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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線通信手段を有する携行可能な電子機器と、該電子機器との通信を行う情報処
理装置とを備える通信システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　前記携行可能な電子機器と通信を行う第１通信手段と、
　該第１通信手段のアドレスを、前記携行可能な電子機器に送信する第２通信手段とを備
えており、
　前記携行可能な電子機器は、
　前記第２通信手段から前記アドレスを受信する第３通信手段と、
　該第３通信手段によって受信したアドレスを用いて前記第１通信手段との通信を行う第
４通信手段とを備えていることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記第２通信手段及び第３通信手段の間はＲＦＩＤシステムを用いた通信を行うように
構成され、
　前記第１通信手段及び第４通信手段の間の通信に比べて近距離無線通信を行うように構
成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記アドレスは、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶領域中の、フリーエリアに記憶される
ように構成されていることを特徴とする請求項２に記載の通信システム。



(2) JP 4981826 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　前記第１通信手段が前記電子機器の有するコンテンツデータを取得し、
　表示部と、
　前記第１通信手段が取得したコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示する表示
制御手段と
　を備えていることを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の通信システム。
【請求項５】
　前記電子機器は、
　表示部を備えており、
　任意のコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示して前記第２通信手段から所定
距離以内に接近した場合、前記第４通信手段が前記任意のコンテンツデータを前記第１通
信手段に送信するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載の通信システム
。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、
　通信における、異常発生又は正常終了の旨を、前記電子機器に通知する通知手段を備え
ていることを特徴とする請求項１から５の何れかに記載の通信システム。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、前記通信によって取得したデータに基づいて画像を形成する画像
形成装置であることを特徴とする請求項１から６の何れかに記載の通信システム。
【請求項８】
　外部装置から画像データを受信する受信手段を備え、受信した画像データに基づく画像
を形成する画像形成装置において、
　前記受信手段のアドレスを、前記外部装置に送信する送信手段を備え、
　前記外部装置が前記アドレスを用いて送信する画像データを、前記受信手段が受信する
ように構成されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　前記受信手段は前記外部装置の有するコンテンツデータを取得し、
　表示部と、
　前記受信手段が取得したコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示する表示制御
手段と
　を備えていることを特徴とする請求項８に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　画像の形成における、異常発生又は正常終了の旨を、前記外部装置に通知する通知手段
を備えていることを特徴とする請求項８に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　２つの無線通信手段を有する外部装置と通信を行う携帯情報端末装置において、
　前記外部装置の２つの無線通信手段の中、一方の無線通信手段と通信を行う第１通信部
と、
　前記外部装置の他方の無線通信手段を介して、前記一方の無線通信手段のアドレスを受
信する第２通信部とを備え、
　前記第１通信部は、前記第２通信部が受信したアドレスを用いて前記一方の無線通信手
段との通信を行うように構成されていることを特徴とする携帯情報端末装置。
【請求項１２】
　前記第２通信部及び前記他方の無線通信手段の間はＲＦＩＤシステムを用いた通信を行
い、
　前記アドレスは、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶領域中の、フリーエリアに記憶される
ように構成されていることを特徴とする請求項１１に記載の携帯情報端末装置。
【請求項１３】
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　記憶しているコンテンツデータに基づく画像を表示する表示部を備えており、
　任意のコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示して前記他方の無線通信手段か
ら所定距離以内に接近した場合、前記第１通信部が前記任意のコンテンツデータを前記一
方の無線通信手段に送信するように構成されていることを特徴とする請求項１１に記載の
携帯情報端末装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線通信機器を備える通信システムと、外部装置から画像データを受
信して画像を形成する画像形成装置、及び２つの無線通信手段を有する外部装置と通信を
行う携帯情報端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、カメラ機能が搭載された携帯電話機が普及されており、何時でも、何処でも、お
手軽にデジタル写真の撮影ができる。また、携帯電話機に装着されたメモリーが大容量化
しており、デジタル写真、ビジネス文書等のデータを保存する、パーソナルな記憶デバイ
スとしての利用例も増えている。また、携帯電話機の小型化、薄型化等に伴い、携帯電話
機のメモリーも指先程度、又は指先より小さな大きさを有するいわゆるカード型が採用さ
れている。
【０００３】
　特許文献１では、ユーザが自分の非接触ＩＤカード（又は該非接触ＩＤカードを内蔵し
た無線通信機器）を画像処理装置のカードリーダライタ部に近づけた場合、前記非接触Ｉ
ＤカードのＩＣチップが、前記カードリーダライタ部から常に出されている、前記画像処
理装置のＩＤを示す端末ＩＤを含んだ微弱な電波を受信して、前記端末ＩＤを取得し、該
端末ＩＤを用いて非接触ＩＤカードのユーザＩＤを画像処理装置へ送信する無線通信方法
が開示されている。
【０００４】
　一方、特許文献２では、パーソナルコンピュータのリーダライタと電磁波により通信す
る非接触ＩＣカードが設けられている携帯電話機を、ユーザが前記パーソナルコンピュー
タに近接させることにより、前記リーダライタから輻射される電磁波が前記非接触ＩＣカ
ードにおいて受信されたとき、前記携帯電話機は、前記非接触ＩＣカードに設定されてい
るカードＩＤを前記パーソナルコンピュータに通知し、該パーソナルコンピュータは、通
知されたカードＩＤに基づいて、前記携帯電話機を識別し、通信相手として特定する通信
システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６７３７０号公報
【特許文献２】特開２００３－３２１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一方、ユーザが前記携帯電話機のメモリー内に保存したデジタル写真、ビジネス文書等
のデータを印刷する方法としては、前記携帯電話機のメモリーを画像形成装置の読み取り
装置に直接つないで印刷すべきデータ（以下、印刷データ）を前記画像形成装置に送信し
て印刷を行う方法と、前記携帯電話機と無線のデータ送受信可能な画像形成装置に無線で
印刷データを送信して印刷を行う方法等がある。
【０００７】
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　上記の前記携帯電話機のメモリーを画像形成装置の読み取り装置に直接つなぐ方法の場
合は、カード型のメモリーを前記携帯電話機から引き出し、前記画像形成装置のメモリー
カードリーダに挿入して行う必要がある。また、印刷が完了した後は、再び、カード型の
メモリーを前記携帯電話機に挿入する必要があり、非常に煩わしい作業が要求されるうえ
に、印刷の完了後に、前記画像形成装置のメモリーカードリーダからカード型のメモリー
を抜き忘れする虞もある。
【０００８】
　また、画像形成装置に無線で印刷データを送信して印刷を行う方法としては、例えば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術による無線通信を行う場合、ＲＦＩＤシステムを用
いた無線通信を行う場合、前記携帯電話機及び画像形成装置の間で赤外線通信が行われる
場合等がある。
【０００９】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術による無線通信を行う場合においては、双方の機
器間を通信可能な状態に設定（認証）を行う操作が必要である。例えば、前記携帯電話機
及び画像形成装置が、共にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応可能であって、互いにＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術による無線通信を行う場合、通称ペアリング（又はボ
ンディング）と呼ばれる設定操作によって相手を特定し、双方を通信可能な状態に設定す
る必要がある。
【００１０】
　しかしながら、前記ペアリングには複雑で面倒な操作が必要である。例えば、ユーザが
前記携帯電話機のメモリー内の画像データを、画像形成装置を用いて印刷する場合、ユー
ザは前記携帯電話機を用いて、所定半径範囲（例えば、１００ｍｍ）の無線通信可能な画
像形成装置を検索し、該検索の結果として前記携帯電話機の表示部に表示される複数の画
像形成装置のＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレスの中から、前記画像形成装置のＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈアドレスを判別することを必要とするが、前記判別は非常に難しい作業である。なお
、前記判別が正常的に行われたとしても、その後、双方を通信可能な状態に設定するため
の細かい操作が更に必要である。なお、前記画像形成装置が、コンビニエンスストアに設
置された貸し出しの画像形成装置である場合は、新規のユーザが多いので、はじめての無
線通信が多く、その都度前記ペアリングを行う必要もある。
【００１１】
　一方、前記携帯電話機及び画像形成装置の間で赤外線通信が行われる場合には、ユーザ
は、前記印刷データを無線で送信する間、印刷すべき前記携帯電話機の赤外線ポートと、
画像形成装置の赤外線ポートとを向き合わせた状態で、前記携帯電話機を所定時間固定す
る煩雑な操作も必要である。
【００１２】
　また、例えば、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）、Ｅｄｙ（登録商標）等のＲＦＩＤシステム
を用いた無線通信を行う場合、通信速度が遅いことから、前記印刷データを無線で送信す
るために、前記携帯電話を前記画像形成装置に所定時間かざしておく必要がる。
【００１３】
　これらを簡単に行う方法として特許文献１の無線通信方法及び特許文献２の通信システ
ムが知られている。すなわち、特許文献１の無線通信方法及び特許文献２の通信システム
は何れも、いわゆるＲＦＩＤシステムを用い、非接触ＩＤカード（非接触ＩＣカード）を
画像処理装置のカードリーダライタ部（パーソナルコンピュータのリーダライタ）に近づ
けた場合は、自動的に非接触ＩＤカードのユーザＩＤ（非接触ＩＣカードのカードＩＤ）
を画像処理装置（パーソナルコンピュータ）へ送信するように構成されている。しかしな
がら、特許文献１の無線通信方法及び特許文献２の通信システムはセキュリティ上の問題
を抱えている。すなわち前記ＲＦＩＤシステムは、改札口、コンビニエンスストア等での
電子決済、身分認証等の用途に、身近なところで幅広く使用されているので、特許文献１
の非接触ＩＤカード（特許文献２の非接触ＩＣカード）が別の用途のために用意されてい
るリーダライタに接近した場合、ユーザの意図に反して、前記非接触ＩＤカードのユーザ



(5) JP 4981826 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

ＩＤ（非接触ＩＣカードのカードＩＤ）が前記リーダライタに自動的に送られ、秘密情報
が流出される虞があり、ひいては流出されたユーザＩＤ（カードＩＤ）を用いた不正アク
セスの可能性もある。
【００１４】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてされたものであり、その目的とするところは、複数の無
線通信手段を有する携行可能な電子機器と、該電子機器との通信を行う情報処理装置とを
備える通信システムにおいて、前記情報処理装置は、前記携行可能な電子機器と通信を行
う第１通信手段と、該第１通信手段のアドレスを、前記携行可能な電子機器に送信する第
２通信手段とを備え、前記携行可能な電子機器は、前記アドレスを受信する第３通信手段
と、前記アドレスを用い、前記第１通信手段との通信を行う第４通信手段とを備え、前記
電子機器及び情報処理装置の間の通信の際には、前記第２通信手段を介して前記第１通信
手段のアドレスが前記第３通信手段に送信され、前記第４通信手段が前記アドレスを用い
て前記第１通信手段との通信を行うことにより、前記ペアリングのような設定（認証）の
ための面倒な操作を省くことが出来るうえ、前記電子機器にとっては、上述したような秘
密情報の流出を未然に防止可能な通信システムを提供することにある。
【００１６】
　また、本発明の他の目的は、外部装置から画像データを受信し、該画像データに基づく
画像を形成する画像形成装置が、前記外部装置から画像データを受信する受信手段と、該
受信手段のアドレスを、前記外部装置に送信する送信手段とを備え、前記画像形成装置が
前記外部装置から画像データを受信する際、前記送信手段を介して前記受信手段のアドレ
スを前記外部装置に送信し、前記外部装置は受信したアドレスを用いて前記受信手段に画
像データを送信することにより、前記ペアリングのような設定（認証）における面倒な操
作を省くことが出来る画像形成装置を提供することにある。
【００１７】
　また、本発明の他の目的は、２つの無線通信手段を有する外部装置と通信を行う携帯情
報端末装置において、前記外部装置の２つの無線通信手段の中、一方の無線通信手段と通
信を行う第１通信部と、前記外部装置の他の無線通信手段を介して、前記一方の無線通信
手段のアドレスを受信する第２通信部とを備え、前記外部装置との通信の際には、前記第
２通信部が前記外部装置の他の無線通信手段を介して、前記一方の無線通信手段のアドレ
スを受信し、該アドレスを用いて前記第１通信部が前記一方の無線通信手段との通信を行
うことにより、前記ペアリングのような設定（認証）における面倒な操作を省くことが出
来る携帯情報端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明に係る通信システムは、複数の無線通信手段を有する携行可能な電子機器と、該
電子機器との通信を行う情報処理装置とを備える通信システムにおいて、前記情報処理装
置は、前記携行可能な電子機器と通信を行う第１通信手段と、該第１通信手段のアドレス
を、前記携行可能な電子機器に送信する第２通信手段とを備えており、前記携行可能な電
子機器は、前記第２通信手段から前記アドレスを受信する第３通信手段と、該第３通信手
段によって受信したアドレスを用いて前記第１通信手段との通信を行う第４通信手段とを
備えていることを特徴とする。
【００１９】
　本発明にあっては、前記携行可能な電子機器及び情報処理装置の間に通信を行う際には
、前記情報処理装置の前記第２通信手段が前記第１通信手段から該第１通信手段のアドレ
スを取得し、該アドレスを前記電子機器の第３通信手段に送信する。該第３通信手段が前
記アドレスを受信した場合、電子機器の前記第４通信手段が前記アドレスを取得し、該ア
ドレスを用いて前記情報処理装置の第１通信手段との通信を行う。
【００２０】
　本発明に係る通信システムは、前記第２通信手段及び第３通信手段の間はＲＦＩＤシス
テムを用いた通信を行うように構成され、前記第１通信手段及び第４通信手段の間の通信
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に比べて近距離無線通信を行うように構成されていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明にあっては、例えば、前記第３通信手段及び第２通信手段は、夫々接触又は非接
触ＩＣカード及びカードリーダであって、ＲＦＩＤシステムを用いた通信を行い、前記第
１通信手段及び第４通信手段は共にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応デバイスであっ
て、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ技術による無線通信を行う。
【００２２】
　本発明に係る通信システムは、前記アドレスは、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶領域中
の、フリーエリアに記憶されるように構成されていることを特徴とする。
【００２３】
　本発明にあっては、前記電子機器の第３通信手段が、前記情報処理装置の第１通信手段
のアドレスを受信した場合、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶領域中の、フリーエリアに記
憶される。
【００２６】
　本発明に係る通信システムは、前記情報処理装置は、前記第１通信手段が前記電子機器
の有するコンテンツデータを取得し、表示部と、前記第１通信手段が取得したコンテンツ
データに係る画像を前記表示部に表示する表示制御手段とを備えていることを特徴とする
。
【００２７】
　本発明にあっては、前記情報処理装置の第１通信手段が、前記電子機器が有するコンテ
ンツデータを取得し、前記表示制御手段は前記第１通信手段が取得したコンテンツデータ
に係る画像を前記表示部に表示する。
【００２８】
　本発明に係る通信システムは、前記電子機器は、表示部を備えており、任意のコンテン
ツデータに係る画像を前記表示部に表示して前記第２通信手段から所定距離以内に接近し
た場合、前記第４通信手段が前記任意のコンテンツデータを前記第１通信手段に送信する
ように構成されていることを特徴とする。
【００２９】
　本発明にあっては、例えば前記電子機器及び前記情報処理装置が夫々携帯電話機及び複
合機である場合、前記携帯電話機のユーザが希望する画像を前記表示部に表示させた状態
で、前記複合機の第２通信手段にかざすことにより、前記画像に係る画像データが前記第
４通信手段を介して前記複合機の第１通信手段に送信される。
【００３０】
　本発明に係る通信システムは、前記情報処理装置は、通信における、異常発生又は正常
終了の旨を、前記電子機器に通知する通知手段を備えていることを特徴とする。
【００３１】
　本発明にあっては、前記情報処理装置が前記電子機器との通信を行う際に、異常が発生
した場合、又は正常に終了した場合は、その旨を、前記通知手段が前記電子機器に通知す
る。
【００３４】
　本発明に係る通信システムは、前記情報処理装置は、前記通信によって取得したデータ
に基づいて画像を形成する画像形成装置であることを特徴とする。
【００３５】
　本発明にあっては、前記情報処理装置は画像形成装置であり、例えば前記第１通信手段
が前記電子機器の第４通信手段を介してコンテンツデータを受信し、該コンテンツデータ
に基づく画像を記録媒体に形成する。
【００３６】
　本発明に係る画像形成装置は、外部装置から画像データを受信する受信手段を備え、受
信した画像データに基づく画像を形成する画像形成装置において、前記受信手段のアドレ
スを、前記外部装置に送信する送信手段を備え、前記外部装置が前記アドレスを用いて送
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信する画像データを、前記受信手段が受信するように構成されていることを特徴とする。
【００３７】
　本発明にあっては、前記画像形成装置が前記外部装置から画像データを受信する際、前
記送信手段が前記受信手段から該受信手段のアドレスを取得して前記外部装置に送信する
。前記外部装置は前記アドレスを受信し、該アドレスを用いて前記受信手段に画像データ
を送信する。
【００３８】
　本発明に係る画像形成装置は、前記受信手段は前記外部装置の有するコンテンツデータ
を取得し、表示部と、前記受信手段が取得したコンテンツデータに係る画像を前記表示部
に表示する表示制御手段とを備えていることを特徴とする。
【００３９】
　本発明にあっては、前記受信手段は前記外部装置が有するコンテンツデータを取得し、
前記表示手段は前記受信手段が取得したコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示
する。
【００４０】
　本発明に係る画像形成装置は、画像の形成における、異常発生又は正常終了の旨を、前
記外部装置に通知する通知手段を備えていることを特徴とする。
【００４１】
　本発明にあっては、前記受信手段が前記外部装置から画像データを受信し、該画像デー
タに基づく画像の形成を行う際に、異常が発生した場合、又は正常に終了した場合は、そ
の旨を、前記通知手段が前記外部装置に通知する。
【００４２】
　本発明に係る携帯情報端末装置は、２つの無線通信手段を有する外部装置と通信を行う
携帯情報端末装置において、前記外部装置の２つの無線通信手段の中、一方の無線通信手
段と通信を行う第１通信部と、前記外部装置の他方の無線通信手段を介して、前記一方の
無線通信手段のアドレスを受信する第２通信部とを備え、前記第１通信部は、前記第２通
信部が受信したアドレスを用いて前記一方の無線通信手段との通信を行うように構成され
ていることを特徴とする。
【００４３】
　本発明にあっては、前記外部装置との通信の際には、前記第２通信部が前記外部装置の
他方の無線通信手段を介して、前記一方の無線通信手段のアドレスを受信し、前記第１通
信部が該アドレスを用いて前記一方の無線通信手段との通信を行う。
【００４４】
　本発明に係る形態情報端末装置は、前記第２通信部及び前記他方の無線通信手段の間は
ＲＦＩＤシステムを用いた通信を行い、前記アドレスは、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶
領域中の、フリーエリアに記憶されるように構成されていることを特徴とする。
【００４５】
　本発明にあっては、例えば、前記第２通信部及び前記他方の無線通信手段は、夫々接触
又は非接触ＩＣカード及びカードリーダであって、ＲＦＩＤシステムを用いた通信を行い
、前記第２通信部が前記外部装置の他方の無線通信手段を介して、前記一方の無線通信手
段のアドレスを受信した場合、前記ＲＦＩＤシステム内の記憶領域中の、フリーエリアに
記憶される。
【００４６】
　本発明に係る携帯情報端末装置は、記憶しているコンテンツデータに基づく画像を表示
する表示部を備えており、任意のコンテンツデータに係る画像を前記表示部に表示して前
記他方の無線通信手段から所定距離以内に接近した場合、前記第１通信部が前記任意のコ
ンテンツデータを前記一方の無線通信手段に送信するように構成されていることを特徴と
する。
【００４７】
　本発明にあっては、例えば前記携帯情報端末装置及び前記外部装置が夫々携帯電話機及
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び複合機である場合、前記携帯電話機のユーザが希望する画像を前記表示部に表示させた
状態で、前記複合機の他方の無線通信手段にかざすことにより、前記画像に係る画像デー
タが前記第１通信部を介して前記一方の無線通信手段に送信される。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明によれば、前記電子機器及び情報処理装置を備える通信システムにおいて、前記
電子機器及び情報処理装置の間の通信の際には、前記第２通信手段を介して前記第１通信
手段のアドレスが前記第３通信手段に送信され、前記第４通信手段が前記アドレスを用い
て前記第１通信手段との通信を行うことにより、前記ペアリングのような設定（認証）の
ための面倒な操作を省くことが出来るうえ、前記電子機器が携帯電話機である場合は、上
述したような秘密情報の流出を未然に防止可能である。
【００５０】
　本発明によれば、外部装置から画像データを受信し、該画像データに基づく画像を形成
する画像形成装置において、前記画像形成装置が前記外部装置から画像データを受信する
際、前記送信手段を介して前記受信手段のアドレスを前記外部装置に送信し、前記外部装
置は受信したアドレスを用いて前記受信手段に画像データを送信することにより、前記ペ
アリングのような設定（認証）における面倒な操作を省くことが出来る。
【００５１】
　本発明によれば、前記外部装置と通信を行う携帯情報端末装置において、前記外部装置
との通信の際には、前記第２通信部が前記外部装置の他方の無線通信手段を介して、前記
一方の無線通信手段のアドレスを受信し、該アドレスを用いて前記第１通信部が前記一方
の無線通信手段との通信を行うことにより、前記ペアリングのような設定（認証）におけ
る面倒な操作を省くことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムの概念図である
。
【図２】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムの要部構成を示
すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムにおける、画像
形成装置の制御部のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムにおける、画像
形成装置の制御部のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムにおける、携帯
電話機の制御部のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムにおける、携帯
電話機のフラッシュメモリの構成を説明するための説明図である。
【図７】画像形成装置の表示部に表示されるファイル名一覧の画面の一例を示す例示図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態２に係る通信システム及び情報処理システムにおける、画像
形成装置の制御部のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態２に係る通信システム及び情報処理システムにおける、携帯
電話機の制御部のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】携帯電話機において、印刷すべきファイルを選択する操作を説明するための説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下、本発明の実施の形態１に係る画像形成装置（電子機器）を、コピー機能、印刷機
能等を有するデジタル複合機とし、本発明に係る通信システム及び情報処理システムが前
記デジタル複合機及び携帯電話機（通信機器、外部装置）を構成要素として有する場合を
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例として、図面を用いて具体的に説明する。
【００５４】
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムの概念図であり
、図２は本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムの要部構成を示
すブロック図である。実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムは、画像形
成装置１及び携帯電話機２を有している。
【００５５】
　画像形成装置１は、制御部１１、画像入力部１７、画像処理部１８、画像出力部１９、
記憶部１４、無線通信部１６、リーダライタ１５及び操作パネル１２等のハードウェアを
備え、全体としてデジタル複合機を構成している。
【００５６】
　制御部１１は、これらのハードウェアを制御するＣＰＵと、制御の際に必要なデータ等
を一時的に保持するＲＡＭとを備えている。記憶部１４は、例えば、不揮発性の半導体メ
モリであり、画像処理用の画像データ、ハードウェア各部を制御するための制御プログラ
ム、後述するファイル名一覧の画面を表示するためのプログラム、無線通信部１６を介し
て受信した画像データ等を記憶する。なお、記憶部１４には、予めパスキーが複数格納さ
れており、制御部１１のＣＰＵは操作パネル２８、１２を介してパスキーを受け付けた場
合は、該パスキーと、記憶部１４に記憶のパスキーとの比較を行う。
【００５７】
　また、制御部１１は必要に応じて記憶部１４から制御プログラムをロードし、ロードし
た制御プログラムを実行することにより、装置全体を本発明に係る画像形成装置として動
作させる。
【００５８】
　また、操作パネル１２は、ユーザの指示を受け付けるための各種ボタン、指示の確定を
受け付けるエンターキー、テンキー等を備えている。また、操作パネル１２は、液晶ディ
スプレイ等の表示部１３を備え、携帯電話機２が有する画像、文書等のファイル名の一覧
（コンテンツデータ）を表示する。なお、表示部１３はタッチパネルとして機能するよう
に構成されている。
【００５９】
　画像入力部１７は、原稿の画像を光学的に読取る読取手段であり、読取用の原稿に光を
照射する光源、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）のようなイメージセンサ等を備
えている。画像入力部１７では、所定の読取り位置にセットされた原稿からの反射光像を
当該イメージセンサに結像させ、ＲＧＢ（R : Red, G : Green, B : Blue）のアナログ電
気信号を出力する。画像入力部１７が出力したアナログ電気信号は画像処理部１８に入力
される。
【００６０】
　画像出力部１９は、画像処理部１８から出力される画像データに基づいて用紙、ＯＨＰ
フィルム等のシート上に画像形成を行う。そのため、画像出力部１９は、感光体ドラム、
該感光体ドラムを所定の電位に帯電させる帯電器、外部から受付けた画像データに応じて
レーザ光を発して感光体ドラム上に静電潜像を生成させるレーザ書込装置、感光体ドラム
表面に形成された静電潜像にトナーを供給して顕像化する現像器、感光体ドラム表面に形
成されたトナー像を用紙上に転写する転写器等（図示せず）を備えており、電子写真方式
にて利用者が所望する画像をシート上に形成する。なお、レーザ書込装置を用いた電子写
真方式により画像形成を行う他、インクジェット方式、熱転写方式、昇華方式等により画
像形成を行う構成であってもよい。
【００６１】
　画像処理部１８は、画像入力部１７を通じて入力されるアナログ電気信号を基にデジタ
ル形式の画像データを生成し、画像の種類に応じた処理を施した後、出力用の画像データ
を生成する。生成した画像データは画像出力部１９又は無線通信部１６に出力される。
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【００６２】
　無線通信部１６は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術に対応できるものであ
り、所定近距離（例えば１００ｍｍ）内の他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバイス（例えば
、後述の無線通信部２７）と無線での接続を行う。詳しくは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デ
バイスは固有のＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス（識別データ）を有しており、ピコネットと
呼ばれる近距離の臨時ネットワークを経由して、相互のＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレスを用
いた通称ペアリングと呼ばれる接続相手の特定処理（認証）を行い、他のＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ対応デバイスと無線で接続及び通信することができるように構成されている。前記ピ
コネットは、他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバイスが所定距離範囲内に入ったとき、及び
所定距離範囲から外れたときに、動的かつ自動的に確立又は消滅される。無線通信部１６
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバイスに限るものでなく、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１
対応デバイスであっても良い。ただし、斯かる場合、無線通信部１６に対応する後述の無
線通信部２７もＩＥＥＥ８０２．１１対応デバイスである必要がある。
【００６３】
　リーダライタ１５は、後述する接触・非接触ＩＣカード２６と、いわゆる非接触方式の
通信方式（ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification)システム）を用いて、接触・非
接触の状態でのデータの送受信を行う。以下、リーダライタ１５と、接触・非接触ＩＣカ
ード２６との間における非接触方式の通信について説明する。リーダライタ１５からは常
時起動信号（電磁波）が送信されており、接触・非接触ＩＣカード２６及びリーダライタ
１５が、互いに通信することが可能な程度にまで接近した場合に、接触・非接触ＩＣカー
ド２６がリーダライタ１５から送出された電磁波を受信する。接触・非接触ＩＣカード２
６は、前記電磁波を受信した場合、該電磁波の搬送波を整流して直流電源を生成し、それ
で内部回路を駆動させる。そして、接触・非接触ＩＣカード２６は、振幅変調を行い、前
記起動信号に応じて応答信号をリーダライタ１５に送出する。例えば、Ｆｅｌｉｃａ（登
録商標）、Ｅｄｙ（登録商標）等のＲＦＩＤシステム等が採用される。リーダライタ１５
は、無線通信部１６の固有のＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス（識別データ）を接触・非接触
ＩＣカード２６に送信する。
【００６４】
　一方、携帯電話機２は、装置全体を制御するＣＰＵ、プログラム、各種データ等を記録
するＲＯＭ、高速な書込／読取が可能なＲＡＭ等を有する制御部２１と、電話番号、画像
データ等を記憶する大容量のフラッシュメモリ２４とを備えている。また、フラッシュメ
モリ２４には、携帯電話機２が有する画像、文書等のファイル名の一覧（コンテンツデー
タ）、各画像のサムネイル等のデータが記憶されている。
【００６５】
　さらに本発明に係る携帯電話機２は、通信インタフェースを備え基地局との通信を行う
基地局通信部２５と、ユーザの操作を受け付ける押釦等の操作パネル２８と、撮影により
映像を取得するカメラ、音声の入力を受け付けるマイク等の入力部２３と、映像を出力す
る液晶モニタ、音声を出力するスピーカ等の出力部２２とを備えている。
【００６６】
　また、接触・非接触ＩＣカード２６と、無線通信部２７とを備えている。接触・非接触
ＩＣカード２６は、いわゆる非接触方式の通信方式を用い、リードライト１５と接触・非
接触の状態でデータの送受信を行う。上述と同様に、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）、Ｅｄｙ
（登録商標）等が採用される。また、無線通信部２７は、上述と同様に、例えばＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）技術に対応できるものであり、他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバ
イス（例えば、無線通信部１６）が所定近距離（例えば１００ｍｍ）内にある場合、前記
他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバイスと無線での接続及び通信を行う。
【００６７】
　以下、本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処理システムにおける、画像
形成装置１及び携帯電話機２の通信処理及び画像形成処理について説明する。また、デジ
タル複合機を本発明に係る画像形成装置１とし、該デジタル複合機を用いてユーザの携帯



(11) JP 4981826 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

電話機２に記憶されている画像データに基づく画像を印刷する場合を例として説明する。
図３及び図４は画像形成装置１の制御部１１のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャー
トであり、図５は携帯電話機２の制御部２１のＣＰＵによる処理手順を示すフローチャー
トである。なお、上述したように、本発明の実施の形態１に係る通信システム及び情報処
理システムにおいて、画像形成装置１及び携帯電話機２は共にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デ
バイスである。
【００６８】
　画像形成装置１のＣＰＵは携帯電話機２が所定範囲内に接近しているか否かを判定する
（ステップＳ１０１）。上述したように、画像形成装置１にはリーダライタ１５が設けら
れており、携帯電話機２には接触・非接触ＩＣカード２６が設けられている。画像形成装
置１のリーダライタ１５では、常時起動信号（電磁波）が送信されており、例えば、ユー
ザが携帯電話機２を、画像形成装置１のリーダライタ１５にかざした場合には、上述した
手法によって、携帯電話機２の接触・非接触ＩＣカード２６から、前記起動信号に応じた
応答信号がリーダライタ１５に送出される。画像形成装置１のＣＰＵは、該応答信号を受
信した場合に、携帯電話機２が所定範囲内に接近していると判定する。
【００６９】
　画像形成装置１のＣＰＵは、携帯電話機２が所定範囲内に接近していないと判定した場
合（ステップＳ１０１：ＮＯ）、携帯電話機２が所定範囲内に接近するまで待機する。一
方、画像形成装置１のＣＰＵは、携帯電話機２が所定範囲内に接近していると判定した場
合（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、無線通信部１６が有するＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス
（以下、画像形成装置側アドレスという。）を読み出してリーダライタ１５に送り、リー
ダライタ１５は前記画像形成装置側アドレス（識別データ）を、携帯電話機２の接触・非
接触ＩＣカード２６に送信する（ステップＳ１０２）。
【００７０】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、接触・非接触ＩＣカード２６を監視することによって
、前記画像形成装置側アドレスを受信したか否かを判定する（ステップＳ２０１）。携帯
電話機２のＣＰＵは、前記画像形成装置側アドレスを受信していないと判定した場合（ス
テップＳ２０１：ＮＯ）、前記画像形成装置側アドレスを受信するまで待機する。携帯電
話機２のＣＰＵは、前記画像形成装置側アドレスを受信したと判定した場合（ステップＳ
２０１：ＹＥＳ）、受信した前記画像形成装置側アドレスを接触・非接触ＩＣカード２６
の記憶領域に記憶する。
【００７１】
　図６はフラッシュメモリ２４の構成を説明するための説明図である。接触・非接触ＩＣ
カード２６の記憶領域は、共通領域２６Ｂ及びプライベート領域２６Ａ（フリーエリア）
を備えている。受信した前記画像形成装置側アドレス（識別データ）は、接触・非接触Ｉ
Ｃカード２６のプライベート領域２６Ａに書き込まれる。プライベート領域２６Ａは、
サービス事業者が自由に利用することが可能な領域である。プライベート領域２６Ａを用
いることで自由度の高い書き込みが可能となる。一方共通領域にデータを書き込むことも
可能であるが、この場合はカードのネットワークスのリモート発行システムを利用しなけ
ればならず、書き込む場合の自由度が低いと言う問題がある。
【００７２】
　次いで、携帯電話機２のＣＰＵは、画像形成装置１にペアリングを要求する（ステップ
Ｓ２０２）。斯かるベアリングの要求は、携帯電話機２の無線通信部２７が前記画像形成
装置側アドレスを用いて、無線通信部２７のＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス（以下、携帯電
話機側アドレスという。）と、ペアリングを要求する旨のデータとを、画像形成装置１の
無線通信部１６に送信することにより行われる。
【００７３】
　一方、画像形成装置１のＣＰＵは無線通信部１６を監視することにより、携帯電話機２
からペアリングの要求があったか否かを判定する（ステップＳ１０３）。画像形成装置１
のＣＰＵは、ペアリングの要求がなかったと判定した場合（ステップＳ１０３：ＮＯ）、
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携帯電話機２からペアリングの要求があるまで待機する。画像形成装置１のＣＰＵは、ペ
アリングの要求があったと判定した場合（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）、操作パネル１２
の表示部１３にパスキーの入力を促すパスキー入力画面を表示し、ユーザに携帯電話機２
からのパスキーの入力を要求する（ステップＳ１０４）。
【００７４】
　画像形成装置１のＣＰＵは操作パネル２８（又は表示部１３のタッチパネル）を介して
ユーザが入力したパスキーを受け付け、該パスキーを記憶部１４に予め記憶されているパ
スキーと比較し、正しいと判定した場合、通信が確立される。つまり、これにより、ペア
リングが終了し、画像形成装置１及び携帯電話機２は通信可能な状態に設定される。
【００７５】
　次いで、画像形成装置１のＣＰＵは、携帯電話機２が有する画像、文章等のファイル名
の一覧のデータを要求する旨のデータを、無線通信部１６を介して携帯電話機２に送信す
る（ステップＳ１０５）。
【００７６】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、無線通信部２７が画像形成装置１から前記ファイル名
の一覧のデータを要求する旨のデータを受信した場合、フラッシュメモリ２４に記憶され
ている画像、文章等のファイル名の一覧のデータを読み出し、無線通信部２７を介して画
像形成装置１に送信する（ステップＳ２０３）。
【００７７】
　画像形成装置１のＣＰＵは、携帯電話機２から送信される前記ファイル名の一覧のデー
タを、無線通信部１６を介して受信することにより取得し（ステップＳ１０６）、記憶部
１４に記憶する。
【００７８】
　次いで、画像形成装置１のＣＰＵは、記憶部１４に記憶している前記ファイル名の一覧
のデータに基づき、印刷を希望するファイルの選択をユーザから受け付けるためのファイ
ル名一覧の画面を、表示部１３に表示する（ステップＳ１０７）。
【００７９】
　図７は画像形成装置１の表示部１３に表示される前記ファイル名一覧の画面の一例を示
す例示図である。前記ファイル名一覧の画面には、前記ファイル名の一覧のデータに基づ
く複数のファイル名が、例えば、スクロール表示されており、ユーザの操作パネル１２又
は表示部１３（タッチパネル）の操作によって選択されたファイルのサムネイルが表示さ
れるように構成されている。また、前記ファイル名一覧の画面には、「部数」、「変倍」
等のソフトキーが設けられており、ユーザから印刷の部数、変倍等の印刷条件を受け付け
ることが出来る。印刷を希望するファイルの選択、印刷条件の入力が終わった場合、ユー
ザは前記「印刷」ソフトキーを操作し、印刷の開始を指示する。このような場合、携帯電
話機１の小さい液晶モニタ画面を見て小さいキーを操作するものでなく、画像形成装置１
の大きな表示部１３にて希望するファイルの選択を行うので、画像の参照性及びキーの操
作性が高くなる。
【００８０】
　画像形成装置１のＣＰＵは、操作パネル１２及び表示部１３のタッチパネルを監視する
ことにより、ユーザからファイルの選択を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１０
８）。画像形成装置１のＣＰＵは、ファイルの選択を受け付けていないと判定した場合（
ステップＳ１０８：ＮＯ）、ユーザからファイルの選択を受け付けるまで待機する。一方
、画像形成装置１のＣＰＵは、ユーザからファイルの選択を受け付けたと判定した場合（
ステップＳ１０８：ＹＥＳ）、ユーザから印刷指示を受け付けたか否かを判定する（ステ
ップＳ１０９）。斯かる判定は、ＣＰＵが操作パネル１２及び表示部１３のタッチパネル
を監視することによって行われる。
【００８１】
　画像形成装置１のＣＰＵは、印刷指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ
１０９：ＮＯ）、ユーザから印刷指示を受け付けるまで待機する。一方、画像形成装置１



(13) JP 4981826 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

のＣＰＵは、ユーザから印刷指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ１０９：ＹＥ
Ｓ）、選択されたファイル（以下、選択ファイルという。）の画像データを携帯電話機２
に要求する（ステップＳ１１０）。該要求は、選択ファイルの画像データの送信を要求す
る旨のデータを、無線通信部１６を介して携帯電話機２に送信することにより行われる。
【００８２】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、無線通信部２７を監視することにより、画像形成装置
１から選択ファイルの画像データの送信要求があったか否かを判定する（ステップＳ２０
４）。携帯電話機２のＣＰＵは、前記選択ファイルの画像データの送信要求がなかったと
判定した場合（ステップＳ２０４：ＮＯ）、前記選択ファイルの画像データの送信要求が
あるまで待機する。一方、携帯電話機２のＣＰＵは、前記選択ファイルの画像データの送
信要求があったと判定した場合（ステップＳ２０４：ＹＥＳ）、フラッシュメモリ２４か
ら前記選択ファイルの画像データを読み出し、無線通信部２７を介して画像形成装置１に
送信する（ステップＳ２０５）。
【００８３】
　一方、画像形成装置１のＣＰＵは無線通信部１６を介して、携帯電話機２から選択ファ
イルの画像データを受信した場合（ステップＳ１１１）、該画像データを記憶部１４に記
憶する。
【００８４】
　次いで、画像形成装置１のＣＰＵは、記憶部１４に記憶している前記画像データを画像
出力部１９に送り、前記画像データに基づく画像の印刷を画像出力部１９に指示すること
により、前記画像データに基づく画像を印刷する（ステップＳ１１２）。
【００８５】
　画像形成装置１のＣＰＵは、前記印刷の際において、前記印刷が正常終了したこと、又
は異常が発生したこと等の印刷結果を通知する旨のデータを、無線通信部１６を介して、
携帯電話機２に送信する（ステップＳ１１３）。
【００８６】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、画像形成装置１から、前記印刷結果を通知する旨のデ
ータを、無線通信部２７を介して取得し（ステップＳ２０６）、フラッシュメモリ２４に
記憶する。
【００８７】
　次いで、携帯電話機２のＣＰＵは、フラッシュメモリ２４に記憶している前記印刷結果
を通知する旨のデータに基づき、出力部２２を介した出力を行う（ステップＳ２０７）。
該出力は、例えば、携帯電話機２の前記液晶モニタへ、前記印刷結果を通知する旨のテキ
ストを表示するものであっても良く、前記印刷結果を通知する旨の音声、警告音等を、携
帯電話機２のスピーカを介して出力するものであっても良い。
【００８８】
　以上にて記載したように、本発明に係る通信システム及び情報処理システムにおいては
、画像形成装置１から画像形成装置側アドレスを受信し、ユーザが該画像形成装置側アド
レスを用いて画像形成装置１にデータを送信するので、携帯電話機２からユーザの意図に
反して、携帯電話機２側の秘密情報（例えば、アドレス、パスキー等）が流出されること
を未然に防止することが可能である。
【００８９】
　以上の実施の形態１の記載においては、パスキーの確実な設定のためユーザの手動入力
によりパスキーを入力する場合を例として説明したが、手軽さを優先するのであればパス
キーの受け渡しを、画像形成装置１のリーダライタ１５及び携帯電話機２の接触・非接触
ＩＣカード２６を介して行われるように構成しても良い。
【００９０】
　なお、パスキーを入力できないデバイス（マウス、ヘッドセット等）においては、前記
パスキーを固定値にする構成であってもよく、パスキーの入力が不要にするように構成で
あっても良い。例えば、このようなパスキーを入力できないデバイスの場合は、デフォル
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トとして、例えば「００００」のような単純な羅列のパスキーとする。
【００９１】
（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２に係る通信システム及び情報処理システムにおける、画像
形成装置１及び携帯電話機２の通信処理及び画像形成処理について説明する。デジタル複
合機を本発明に係る画像形成装置１とし、該デジタル複合機を用いてユーザの携帯電話機
２に記憶されている画像データに基づく画像を印刷する場合を例として説明する。本発明
の実施の形態２に係る通信システム及び情報処理システムにおいては、パスキーの受け渡
しを、画像形成装置１のリーダライタ１５及び携帯電話機２の接触・非接触ＩＣカード２
６を介して行われるように構成されている。図８は画像形成装置１の制御部１１のＣＰＵ
による処理手順を示すフローチャートであり、図９は携帯電話機２の制御部２１のＣＰＵ
による処理手順を示すフローチャートである。
【００９２】
　まず、携帯電話機２のユーザは、携帯電話機２を操作し、印刷すべきファイルを選択す
る（ステップＳ４０１）。図１０は携帯電話機２において、印刷すべきファイルを選択す
る操作を説明するための説明図である。携帯電話機２の液晶モニタ（出力部２２）には、
フラッシュメモリ２４に記憶されている画像データのサムネイルが表示され、キー（押ボ
タン等の操作パネル２８）を操作してカーソルを移動させることにより、何れかのサムネ
イルを選択できる。希望するサムネイルを選択した場合、選択されたサムネイルに係るフ
ァイル（以下、選択ファイル）名及び前記サムネイルより大きい画像が出力部２２に表示
される。その後、ユーザは上述したように印刷すべきファイルが選択された状態の携帯電
話機２を、画像形成装置１のリーダライタ１５にかざす。
【００９３】
　一方、画像形成装置１のＣＰＵは携帯電話機２が所定範囲内に接近しているか否かを上
述した手法によって判定する（ステップＳ３０１）。画像形成装置１のＣＰＵは、携帯電
話機２が所定範囲内に接近していないと判定した場合（ステップＳ３０１：ＮＯ）、携帯
電話機２が所定範囲内に接近するまで待機する。一方、画像形成装置１のＣＰＵは、携帯
電話機２が所定範囲内に接近していると判定した場合（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）、無
線通信部１６が有するＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス（以下、画像形成装置側アドレスとい
う。）パスキーを読み出してリーダライタ１５に送り、リーダライタ１５は前記画像形成
装置側アドレスを、携帯電話機２の接触・非接触ＩＣカード２６に送信する（ステップＳ
３０２）。
【００９４】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、接触・非接触ＩＣカード２６を監視することによって
、前記画像形成装置側アドレス及びパスキーを受信したか否かを判定する（ステップＳ４
０２）。携帯電話機２ＣＰＵは、前記画像形成装置側アドレス及びパスキーを受信してい
ないと判定した場合（ステップＳ４０２：ＮＯ）、前記画像形成装置側アドレス及びパス
キーを受信するまで待機する。携帯電話機２ＣＰＵは、前記画像形成装置側アドレス及び
パスキーを受信したと判定した場合（ステップＳ４０２：ＹＥＳ）、受信した前記画像形
成装置側アドレス及びパスキーをフラッシュメモリ２４に記憶する。
【００９５】
　次いで携帯電話機２のＣＰＵは、フラッシュメモリ２４から前記選択ファイルの画像デ
ータを読み出し、前記画像形成装置側アドレス及びパスキーを用い、無線通信部２７を介
して画像形成装置１に送信する（ステップＳ４０３）。
【００９６】
　一方、画像形成装置１のＣＰＵは無線通信部１６を介して、携帯電話機２から選択ファ
イルの画像データを受信した場合（ステップＳ３０３）、該画像データを記憶部１４に記
憶する。
【００９７】
　次いで、画像形成装置１のＣＰＵは、記憶部１４に記憶している前記画像データを画像
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出力部１９に送り、前記画像データに基づく画像の印刷を画像出力部１９に指示する（ス
テップＳ３０４）。
【００９８】
　画像形成装置１のＣＰＵは、前記印刷の際において、前記印刷が正常終了した場合、又
は異常が発生した場合等の印刷結果に応じて、夫々の印刷結果を通知する旨のデータを、
無線通信部１６を介して、携帯電話機２に送信する（ステップＳ３０５）。
【００９９】
　一方、携帯電話機２のＣＰＵは、画像形成装置１から、前記印刷結果を通知する旨のデ
ータを、無線通信部２７を介して取得し（ステップＳ４０４）、フラッシュメモリ２４に
記憶する。
【０１００】
　次いで、携帯電話機２のＣＰＵは、フラッシュメモリ２４に記憶している前記印刷結果
を通知する旨のデータに基づき、出力部２２を介した出力を行う（ステップＳ４０５）。
【０１０１】
　以上のように構成することによって、実施の形態２に係る通信システム及び情報処理シ
ステムにおいては、既に印刷すべきファイルが選択された状態の携帯電話機２を画像形成
装置１に近づけるだけで、すぐに印刷することができ、印刷作業が非常に容易となる。
【０１０２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１０３】
　以上の記載においては、デジタル複合機（画像形成装置１）及び携帯電話機２を例にあ
げて、本発明に係る通信システム、情報処理システム、画像形成装置及び携帯情報端末装
置について説明したが、これに限るものでない。例えば、携帯電話機が通信機能を有する
デジタルカメラであっても良い。またモバイルコンピュータ又はＰＤＡと称される携帯端
末であってもよい。また、携帯電話機からデータを送信するだけでなく、デジタル複合機
が有するスキャナで読み取った原稿画像のデータを、携帯電話機に送信する方法でも良い
。さらに、デジタル複合機にある記憶装置内に蓄積されたファックス画像のデータ、電子
データ等を携帯電話機に送信することも含まれる。また、例えば、デジタル複合機（画像
形成装置１）におけるリーダライタ１５及び無線通信部１６のように、携帯電話機２にお
ける接触・非接触ＩＣカード２６及び無線通信部２７のように、２つ以上の通信手段を備
え、互いに通信を行う機器の間では、本発明の同様な効果を奏することが出来る。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　画像形成装置（情報処理装置、外部装置）
　２　携帯電話機（電子機器、外部装置、携帯情報端末装置）
　１１　制御部
　１５　リーダライタ
　１６　近距離無線通信部
　２１　制御部
　２６　接触・非接触ＩＣカード
　２６Ａ　プライベート領域
　２７　近距離無線通信部
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