固有情報と識別情報とを、各携帯
電話４－１，４－２，４－３に対して無線通信部２２に送信させる（ステップＳ９）。応
じて、無線通信部４３－１，４３－２，４３－３のそれぞれは、固有情報と識別情報とを
受信する。識別情報の受信に応じてＣＰＵ４１－１，４１－２，４１－３は、携帯印刷を
行うための専用アプリケーションを立ち上げて、図４に示すように、表示部４５－１，４
５－２，４５－３にそれぞれの携帯電話４－１，４－２，４－３の固有情報に対応する識
別情報を表示させる。この時、ＭＦＰ１のタッチパネル１３は、識別情報をユーザに入力
させるための図８に示すような入力画面を表示している。更に、識別情報管理部１６は、
ユーザからの識別情報が入力されたか否かの判定を繰り返しながら待機している（ステッ
プＳ１０）。コインベンダー３に料金を投入した携帯電話４－１のユーザが、表示部４５
－１に表示された識別情報を、ＭＦＰ１のタッチパネル１３に表示された入力画面に入力
部１４を介して入力すると、識別情報管理部１６は、携帯電話４－１に設定された固有情
報に対応する識別情報を取得する。
【００５６】
　識別情報を取得した識別情報管理部１６は、表１に示す管理テーブルを参照し、該識別
情報に対応する固有情報が設定された携帯電話４－１からの通信を許可する（ステップＳ
１１）。具体的には、識別情報管理部１６は、通信制御部１９に、携帯電話４－１の固有
情報を通知する。固有情報を通知された通信制御部１９は、以後、携帯電話４－１の固有
情報と共に送信されてきた情報の受信を許可する。
【００５７】
　次に、通信制御部１９は、通信許可を行った携帯電話４－１からアクセスがあったか否
かの判定を繰り返しながら待機する（ステップＳ１２）。ＣＰＵ４１－１は、携帯電話４
－１に設定された固有情報を無線通信部４３－１に送信させることによりアクセスを行う
。アクセスがあった場合、本処理は、ステップＳ１３に進む。
【００５８】
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　次に、通信制御部１９は、アクセス時に送信されてきた固有情報を、無線通信部２２を
介して受信する。これにより、通信制御部１９は、固有情報を取得する（ステップＳ１３
）。通信制御部１９は、取得した固有情報を識別情報管理部１６に出力する。
【００５９】
　次に、識別情報管理部１６は、取得した固有情報と、ステップＳ１１において通信を許
可した携帯電話４－１の固有情報とが一致するか否かを判定する（ステップＳ１４）。ス
テップＳ１４では、固有情報同士を比較することにより、通信を許可した携帯電話４－１
とアクセスしてきた携帯電話４（４－１，４－２，４－３）とが同一か否かを判定してい
る。固有情報が一致しないと判定された場合には、本処理はステップＳ１５に進む。一方
、固有情報が一致すると判定された場合には、本処理は、ステップＳ１６に進む。
【００６０】
　固有情報が一致しない場合、識別情報管理部１６は、携帯電話４－１以外の携帯電話４
がアクセスしてきたと判定する。これにより、通信制御部１９は、ステップＳ１２におい
てアクセスしてきた携帯電話４との通信を拒否する（ステップＳ１５）。この場合、通信
制御部１９は、携帯電話４に対して通信拒否を通知してもよい。この後、本処理はステッ
プＳ１２に戻る。
【００６１】
　固有情報が一致する場合、識別情報管理部１６は、携帯電話４－１がアクセスしてきた
と判定する。これにより、通信制御部１９は、ステップＳ１２においてアクセスしてきた
携帯電話４－１との通信を許可する（ステップＳ１６）。具体的には、通信制御部１９は
、携帯電話４－１に対して無線通信部２２を介して通信許可を送信する。応じて、無線通
信部４３－１は、通信許可を受信し、ＣＰＵ４１－１に通信許可を出力する。これにより
、ＣＰＵ４１－１は、携帯電話４－１に通信許可がされたことを認識すると共に、表示部
４５－１に通信が許可されたことを表示させる。
【００６２】
　応じて、携帯電話４－１のユーザは、入力部４４－１を操作して、印刷したい画像の画
像データを選択し、携帯印刷指示を送信するための操作を行う。この操作を受けたＣＰＵ
４１－１は、無線通信部４３－１に携帯印刷指示を送信させる。図９は、携帯印刷指示の
データ構成を示した図である。該携帯印刷指示は、携帯電話４－１の固有情報６０と、印
刷すべき画像の画像データ６１とが組み合わされた情報である。応じて、通信制御部１９
は、無線通信部２２を介して、該携帯印刷指示を受信する（ステップＳ１７）。更に、通
信制御部１９は、取得した携帯印刷指示をジョブ制御部１８に出力する。
【００６３】
　携帯印刷指示を受信したジョブ制御部１８は、画像データ６１に基づいて画像の印刷を
印刷部１２に開始させる（ステップＳ１８）。画像が印刷されている間、ジョブ制御部１
８は、印刷処理が終了したか否かの判定を繰り返しながら待機している（ステップＳ１９
）。画像の印刷が終了すると、本処理はステップＳ２０に進む。
【００６４】
　次に、課金処理部２０は、課金処理を行う（ステップＳ２０）。具体的には、課金処理
部２０は、画像の印刷の対価に相当する料金の情報をコインベンダーに送信し、ステップ
Ｓ４においてコインベンダー３から投入料金として通知された料金から、対価を引き落と
した後の料金を残高として図１のコインベンダー３の表示部３２に表示させる。
【００６５】
　次に、通信制御部１９は、携帯電話４－１の通信許可を解除する（ステップＳ２１）と
共に、他の通信機器との通信拒否を解除する（ステップＳ２２）。これにより、ＭＦＰ１
が携帯印刷の処理が指示される前の初期状態に戻り、携帯印刷の処理が完了する。更に、
携帯電話４－１が携帯印刷を行うための専用アプリケーションが終了する。
【００６６】
　以上のように、ＭＦＰ１によれば、料金を投入したユーザ以外のユーザが、投入された
料金を用いて携帯印刷を行うことを防止することができる。より詳細には、ＭＦＰ１は、
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周辺に存在する携帯電話４（４－１，４－２，４－３）に対して識別情報を発行し、更に
、この識別情報の入力を携帯電話４－１に対して要求する。これにより、ＭＦＰ１は、携
帯電話４－１以外の携帯電話４からの通信を拒否する。従って、識別情報の入力後におい
て、ＭＦＰ１は、識別情報を入力したユーザの携帯電話４－１以外の携帯電話４からの携
帯印刷指示を受信拒否する。その結果、料金を支払ったユーザが別のユーザにその料金を
利用されてしまうことが防止される。
【００６７】
　なお、ユーザが料金を投入した後に、別のユーザが、識別情報を入力して、料金を支払
ったユーザの料金を利用してしまう問題が考えられる。しかしながら、このような問題は
、本実施形態のように、ユーザが識別情報をＭＦＰ１の入力部１４を用いて行うことによ
り防止することができる。より詳細には、前記ＭＦＰ１では、ユーザは、コインベンダー
３に料金を投入した後、ＭＦＰ１の入力部１４を用いて識別情報を入力している。入力部
１４は、図１に示すように、コインベンダー３のすぐ横に配置されている。従って、ユー
ザがコインベンダー３に料金を投入した後に、該ユーザとは別のユーザが入力部１４に識
別情報を入力する可能性は低い。そのため、料金を支払ったユーザが別のユーザにその料
金を利用されてしまうことが防止される。
【００６８】
　また、ＭＦＰ１によれば、簡単な操作により、料金を支払ったユーザが別のユーザにそ
の料金を利用されてしまうことを防止できる。以下に詳しく説明する。
【００６９】
　特許文献２に記載の料金徴収装置では、残高とユーザのＩＤとを対応させて管理してい
た。そのため、ユーザは、料金の投入時と、画像形成装置の利用時との２度にわたってＩ
Ｄを入力する必要があった。
【００７０】
　一方、ＭＦＰ１では、ＩＤに相当する識別情報が自動的に発行され、ユーザは、ＭＦＰ
１の利用時にのみ１回だけ識別情報を入力すれば足りる。従って、ＭＦＰ１では、特許文
献２に記載の料金徴収装置よりも簡単な操作により、料金を支払ったユーザが別のユーザ
にその料金を利用されてしまうことを防止できる。
【００７１】
　更に、ＭＦＰ１によれば、簡単な情報管理により、料金を支払ったユーザが別のユーザ
にその料金を利用されてしまうことを防止できる。以下に詳しく説明する。
【００７２】
　特許文献２に記載の料金徴収装置では、ＩＤと残高とを対応付けて管理すると共に、Ｉ
Ｄと画像形成装置の印刷処理とを対応付けて管理していた。この方法では、投入された料
金とユーザＩＤとを対応付けて管理するために、ユーザＩＤを入力するための装置本体と
料金が投入されるコインベンダーという異なる２つの装置を連携させるための制御手順が
必要になる。更に、動的に変化する料金とＩＤとを管理しておく必要があり、情報管理の
仕組みが複雑化してしまうという課題があった。
【００７３】
　これに対して、ＭＦＰ１では、識別情報と固有情報とが対応付けて管理されているのみ
である。このため、広く一般に普及している、コインベンダーに料金を投入することによ
って装置の利用が可能になるという制御手順そのままに、ＭＦＰ本体側でアクセスしてく
る携帯電話に応じて利用の可否を設定するという簡単な制御手順で済む。故に、ＭＦＰ１
は、前記料金徴収装置に比べて簡単な情報管理により他のユーザに料金を利用されること
を防止できる。更に、識別情報と固有情報とを同じものとすれば、情報管理を更に簡素化
することができる。
【００７４】
（変形例）
　以下に、図１０を用いて、第１の実施形態に係る画像形成装置の変形例について説明す
る。図１０は、変形例において、ＭＦＰ１のＣＰＵ１５が行う動作を示したフローチャー
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トである。なお、図１０に示すフローチャートの前段部分に相当するステップＳ１～ステ
ップＳ１０は、図５に示した通りである。
【００７５】
　ステップＳ１１及びステップＳ１２において、ＣＰＵ１５が行う動作は、図６のステッ
プＳ１１及びステップＳ１２と同じであるので説明を省略する。
【００７６】
　携帯電話４からのアクセスを受付けた通信制御部１９は、アクセスしてきた携帯電話４
が実行しようとしている操作内容を参照する。そして、通信制御部１９は、該操作内容が
課金対象の処理であるか否かを判定する（ステップＳ５１）。ここで、課金対象の処理と
は、例えば、携帯印刷のようにユーザに対して対価を要求する処理を指す。一方、課金対
象ではない処理とは、例えば、ＭＦＰ１の用紙やトナーの残量を確認するためのステータ
ス情報送信要求に対する応答処理を指す。操作内容が課金対象の処理である場合には、本
処理はステップＳ１３に進む。なお、ステップＳ１３～ステップＳ２２において行われる
処理は、図６のステップＳ１３～ステップＳ２２において行われる処理と同じであるので
、説明を省略する。一方、操作内容が課金対象ではない場合には、本処理はステップＳ５
２に進む。
【００７７】
　操作内容が課金対象ではない場合には、通信制御部１９は、携帯電話４に対して通信許
可を送信する（ステップＳ５２）。応じて、携帯電話４の無線通信部４３は、該通信許可
を受信する。ＣＰＵ４１は、操作内容をＭＦＰ１に実行させる操作指示を送信する。通信
制御部１９は、無線通信部２２を介して、操作指示を受信する。
【００７８】
　操作指示を受信した通信制御部１９は、該操作指示をジョブ制御部１８に出力する。ジ
ョブ制御部１８は、取得した操作指示をＭＦＰ１の実行部２５に実行させる（ステップＳ
５３）。この後、本処理はステップＳ２１に進む。なお、ステップＳ２１及びステップＳ
２２において行われる処理は、図６のステップＳ２１及びステップＳ２２において行われ
る処理と同じであるので説明を省略する。
【００７９】
（第２の実施形態）
　以下に、本発明の第２の実施形態に係る画像形成システムについて説明する。図１１は
、画像形成システムを構成する第１のＭＦＰ１０１、第２のＭＦＰ１０１'及び携帯電話
４－１，４－２，４－３の関係を示したブロック図である。
【００８０】
　この画像形成システムでは、第１のＭＦＰ１０１において携帯印刷の予約を行い、第２
のＭＦＰ１０１'において携帯印刷を行うシステムである。具体的には、第１のＭＦＰ１
０１が各固有情報に対して識別情報を発行すると共に、携帯電話４－１のユーザに対して
識別情報を入力するように促す。そして、第１のＭＦＰ１０１は、入力された識別情報に
基づいて、料金を投入したユーザの携帯電話４－１を特定し、携帯電話４－１の固有情報
を第２のＭＦＰ１０１'に転送する。第２のＭＦＰ１０１'は、転送されてきた固有情報と
、アクセスしてきた携帯電話４の固有情報とが一致するか否かを判定し、固有情報同士が
一致する場合には、携帯印刷処理を実行する。以下に、詳しく説明する。
【００８１】
　図１１に示す第１のＭＦＰ１０１と第２のＭＦＰ１０１'とは、ＬＡＮ、インターネッ
ト等のネットワークを介して通信可能に接続されている。なお、第１のＭＦＰ１０１には
、第２のＭＦＰ１０１'の他にも複数のＭＦＰ（図示せず）がネットワークを介して通信
可能に接続されている。第１のＭＦＰ１０１は、スキャナ部１１、印刷部１２、タッチパ
ネル１３、入力部１４、ＣＰＵ１５、記憶部２１、無線通信部２２、実行部２５及びネッ
トワーク通信部１０５を備える。第２のＭＦＰ１０１'は、スキャナ部１１'、印刷部１２
'、タッチパネル１３'、入力部１４'、ＣＰＵ１５'、記憶部２１'、無線通信部２２'、実
行部２５'及びネットワーク通信部１０５'を備える。第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦ
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Ｐ１０１'はそれぞれ、ネットワーク通信部１０５及びネットワーク通信部１０５'を更に
備えている点以外は、ＭＦＰ１と同じ構成を有する。但し、第１のＭＦＰ１０１及び第２
のＭＦＰ１０１'の各部の役割は、第１の実施形態に示したＭＦＰ１の役割と一部異なる
ので、以下に相違点を中心に説明を行う。
【００８２】
　まず、第１のＭＦＰ１０１の構成について説明する。無線通信部２２は、携帯電話４（
４－１，４－２，４－３）とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による近距離無線通信を行
うためのインターフェースであり、内部に電波を送受信するためのアンテナを内蔵する。
ＣＰＵ１５は、第１のＭＦＰ１０１を制御する制御部の役割を果たし、識別情報管理部１
６、ジョブ制御部１８、通信制御部１９及び課金処理部２０を含む。
【００８３】
　通信制御部１９は、無線通信部２２を制御する役割を果たす。具体的には、通信制御部
１９は、無線通信部２２と協働して、第１のＭＦＰ１０１の周囲に存在する携帯電話４（
４－１，４－２，４－３）から、該携帯電話４（４－１，４－２，４－３）のそれぞれに
設定されている固有情報を取得する取得手段としての役割を果たす。
【００８４】
　識別情報管理部１６は、通信制御部１９が取得した固有情報毎に前記識別情報を発行す
る発行手段としての役割を果たす。
【００８５】
　通信制御部１９は、更に、無線通信部２２と協働して、識別情報を、該識別情報に対応
する固有情報が設定された携帯電話４（４－１，４－２，４－３）に対して送信する送信
手段としての役割を果たす。
【００８６】
　タッチパネル１３は、情報を表示すると共に、ユーザが画面に触れることにより情報を
入力するためのインターフェースである。本実施形態では、タッチパネル１３は、複数の
ＭＦＰの中から携帯印刷をさせるＭＦＰを、携帯電話４のユーザに選択させる選択手段と
しての役割を果たす。入力部１４は、ユーザが情報を入力するためのインターフェースで
あり、ユーザからの識別情報の入力を受付ける受付け手段としての役割を果たす。
【００８７】
　記憶部２１は、第１のＭＦＰ１０１が通信可能なＭＦＰと、そのＩＰアドレスとが記録
された表２に示すＭＦＰテーブルを記憶する記憶手段としての役割を果たす。
【００８８】
【表２】

【００８９】
　ネットワーク通信部１０５は、第１のＭＦＰ１０１をネットワークに接続するためのイ
ンターフェースである。具体的には、ネットワーク通信部１０５は、入力部１４により入
力された識別情報に対応する固有情報を第２のＭＦＰ１０１'に転送する転送手段として
の役割を果たす。
【００９０】
　次に、第２のＭＦＰ１０１'の構成について説明する。ネットワーク通信部１０５'は、
第２のＭＦＰ１０１' をネットワークに接続するためのインターフェースである。具体的
には、ネットワーク通信部１０５'は、第１のＭＦＰ１０１から転送されてきた固有情報
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を受信する転送情報受信手段としての役割を果たす。
【００９１】
　タッチパネル１３'は、情報を表示すると共に、ユーザが画面に触れることにより情報
を入力するためのインターフェースである。
【００９２】
　通信制御部１９'は、無線通信部２２’と協働して、携帯電話４からのアクセスを受け
て携帯電話４の固有情報を受信する受信手段としての役割を果たす。
【００９３】
　識別情報管理部１６'は、通信制御部１９'が受信した固有情報と、ネットワーク通信部
１０５'が受信した固有情報とが一致するか否かを判定する判定手段としての役割を果た
す。
【００９４】
　通信制御部１９'は、固有情報同士が一致すると識別情報管理部１６'が判定した携帯電
話４のみ、無線通信部２２'を介しての通信を許可する許可手段としての役割を果たす。
ジョブ制御部１８'は、携帯電話４からの携帯印刷指示を受けて、印刷部１２'に画像の印
刷を指示する役割を果たす。
【００９５】
　課金処理部２０'は、コインベンダー３'と協働して、画像の印刷が完了すると、コイン
ベンダー３'の残高から画像の印刷の対価に相当する料金を引き落とす課金処理手段の役
割を果たす。
【００９６】
　記憶部２１'は、例えば、ハードディスク等からなる書き換え可能な記憶媒体であり、
表１の管理テーブルを記憶する。
【００９７】
　実行部２５'は、ジョブ制御部１８'からの指示に従って、所定の処理を実行する。所定
の処理とは例えば、トナー残量や用紙残量の確認等である。
【００９８】
（第１のＭＦＰ及び第２のＭＦＰの動作について）
　以下に、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'の動作について図１２、図１３
及び図１４を参照しながら説明する。図１２は、第１のＭＦＰ１０１のＣＰＵ１５が行う
動作を示したフローチャートである。図１３及び図１４は、第２のＭＦＰ１０１'のＣＰ
Ｕ１５'が行う動作を示したフローチャートである。なお、該フローチャートでの各処理
は、ＣＰＵ１５，１５'においてソフトウエアを実行することによって実現してもよいし
、それら各処理を行う専用のハードウエア回路を用いて実現してもよい。
【００９９】
　まず、図１２を用いて、第１のＭＦＰ１０１が行う動作について説明する。ステップＳ
１において、第１のＭＦＰ１０１が行う動作は、第１の実施形態での図５のステップＳ１
においてＭＦＰ１が行う動作と同じであるので、説明を省略する。
【０１００】
　前記ステップＳ１において携帯印刷指示があった場合、ジョブ制御部１８は、記憶部２
１に記憶されている表２に示すＭＦＰテーブルに基づいて、通信可能なＭＦＰの一覧をＭ
ＦＰ選択画面としてタッチパネル１３に表示させる（ステップＳ１０２）。図１５は、該
ＭＦＰ選択画面の一例を示した図である。図１５に示すＭＦＰ選択画面は、第２のＭＦＰ
１０１'の他、第３のＭＦＰ及び第４のＭＦＰについても第１のＭＦＰ１０１が通信可能
であることを示している。
【０１０１】
　ＭＦＰ選択画面が表示されると、ジョブ制御部１８は、ユーザによりＭＦＰが選択され
たか否かの判定を繰り返しながら待機している（ステップＳ１０３）。ユーザは、ＭＦＰ
選択画面に表示されたＭＦＰの中から携帯印刷を行いたいＭＦＰを選択する。これにより
、ジョブ選択部１８は、携帯印刷を行うべきＭＦＰを認識することができる。本実施形態
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では、その一例として、第２のＭＦＰ１０１'が選択されたものとする。この後、本処理
は、ステップＳ５に進む。なお、ステップＳ５～ステップＳ１０において第１のＭＦＰ１
０１が行う処理は、図５のステップＳ５～ステップＳ１０においてＭＦＰ１が行う処理と
同様であるので、説明を省略する。
【０１０２】
　ステップＳ１０において識別情報が入力された場合、識別情報管理部１６は、該識別情
報に対応する固有情報を、表１に示す管理テーブルを参照して特定する。そして、識別情
報管理部１６は、表２に示すＭＦＰテーブルを参照して、第２のＭＦＰ１０１'のＩＰア
ドレスを特定し、特定した固有情報をネットワーク通信部１０５に第２のＭＦＰ１０１'
へ転送させる（ステップＳ１１１）。そして、識別情報管理部１６は、選択された第２の
ＭＦＰ１０１'において携帯印刷の予約が完了したことをタッチパネル１３に表示させる
（ステップＳ１１２）。この後、携帯電話４－１のユーザは、第２のＭＦＰ１０１'の近
くへと移動する。
【０１０３】
　次に、図１３及び図１４を用いて、第２のＭＦＰ１０１'が行う動作について説明する
。識別情報管理部１６'は、ネットワーク通信部１０５'を介して、第１のＭＦＰ１０１か
ら転送されてきた固有情報を受信する（ステップＳ２００）。この後、本処理は、ステッ
プＳ１に進む。なお、ステップＳ１～ステップＳ４において第２のＭＦＰ１０１'が行う
動作は、図５のステップＳ１～ステップＳ４においてＭＦＰ１が行う動作と同様であるの
で、説明を省略する。
【０１０４】
　ステップＳ４において、料金が投入されると、識別情報管理部１６'は、第２のＭＦＰ
１０１'から送信されてきた固有情報が設定された携帯電話４－１との通信を許可する（
ステップＳ２１１）。この後、本処理はステップＳ１２に進む。ステップＳ１２～ステッ
プＳ２２において第２のＭＦＰ１０１'が行う動作は、図６のステップＳ１２～ステップ
Ｓ２２においてＭＦＰ１が行う動作と同様であるので説明を省略する。以上で、第１のＭ
ＦＰ１０１と第２のＭＦＰ１０１'とが行う動作についての説明を終了する。
【０１０５】
　以上のように、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'からなる画像形成システ
ムによれば、第１のＭＦＰ１０１において携帯印刷の予約を行って、第２のＭＦＰ１０１
'において該予約に基づいて画像の印刷を行うことができるようになる。
【０１０６】
　更に、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'によれば、携帯電話４－１に設定
された固有情報のみが第１のＭＦＰ１０１から第２のＭＦＰ１０１'に転送される。その
ため、携帯電話４－２や携帯電話４－３に設定された固有情報は、第１のＭＦＰ１０１か
ら第２のＭＦＰ１０１'へ転送されない。すなわち、必要最小限の情報のみがネットワー
クを経由することになるので、固有情報が情報漏えいする可能性を低く抑えることができ
る。
【０１０７】
　更に、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'によれば、ＭＦＰ１と同様に、簡
単な操作及び情報管理により、料金を投入したユーザ以外のユーザが、投入された料金を
用いて携帯印刷を行うことを防止することができる。
【０１０８】
　なお、第２の実施形態では、第１のＭＦＰ１０１において携帯印刷の予約を行って、第
２のＭＦＰ１０１'において画像の印刷を行うものとしているが、第２のＭＦＰ１０１'に
おいて携帯印刷の予約を行って、第１のＭＦＰ１０１において画像の印刷を行うようにし
てもよい。
【０１０９】
　なお、第２の実施形態において、第１のＭＦＰ１０１と第２のＭＦＰ１０１'とは必ず
しも通信可能に接続されていなくてもよい。但し、この場合には、第１のＭＦＰ１０１と
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第２のＭＦＰ１０１'とに共通の暗号が設定されている必要がある。以下に説明する。
【０１１０】
　識別情報管理部１６は、図１２のステップＳ１０において入力された識別情報に対応す
る固有情報を有する携帯電話４－１に対して前記暗号を通信制御部１９及び無線通信部２
２に送信させる暗号発行手段としての役割を果たす。暗号を受信した携帯電話４－１のユ
ーザは、第２のＭＦＰ１０１'の近くに移動する。
【０１１１】
　携帯電話４－１は、図１４のステップＳ１４と同様に、第２のＭＦＰ１０１'にアクセ
スする。この際、携帯電話４－１は、固有情報と暗号とを第２のＭＦＰ１０１'に送信す
る。識別情報管理部１６'は、ステップＳ１４において固有情報が一致するか否かの判定
を行う代わりに、前記暗号の解読を行う。そして、識別情報管理部１６'が暗号を解読で
きた場合にのみ、通信制御部１９'は、アクセスしてきた携帯電話４－１の通信を許可す
る。
【０１１２】
　以上のような画像形成システムによれば、第１のＭＦＰ１０１と第２のＭＦＰ１０１'
とが通信可能に接続されていなくても、第１のＭＦＰ１０１において携帯印刷の予約を行
うことができるようになる。
【０１１３】
（第３の実施形態）
　以下に、本発明の第３の実施形態に係る画像形成システムについて説明する。本実施形
態に係る画像形成システムの全体構成は、第２の実施形態に係る画像形成システムの全体
構成と同じである。そこで、第２の実施形態に係る画像形成システムの全体構成の説明に
は図１１を援用する。図１１は、該画像形成システムを構成する第１のＭＦＰ１０１、第
２のＭＦＰ１０１'及び携帯電話４－１，４－２，４－３の関係を示したブロック図であ
る。
【０１１４】
　前記画像形成システムでは、第２の実施形態と同様に、第１のＭＦＰ１０１において携
帯印刷の予約を行い、第２のＭＦＰ１０１'において携帯印刷を行うシステムである。第
２の実施形態と第３の実施形態との相違点は、次の通りである。まず、第２の実施形態で
は、第１のＭＦＰ１０１が、識別情報を発行すると共に、携帯電話４－１の固有情報を第
２のＭＦＰ１０１'に転送している。一方、第３の実施形態では、第１のＭＦＰ１０１は
、周囲に存在する携帯電話４（４－１，４－２，４－３）の固有情報を取得し、取得した
全ての固有情報を第２のＭＦＰ１０１'に転送する。そして、第２のＭＦＰ１０１'は、転
送されてきた各固有情報に識別情報を発行すると共に、該識別情報を携帯電話４（４－１
，４－２，４－３）に送信する。更に、第２のＭＦＰ１０１'は、携帯電話４－１のユー
ザに対して識別情報を入力するように促す。そして、第２のＭＦＰ１０１' は、入力され
た識別情報に基づいて、特定した携帯電話４－１からの携帯印刷指示のみを受信する。以
下に、詳しく説明する。
【０１１５】
　第３の本実施形態での第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'の構成は、第２の
実施形態と同様に、図１１に示される。但し、第３の実施形態における第１のＭＦＰ１０
１及び第２のＭＦＰ１０１'の各部の役割と、第２の実施形態における、第１のＭＦＰ１
０１及び第２のＭＦＰ１０１'の各部の役割とは一部異なるので、以下に相違点を中心に
説明を行う。
【０１１６】
　まず、第１のＭＦＰ１０１の構成について説明する。無線通信部２２は、携帯電話４（
４－１，４－２，４－３）とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による近距離無線通信を行
うためのインターフェースであり、内部に電波を送受信するためのアンテナを内蔵する。
ＣＰＵ１５は、第１のＭＦＰ１０１を制御する制御部の役割を果たし、識別情報管理部１
６、ジョブ制御部１８、通信制御部１９及び課金処理部２０を含む。
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【０１１７】
　通信制御部１９は、無線通信部２２を制御する役割を果たす。具体的には、通信制御部
１９は、無線通信部２２と協働して、第１のＭＦＰ１０１の周囲に存在する携帯電話４（
４－１，４－２，４－３）から、該携帯電話４（４－１，４－２，４－３）のそれぞれに
設定されている固有情報を取得する取得手段としての役割を果たす。
【０１１８】
　タッチパネル１３は、情報を表示すると共に、ユーザが画面に触れることにより情報を
入力するためのインターフェースである。本実施形態では、タッチパネル１３は、複数の
ＭＦＰの中から携帯印刷をさせるＭＦＰを、携帯電話４のユーザに選択させる選択手段と
しての役割を果たす。
【０１１９】
　記憶部２１は、第１のＭＦＰ１０１が通信可能なＭＦＰと、そのＩＰアドレスとが記録
された表２に示すＭＦＰテーブルを記憶する記憶手段としての役割を果たす。
【０１２０】
　ネットワーク通信部１０５は、第１のＭＦＰ１０１をネットワークに接続するためのイ
ンターフェースである。具体的には、ネットワーク通信部１０５は、通信制御部１９が取
得した固有情報を第２のＭＦＰ１０１'に転送する転送手段としての役割を果たす。
【０１２１】
　次に、第２のＭＦＰ１０１'の構成について説明する。無線通信部２２'は、携帯電話４
（４－１，４－２，４－３）とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による近距離無線通信を
行うためのインターフェースであり、内部に電波を送受信するためのアンテナを内蔵する
。ＣＰＵ１５'は、第２のＭＦＰ１０１'を制御する制御部の役割を果たし、識別情報管理
部１６'、ジョブ制御部１８'、通信制御部１９'及び課金処理部２０'を含む。
【０１２２】
　ネットワーク通信部１０５'は、第２のＭＦＰ１０１'をネットワークに接続するための
インターフェースである。具体的には、ネットワーク通信部１０５'は、第１のＭＦＰ１
０１から転送されてきた固有情報を受信する転送情報受信手段としての役割を果たす。
【０１２３】
　識別情報管理部１６'は、ネットワーク通信部１０５'が取得した固有情報毎に識別情報
を発行する発行手段としての役割を果たす。
【０１２４】
　通信制御部１９'は、無線通信部２２'と協働して、識別情報を、該識別情報に対応する
固有情報が設定された携帯電話４（４－１，４－２，４－３）に対して送信する送信手段
としての役割を果たす。
【０１２５】
　タッチパネル１３'は、情報を表示すると共に、ユーザが画面に触れることにより情報
を入力するためのインターフェースである。入力部１４'は、ユーザが情報を入力するた
めのインターフェースであり、ユーザからの識別情報の入力を受付ける受付け手段として
の役割を果たす。
【０１２６】
　通信制御部１９'は、無線通信部２２’と協働して、携帯電話４からのアクセスを受け
て携帯電話４の固有情報を受信する受信手段としての役割を果たす。
【０１２７】
　識別情報管理部１６'は、通信制御部１９'が受信した固有情報と、入力部１４'から入
力された識別情報に対応する固有情報とが一致するか否かを判定する判定手段としての役
割を果たす。
【０１２８】
　通信制御部１９'は、固有情報同士が一致すると識別情報管理部１６'が判定した携帯電
話４のみ、無線通信部２２'を介しての通信を許可する許可手段としての役割を果たす。
ジョブ制御部１８'は、携帯電話４からの携帯印刷指示を受けて、印刷部１２'に画像の印
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刷を指示する役割を果たす。
【０１２９】
　課金処理部２０'は、コインベンダー３'と協働して、画像の印刷が完了すると、コイン
ベンダー３'の残高から画像の印刷の対価に相当する料金を引き落とす課金処理手段の役
割を果たす。
【０１３０】
　記憶部２１'は、例えば、ハードディスク等からなる書き換え可能な記憶媒体であり、
表１の管理テーブルを記憶する。
【０１３１】
　実行部２５'は、ジョブ制御部１８'からの指示に従って、所定の処理を実行する。所定
の処理とは例えば、トナー残量や用紙残量の確認等である。
【０１３２】
（第１のＭＦＰ及び第２のＭＦＰの動作について）
　以下に、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'の動作について図１６、図１７
及び図６を参照しながら説明する。図１６は、第１のＭＦＰ１０１のＣＰＵ１５が行う動
作を示したフローチャートである。図１７及び図６は、第２のＭＦＰ１０１'のＣＰＵ１
５'が行う動作を示したフローチャートである。なお、第２のＭＦＰ１０１'のＣＰＵ１５
'がステップＳ１１～ステップＳ２２において行う動作は、第１の実施形態に係るＭＦＰ
１がステップＳ１１～ステップＳ２２において行う動作と同じである。そこで、かかる動
作の説明には、図６を援用する。なお、該フローチャートでの各処理は、ＣＰＵ１５，１
５'においてソフトウエアを実行することによって実現してもよいし、それら各処理を行
う専用のハードウエア回路を用いて実現してもよい。
【０１３３】
　まず、図１６を用いて、第１のＭＦＰ１０１が行う動作について説明する。ステップＳ
１、ステップＳ１０２、ステップＳ１０３、ステップＳ５及びステップＳ６において、第
１のＭＦＰ１０１が行う動作は、第２の実施形態での図１２のステップＳ１、ステップＳ
１０２、ステップＳ１０３、ステップＳ５及びステップＳ６において第１のＭＦＰ１０１
が行う動作と同じであるので、説明を省略する。
【０１３４】
　前記ステップＳ６において携帯電話４－１，４－２，４－３に設定された固有情報を取
得した識別情報管理部１６は、ステップＳ１０３において選択された第２のＭＦＰ１０１
'に、該３つの固有情報を全て転送する（ステップＳ３０７）。より詳細には、識別情報
管理部１６は、表２に示すＭＦＰテーブルを参照して、第２のＭＦＰ１０１'のＩＰアド
レスを特定し、第２のＭＦＰ１０１'に対して固有情報をネットワーク通信部１０５に転
送させる。この後、識別情報管理部１６は、選択された第２のＭＦＰ１０１'において携
帯印刷の予約が完了したことをタッチパネル１３に表示させる（ステップＳ３０８）。こ
の後、携帯電話４－１のユーザは、第２のＭＦＰ１０１'へと移動する。
【０１３５】
　次に、図１７及び図６を用いて、第２のＭＦＰ１０１'が行う動作について説明する。
識別情報管理部１６'は、ネットワーク通信部１０５'を介して、第１のＭＦＰ１０１から
送信されてきた固有情報を受信する（ステップＳ１３）。この後、本処理は、ステップＳ
１に進む。なお、ステップＳ１～ステップＳ４において第２のＭＦＰ１０１'が行う動作
は、図５のステップＳ１～ステップＳ４においてＭＦＰ１が行う動作と同じであるので、
説明を省略する。
【０１３６】
　ステップＳ４において、携帯電話４－１のユーザが料金を投入した場合、識別情報管理
部１６は、第１のＭＦＰ１０１から転送されてきた３つの固有情報に、それぞれ異なる識
別情報を発行する（ステップＳ４０７）。この後、本処理はステップＳ８に進む。なお、
ステップＳ８～ステップＳ２２において第２のＭＦＰ１０１'が行う動作は、図５及び図
６のステップＳ８～ステップＳ２２においてＭＦＰ１が行う動作と同じであるので、説明
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を省略する。以上で、第１のＭＦＰ１０１と第２のＭＦＰ１０１'とが行う動作について
の説明を終了する。
【０１３７】
　以上のように、第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'によれば、第１のＭＦＰ
１０１において携帯印刷の予約を行って、第２のＭＦＰ１０１'において該予約に基づい
て画像の印刷を行うことができるようになる。
【０１３８】
　更に、第３の実施形態に係る第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'によれば、
第２の実施形態に係る第１のＭＦＰ１０１及び第２のＭＦＰ１０１'と同様に、簡単な操
作及び情報管理により、料金を投入したユーザ以外のユーザが、投入された料金を用いて
携帯印刷を行うことを防止することができる。
【０１３９】
（その他の実施形態）
　なお、第３の実施形態では、第１のＭＦＰ１０１において携帯印刷の予約を行って、第
２のＭＦＰ１０１'において画像の印刷を行うものとしているが、第２のＭＦＰ１０１'に
おいて携帯印刷の予約を行って、第１のＭＦＰ１０１において画像の印刷を行うようにし
てもよい。
【０１４０】
　なお、第１の実施形態～第３の実施形態では、携帯電話４－１は、携帯印刷指示として
画像データを送信しているが、該携帯印刷指示には必ずしも画像データが含まれていなく
てもよい。例えば、携帯印刷指示には、ＭＦＰに印刷させたい画像データを記憶している
サーバのＩＰアドレスなどが含まれていてもよい。この場合、ＭＦＰが、該ＩＰアドレス
にアクセスして、画像データをダウンロードすることになる。
【０１４１】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態では、ＭＦＰは、画像を印刷するものとしてい
るが、印刷対象は画像に限らない。印刷対象は、例えば、テキストや写真などであっても
よい。
【０１４２】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態では、ユーザが、ＭＦＰ１、第１のＭＦＰ１０
１又は第２のＭＦＰ１０１'の入力部１４，１４'を用いて識別情報を入力しているが、該
識別情報の入力方法はこれに限らない。例えば、携帯電話４－１が無線通信により識別情
報を送信するようにしてもよい。
【０１４３】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態では、図６又は図１０のステップＳ１２，Ｓ１
３，Ｓ１４、Ｓ１６，Ｓ１７では、ＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ１０１'が、携帯電話４－
１のアクセスを受付けて、該携帯電話４－１の固有情報を取得し、固有情報が一致するか
否かの判定を行う。そして、固有情報が一致する場合には、ＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ１
０１'が携帯電話４－１に対して通信許可を送信し、該通信許可に応じて携帯電話４－１
が携帯印刷指示を送信している。
【０１４４】
　しかしながら、これらの処理は、これに限らない。例えば、ステップＳ１２の直前にお
いて、携帯電話４－１は、アクセスと同時に画像データも送信してもよい。この場合、Ｍ
ＦＰ１は、固有情報が一致するか否かの判定を行って、固有情報が一致する場合には、画
像データを受信する。一方、固有情報が一致しない場合には、ＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ
１０１'は、画像データを破棄する。このような処理によれば、ＭＦＰ１又は第２のＭＦ
Ｐ１０１'は、ステップＳ１６の通信許可を送信する処理を省略することができる。
【０１４５】
　なお、携帯電話４－１のユーザは、ＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ１０１'が、図５のステ
ップＳ５、図１４のステップＳ２１１又は図１７のステップＳ４０７の直前に、コインベ
ンダー３に料金を投入しているが、コインベンダー３への料金を支払うタイミングはこれ
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に限らない。携帯電話４－１のユーザは、図６又は図１０のステップＳ１８においてＭＦ
Ｐ１が画像の印刷を開始するまでに、コインベンダー３への料金を支払ってもよい。
【０１４６】
　なお、第１の実施形態～第３の実施形態において、特定のキャリアや特定の製造メーカ
の携帯電話４のみが携帯印刷を行うことができるようにしてもよい。この場合、ＭＦＰ１
、第１のＭＦＰ１０１又は第２のＭＦＰ１０１'は、表１に示す管理テーブルに記録され
ているキャリア情報に基づいて、携帯電話４が携帯印刷を行うことの許可を行う。
【０１４７】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態では、携帯電話４が送信した画像データに基づ
いてＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ１０１'に画像を印刷させるものとしているが、ＭＦＰ１
又は第２のＭＦＰ１０１'が行う処理はこれに限らない。例えば、ＭＦＰ１又は第２のＭ
ＦＰ１０１'は、スキャナ部１１，１１'において読み取った画像と、携帯電話４が送信し
た画像データの画像との合成等の処理を行ってもよい。
【０１４８】
　また、ＭＦＰ１又は第２のＭＦＰ１０１'がユーザから対価を徴収する処理は、以下の
ような処理であってもよい。まず、携帯電話４が送信した画像データをＭＦＰで任意のフ
ォーマットに変換する。次に、携帯電話４が送信した画像データを、ＭＦＰがファクシミ
リ送信する。次に、携帯電話４が送信した画像データにＭＦＰ又はＭＦＰを通じて更に外
部機器でＯＣＲ処理を行わせる。最後に、携帯電話４が送信した画像データを、ＭＦＰを
通じて外部機器に送信し、外部機器にて解析して、翻訳や清書などを行わせる。
【０１４９】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、携帯電話４－１とＭＦＰ１、第１の
ＭＦＰ１０１又は第２のＭＦＰ１０１'との通信中において、携帯電話４－２，４－３が
、ＭＦＰ１、第１のＭＦＰ１０１又は第２のＭＦＰ１０１'からこれらの機器の状況（ト
ナー残量や用紙残量）を無線通信により取得できるようにしてもよい。
【０１５０】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、料金はコインベンダーに硬貨を投入
されて徴収されるものとしていたが、料金の徴収方法はこれに限らない。例えば、硬貨の
代わりに、紙幣、プリペイドカード、ＩＣカード、キャッシュカード等が用いられて、料
金の徴収が行われてもよい。
【０１５１】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、近距離無線通信としてＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）が適用されているが、該近距離無線通信はこれに限らない。例えば、
赤外線による通信や、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）、その他の近距離無線
通信によって通信が行われてもよい。
【０１５２】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、通信端末は携帯電話であるとしたが
、該通信端末はこれに限らない。該通信端末は、例えば、通信機能を有するＰＤＡ、ノー
トパソコン等の通信端末であってもよい。
【０１５３】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、携帯電話４は３台であるとしたが、
該携帯電話４の台数はこれに限らない。
【０１５４】
　また、第１の実施形態～第３の実施形態において、画像形成装置の一例としてＭＦＰを
示したが、該画像形成装置はこれに限らない。該画像形成装置は、例えば、通信端末と無
線通信可能な画像形成装置であれば、プリンタやファクシミリ等の他の画像形成装置であ
ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】ＭＦＰ及びコインベンダーの外観斜視図である。
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【図２】ＭＦＰと、コインベンダーと、携帯電話との関係を示したブロック図である。
【図３】携帯電話の構成を示したブロック図である。
【図４】携帯電話の外観図である。
【図５】ＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチャートである。
【図６】ＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチャートである。
【図７】タッチパネルに表示される選択画面の一例を示した図である。
【図８】タッチパネルに表示される入力画面の一例を示した図である。
【図９】携帯印刷指示のデータ構成を示した図である。
【図１０】第１の実施形態の変形例に係るＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチャ
ートである。
【図１１】第１のＭＦＰ、第２のＭＦＰ及び携帯電話の関係を示したブロック図である。
【図１２】第２の実施形態において、第１のＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフロー　
チャートである。
【図１３】第２の実施形態において、第２のＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフロー　
チャートである。
【図１４】第２の実施形態において、第２のＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチ
ャートである。
【図１５】タッチパネルに表示されるＭＦＰ選択画面の一例を示した図である。
【図１６】第３の実施形態において、第１のＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチ
ャートである。
【図１７】第３の実施形態において、第２のＭＦＰのＣＰＵが行う動作を示したフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【０１５６】
　１　ＭＦＰ
　３，３'  コインベンダー
　４，４－１，４－２，４－３　携帯電話
　１１，１１'  スキャナ部
　１３，１３'  タッチパネル
　１４，１４'  入力部
　１５，１５'  ＣＰＵ
　１６，１６'  識別情報管理部
　１８，１８'  ジョブ制御部
　１９，１９'  通信制御部
　２０，２０'  課金処理部
　２１，２１'  記憶部
　２２，２２'  無線通信部
　２５，２５'  実行部
　３２　表示部
　６０　固有情報
　６１　画像データ
　１０１　第１のＭＦＰ
　１０１'  第２のＭＦＰ
　１０５　ネットワーク通信部
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