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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付
けて管理する印刷管理サーバがネットワークを介して接続する印刷システムであって、
　前記プリンタは、
　記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ
識別情報を、前記印刷管理サーバに送信するユーザ識別情報送信手段を備え、
　前記印刷管理サーバは、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理手段と、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、
　前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷デー
タの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユー
ザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する
情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、
　前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で
、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、
　前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信
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した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データ
を前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段と
を備えることを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
　前記管理手段は、前記ユーザ識別情報と前記携帯端末と、前記ユーザ識別情報を受信し
たプリンタとを対応付けて管理することを特徴とし、
　前記印刷データ出力命令手段は、前記待機手段で待機中に、前記ユーザ識別情報受信手
段により前記管理手段で管理するプリンタから再度ユーザ識別情報を受信することで、前
記印刷データ識別情報に対応する印刷データの出力命令をすることを特徴とする請求項１
に記載の印刷システム。
【請求項３】
　前記記憶媒体は、携帯端末に備え、
　前記ユーザ識別情報送信手段は、前記携帯端末が前記読取部にかざされることで得られ
るユーザ識別情報を前記印刷管理サーバに送信し、
　前記印刷データ出力命令手段は、前記ユーザ識別情報受信手段により、前記携帯端末が
再度前記読取部にかざされることで得られるユーザ識別情報を、前記プリンタから受信す
ることで前記印刷データ識別情報に対応する印刷データの出力命令をすることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の印刷システム。
【請求項４】
　前記待機手段は、前記印刷指示された印刷データ識別情報に対応する印刷データの印刷
準備をし、
　前記印刷データ出力命令手段は、前記印刷準備した印刷データの出力命令をすることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記印刷準備は、前記プリンタに送信する印刷データを生成することであり、
　前記印刷管理サーバは、
　前記印刷データ出力命令手段で出力命令する印刷データの生成が完了した状態である旨
をプリンタと携帯端末との少なくとも一つに通知する印刷準備通知手段を備えること
を特徴とする請求項４に記載の印刷システム。
【請求項６】
　前記印刷管理サーバは、
　前記プリンタに表示部があるか否かを判定する第１の判定手段を備え、
　前記一覧情報送信手段は、前記第１の判定手段により前記プリンタに表示部があると判
定された場合、前記印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を前記プリンタに送
信し、前記表示部がないと判定された場合、前記印刷データの印刷データ識別情報を含む
一覧情報を前記携帯端末に送信することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載の印刷システム。
【請求項７】
　前記管理手段は、ユーザ識別情報に対応する携帯端末の携帯端末識別情報を管理し、
　前記印刷管理サーバは、
　前記携帯端末の携帯端末識別情報に従って、前記携帯端末に前記印刷データの印刷デー
タ識別情報を含む一覧情報を送信するか否かを判定する第２の判定手段を備え、
　前記一覧情報送信手段は、前記第２の判定手段で携帯端末に送信すると判定される場合
には、前記印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を前記携帯端末識別情報の携
帯端末に送信することを特徴とする請求項６に記載の印刷システム。
【請求項８】
　前記印刷データ出力命令手段は、前記第１の判定手段で前記プリンタに表示部がないと
判定され、前記第２の判定手段で前記携帯端末に送信しないと判定される場合、前記一覧
情報送信手段で一覧情報を送信することなく、前記ユーザ識別情報に対応付けられている
印刷データの出力命令をすることを特徴とする請求項７に記載の印刷システム。
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【請求項９】
　前記印刷管理サーバは、
　未出力の印刷データの数をプリンタと携帯端末との少なくとも一つに通知する未出力印
刷データ数通知手段を備えることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の印
刷システム。
【請求項１０】
　前記印刷管理サーバは、
　前記印刷データ出力命令手段は、前記プリンタで前記記憶媒体の所定の領域を読み取る
たびに、前記ユーザ識別情報受信手段でユーザ識別情報を受信し、当該ユーザ識別情報を
受信するたびに、印刷指示された印刷データ識別情報に対応する印刷データの出力命令を
することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の印刷システム。
【請求項１１】
　前記印刷管理サーバは、
　前記待機手段で待機中に、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受
信した場合に、当該受信したプリンタと、先に前記ユーザ識別情報受信手段でユーザ識別
情報を受信したプリンタとが一致するか否かを判定するプリンタ判定手段とを備え、
　前記印刷データ出力命令手段は、前記プリンタ判定手段で一致しないと判定される場合
に、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信したプリンタを出力先
として、印刷指示された印刷データ識別情報に対応する印刷データの出力命令をすること
を特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の印刷システム。
【請求項１２】
　記憶媒体を読み取る読取部を備え、記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得ら
れるユーザを特定するためのユーザ識別情報を送信するプリンタとネットワークを介して
接続する、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバであって、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理手段と、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、
　前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷デー
タの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユー
ザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する
情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、
　前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で
、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、
　前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信
した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データ
を前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段と
を備えることを特徴とする印刷管理サーバ。
【請求項１３】
　記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付
けて管理する印刷管理サーバがネットワークを介して接続する印刷システムの制御方法で
あって、
　前記プリンタが、
　記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ
識別情報を、前記印刷管理サーバに送信するユーザ識別情報送信ステップを実行し、
　前記印刷管理サーバが、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理ステップと、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信ステップと、
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　前記ユーザ識別情報受信ステップで受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷
データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信ステップで受信
したユーザ識別情報と前記管理ステップで管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端
末を特定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信ステップと、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信ステップと、
　前記印刷要求受信ステップにより、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した
後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機ステップと、
　前記待機ステップで待機し、前記ユーザ識別情報受信ステップにより再度ユーザ識別情
報を受信した場合に、前記印刷要求受信ステップで受信した印刷データ識別情報に対応す
る印刷データを前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令ステップと
を実行することを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　記憶媒体を読み取る読取部を備え、記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得ら
れるユーザを特定するためのユーザ識別情報を送信するプリンタとネットワークを介して
接続する、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバの制御方法
であって、
　印刷管理サーバが、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理ステップと、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信ステップと、
　前記ユーザ識別情報受信ステップで受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷
データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信ステップで受信
したユーザ識別情報と前記管理ステップで管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端
末を特定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信ステップと、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信ステップと、
　前記印刷要求受信ステップにより、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した
後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機ステップと、
　前記待機ステップで待機し、前記ユーザ識別情報受信ステップにより再度ユーザ識別情
報を受信した場合に、前記印刷要求受信ステップで受信した印刷データ識別情報に対応す
る印刷データを前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令ステップと
を実行することを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付
けて管理する印刷管理サーバがネットワークを介して接続する印刷システムのプログラム
であって、
　前記プリンタを、
　記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ
識別情報を、前記印刷管理サーバに送信するユーザ識別情報送信手段として機能させ、
　前記印刷管理サーバを、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理手段と、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、
　前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷デー
タの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユー
ザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する
情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、
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　前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で
、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、
　前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信
した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データ
を前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段と
して機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　記憶媒体を読み取る読取部を備え、記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得ら
れるユーザを特定するためのユーザ識別情報を送信するプリンタとネットワークを介して
接続する、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバのプログラ
ムであって、
　前記印刷管理サーバを、
　ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理手段と、
　前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、
　前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷デー
タの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユー
ザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する
情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、
　前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷
データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、
　前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で
、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、
　前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信
した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データ
を前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段と
して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリンタと、印刷データをユーザ識別情
報と対応付けて管理する印刷管理サーバがネットワークを介して接続する印刷システム、
印刷管理サーバおよびその制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、認証されたユーザのみが印刷装置からサーバ上に一時蓄積された印刷データ
に対して印刷要求を行うことで当該印刷装置から印刷データの出力を可能にする所謂「プ
ルプリント（蓄積印刷）」の印刷システムが提案されている。これにより、認証されたユ
ーザに対応する印刷データを、所望の印刷装置から出力することが可能となっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、複合機でＩＣカード認証処理を行い、認証されたユーザの印
刷データの一覧を印刷装置の表示部で表示させ、この表示上で選択された印刷データを印
刷管理サーバで特定し、この特定した印刷データが格納されているプリントサーバに印刷
コマンドを送信することで認証されたユーザが指定した印刷データが所望の印刷装置でプ
リントできるプリントシステムが開示されている。
【特許文献１】特開２００６－９９７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、プリンタに表示部がない（表示部があったとしても、表示部の性能に乏
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しく、一覧を表示し、選択ができない）場合は、ユーザが印刷したいデータを選択し印刷
できず、必要のない印刷データが印刷されてしまうといった問題点があった。また特許文
献１では、印刷データを選択し、印刷要求を行うとユーザがプリンタのそばにいるか否か
に関わらずに出力されてしまいセキュリティの高い印刷を行うことは困難であった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、携帯端末から出力指示された印刷データに対して、プリンタ
から再度ユーザ識別情報を受け付けて出力することでセキュアな印刷を行うことができる
仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリ
ンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバがネットワー
クを介して接続する印刷システムであって、前記プリンタは、記憶媒体の所定の領域を読
み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ識別情報を、前記印刷管理サ
ーバに送信するユーザ識別情報送信手段を備え、前記印刷管理サーバは、ユーザ識別情報
と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理する管理手段と、前
記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、前記ユーザ識
別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷データの印刷データ
識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報と前
記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する情報に対応する
携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信
した携帯端末から、印刷指示された印刷データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、
前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で、
前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、前記待機手
段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信した場合に、
前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データを前記プリン
タで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、前記管理手段は、前記ユーザ識別情報と前記携帯端末と、前記ユーザ識別情報を
受信したプリンタとを対応付けて管理することを特徴とし、前記印刷データ出力命令手段
は、前記待機手段で待機中に、前記ユーザ識別情報受信手段により前記管理手段で管理す
るプリンタから再度ユーザ識別情報を受信することで、前記印刷データ識別情報に対応す
る印刷データの出力命令をすることを特徴とする。
【０００８】
　また、前記記憶媒体は、携帯端末に備え、前記ユーザ識別情報送信手段は、前記携帯端
末が前記読取部にかざされることで得られるユーザ識別情報を前記印刷管理サーバに送信
し、前記印刷データ出力命令手段は、前記ユーザ識別情報受信手段により、前記携帯端末
が再度前記読取部にかざされることで得られるユーザ識別情報を、前記プリンタから受信
することで前記印刷データ識別情報に対応する印刷データの出力命令をすることを特徴と
する。
【０００９】
　また、前記待機手段は、前記印刷指示された印刷データ識別情報に対応する印刷データ
の印刷準備をし、前記印刷データ出力命令手段は、前記印刷準備した印刷データの出力命
令をすることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記印刷準備は、前記プリンタに送信する印刷データを生成することであり、前
記印刷管理サーバは、前記印刷データ出力命令手段で出力命令する印刷データの生成が完
了した状態である旨をプリンタと携帯端末との少なくとも一つに通知する印刷準備通知手
段を備えることを特徴とする。
【００１１】
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　また、前記印刷管理サーバは、前記プリンタに表示部があるか否かを判定する第１の判
定手段を備え、前記一覧情報送信手段は、前記第１の判定手段により前記プリンタに表示
部があると判定された場合、前記印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を前記
プリンタに送信し、前記表示部がないと判定された場合、前記印刷データの印刷データ識
別情報を含む一覧情報を前記携帯端末に送信することを特徴とする。
【００１２】
　また、前記管理手段は、ユーザ識別情報に対応する携帯端末の携帯端末識別情報を管理
し、前記印刷管理サーバは、前記携帯端末の携帯端末識別情報に従って、前記携帯端末に
前記印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信するか否かを判定する第２の
判定手段を備え、前記一覧情報送信手段は、前記第２の判定手段で携帯端末に送信すると
判定される場合には、前記印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を前記携帯端
末識別情報の携帯端末に送信することを特徴とする。
【００１３】
　また、前記印刷データ出力命令手段は、前記第１の判定手段で前記プリンタに表示部が
ないと判定され、前記第２の判定手段で前記携帯端末に送信しないと判定される場合、前
記一覧情報送信手段で一覧情報を送信することなく、前記ユーザ識別情報に対応付けられ
ている印刷データの出力命令をすることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記印刷管理サーバは、未出力の印刷データの数をプリンタと携帯端末との少な
くとも一つに通知する未出力印刷データ数通知手段を備えることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記印刷管理サーバは、前記印刷データ出力命令手段は、前記プリンタで前記記
憶媒体の所定の領域を読み取るたびに、前記ユーザ識別情報受信手段でユーザ識別情報を
受信し、当該ユーザ識別情報を受信するたびに、印刷指示された印刷データ識別情報に対
応する印刷データの出力命令をすることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記印刷管理サーバは、前記待機手段で待機中に、前記ユーザ識別情報受信手段
により再度ユーザ識別情報を受信した場合に、当該受信したプリンタと、先に前記ユーザ
識別情報受信手段でユーザ識別情報を受信したプリンタとが一致するか否かを判定するプ
リンタ判定手段とを備え、前記印刷データ出力命令手段は、前記プリンタ判定手段で一致
しないと判定される場合に、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受
信したプリンタを出力先として、印刷指示された印刷データ識別情報に対応する印刷デー
タの出力命令をすることを特徴とする。
【００１７】
　前述した目的を達成するために第２の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備え、記憶
媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ識別情
報を送信するプリンタとネットワークを介して接続する、印刷データをユーザ識別情報と
対応付けて管理する印刷管理サーバであって、ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に
対応付く携帯端末を特定する情報とを管理する管理手段と、前記ユーザ識別情報を前記プ
リンタから受信するユーザ識別情報受信手段と、前記ユーザ識別情報受信手段で受信した
ユーザ識別情報に対応付けられている印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を
、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報と前記管理手段で管理するユー
ザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情
報送信手段と、前記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指
示された印刷データ識別情報を受信する印刷要求受信手段と、前記印刷要求受信手段によ
り、前記印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で、前記プリンタから再度、ユ
ーザ識別情報を受信するべく待機する待機手段と、前記待機手段で待機し、前記ユーザ識
別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を受信した場合に、前記印刷要求受信手段で受
信した印刷データ識別情報に対応する印刷データを前記プリンタで印刷すべく、出力命令
する印刷データ出力命令手段とを備えることを特徴とする。
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【００１８】
　前述した目的を達成するために第３の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリ
ンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバがネットワー
クを介して接続する印刷システムの制御方法であって、前記プリンタが、記憶媒体の所定
の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ識別情報を、前記
印刷管理サーバに送信するユーザ識別情報送信ステップを実行し、前記印刷管理サーバが
、ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理ステップと、前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信
ステップと、前記ユーザ識別情報受信ステップで受信したユーザ識別情報に対応付けられ
ている印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信ステ
ップで受信したユーザ識別情報と前記管理ステップで管理するユーザ識別情報に従って、
前記携帯端末を特定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信ステップと、前
記印刷データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷デー
タ識別情報を受信する印刷要求受信ステップと、前記印刷要求受信ステップにより、前記
印刷指示された印刷データ識別情報を受信した後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別
情報を受信するべく待機する待機ステップと、前記待機ステップで待機し、前記ユーザ識
別情報受信ステップにより再度ユーザ識別情報を受信した場合に、前記印刷要求受信ステ
ップで受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データを前記プリンタで印刷すべく、
出力命令する印刷データ出力命令ステップとを実行することを特徴とする。
　また、前述した目的を達成するために第４の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備え
、記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ
識別情報を送信するプリンタとネットワークを介して接続する、印刷データをユーザ識別
情報と対応付けて管理する印刷管理サーバの制御方法であって、印刷管理サーバが、ユー
ザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理する管理
ステップと、前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信ステッ
プと、前記ユーザ識別情報受信ステップで受信したユーザ識別情報に対応付けられている
印刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信ステップで
受信したユーザ識別情報と前記管理ステップで管理するユーザ識別情報に従って、前記携
帯端末を特定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信ステップと、前記印刷
データ識別情報を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷データ識別
情報を受信する印刷要求受信ステップと、前記印刷要求受信ステップにより、前記印刷指
示された印刷データ識別情報を受信した後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を
受信するべく待機する待機ステップと、前記待機ステップで待機し、前記ユーザ識別情報
受信ステップにより再度ユーザ識別情報を受信した場合に、前記印刷要求受信ステップで
受信した印刷データ識別情報に対応する印刷データを前記プリンタで印刷すべく、出力命
令する印刷データ出力命令ステップとを実行することを特徴とする。
【００１９】
　前述した目的を達成するために第５の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備えるプリ
ンタと、印刷データをユーザ識別情報と対応付けて管理する印刷管理サーバがネットワー
クを介して接続する印刷システムのプログラムであって、前記プリンタを、記憶媒体の所
定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ識別情報を、前
記印刷管理サーバに送信するユーザ識別情報送信手段として機能させ、前記印刷管理サー
バを、ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管
理する管理手段と、前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信
手段と、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印
刷データの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信し
たユーザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特
定する情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、前記印刷データ識別情報
を含む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷データ識別情報を受信する
印刷要求受信手段と、前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別
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情報を受信した後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待
機手段と、前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情
報を受信した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印
刷データを前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段として機能
させることを特徴とする。
　また、前述した目的を達成するために第６の発明は、記憶媒体を読み取る読取部を備え
、記憶媒体の所定の領域を読み取ることによって得られるユーザを特定するためのユーザ
識別情報を送信するプリンタとネットワークを介して接続する、印刷データをユーザ識別
情報と対応付けて管理する印刷管理サーバのプログラムであって、前記印刷管理サーバを
、ユーザ識別情報と、前記ユーザ識別情報に対応付く携帯端末を特定する情報とを管理す
る管理手段と、前記ユーザ識別情報を前記プリンタから受信するユーザ識別情報受信手段
と、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユーザ識別情報に対応付けられている印刷デ
ータの印刷データ識別情報を含む一覧情報を、前記ユーザ識別情報受信手段で受信したユ
ーザ識別情報と前記管理手段で管理するユーザ識別情報に従って、前記携帯端末を特定す
る情報に対応する携帯端末に送信する一覧情報送信手段と、前記印刷データ識別情報を含
む一覧情報を送信した携帯端末から、印刷指示された印刷データ識別情報を受信する印刷
要求受信手段と、前記印刷要求受信手段により、前記印刷指示された印刷データ識別情報
を受信した後で、前記プリンタから再度、ユーザ識別情報を受信するべく待機する待機手
段と、前記待機手段で待機し、前記ユーザ識別情報受信手段により再度ユーザ識別情報を
受信した場合に、前記印刷要求受信手段で受信した印刷データ識別情報に対応する印刷デ
ータを前記プリンタで印刷すべく、出力命令する印刷データ出力命令手段として機能させ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、携帯端末から出力指示された印刷データに対して、プリンタから再度
ユーザ識別情報を受け付けて出力することでセキュアな印刷を行うことができる等の効果
を奏する。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　〔第１実施形態〕
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本発明の印刷管理サーバおよびプリンタを適用可能な印刷システムの構成の一
例を示すシステム構成図である。
　図１に示すように、本実施形態の印刷システムは、１又は複数のクライアント端末４０
０（例えば、ユーザ毎）、複数のプリンタ３００（プリンタ３００ａ、プリンタ３００ｂ
、…）、印刷管理サーバ１００、認証サーバ２００がローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）６００を介して接続され、印刷管理サーバ１００は、携帯端末５００と通信を行う構
成となっている。
【００２２】
　クライアント端末４００には、不図示のサーバから帳票生成に必要なフォーム及びテキ
ストデータを取得し、オーバレイを行い帳票を生成する帳票ソフトがインストールされて
いる。この帳票ソフトは、生成された帳票をＳＯＡＰ等の通信を用いて、当該帳票を帳票
の印刷実行命令、ユーザ識別情報とともに印刷管理サーバへ送信する。なお、本実施例で
は印刷データとして帳票を考え、以降の説明を行うが、印刷データは、プリンタで通常印
刷可能なデータであればよく、ワープロソフトで作成される一般的な文書、あるいは画像
編集ソフトで作成される画像等も含まれる。
【００２３】
　印刷管理サーバ１００には、プリンタドライバがインストールされ、受信した帳票（印
刷データ）を帳票管理データベース（後述する図５）に蓄積し、出力指示に基づいてプリ
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ンタドライバを介してプリンタ３００へ印刷データを送信する。
【００２４】
　認証サーバ２００は、認証用テーブル（後述する図８）を記憶し、プリンタ３００のカ
ードリーダ（後述する図３の３１９）へ携帯端末５００をかざすことによってなされる認
証依頼に応じて、認証用テーブルを用いて認証処理を行う。
【００２５】
　以下、図２を用いて、図１に示したクライアント端末４００、印刷管理サーバ１００、
認証サーバ２００に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成について説明する。
【００２６】
　図２は、図１に示したクライアント端末４００、印刷管理サーバ１００、認証サーバ２
００に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図２において、２０１はＣＰＵで、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２
０２あるいは外部メモリ２１１からＲＡＭ２０３にロードして、ロードしたプログラムを
実行することで各種動作を実現し、システムバス２０４に接続される各デバイスやコント
ローラを統括的に制御する。
【００２８】
　また、ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰＵ２０１の制御プログラムで
あるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティ
ングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或いは各ＰＣの実行する機能を実現
するために必要な後述する各種プログラム等が記憶されている。２０３はＲＡＭで、ＣＰ
Ｕ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
【００２９】
　また、２０５は入力コントローラで、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のマウス等の
ポインティングデバイス等からの入力を制御する。２０６はビデオコントローラで、ＣＲ
Ｔディスプレイ（ＣＲＴ）２１０等の表示器への表示を制御する。なお、図２では、ＣＲ
Ｔ２１０と記載しているが、表示器はＣＲＴだけでなく、液晶ディスプレイ等の他の表示
器であってもよい。これらは必要に応じて管理者が使用するものである。
【００３０】
　なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォン
トの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ＣＲＴ２１０上での表示を可能と
している。また、ＣＰＵ２０１は、ＣＲＴ２１０上の不図示のマウスカーソル等でのユー
ザ指示を可能とする。
【００３１】
　２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム、各種のアプリケーション、フォン
トデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ等を記憶するハードディスク（Ｈ
Ｄ）や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタ
を介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１への
アクセスを制御する。
【００３２】
　２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワーク（例えば、図１に示したＬＡＮ６０
０）を介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実
行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
【００３３】
　本発明を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されてお
り、必要に応じてＲＡＭ２０３にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行され
るものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる定義ファイル及び各種情報
テーブル等も、外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明も後述
する。
【００３４】
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　次に、図３を用いて、図１に示したプリンタ３００を制御するコントローラユニット３
１６のハードウェア構成について説明する。
【００３５】
　図３は、図１に示したプリンタ３００のコントローラユニット３１６のハードウェア構
成の一例を示すブロック図である。
【００３６】
　図３において、３１６はコントローラユニットで、画像入力デバイスとして機能するス
キャナ部３１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ部３１２と接続する一方、
ＬＡＮ（例えば、図１に示したＬＡＮ６００）や公衆回線網（ＷＡＮ）（例えば、ＰＳＴ
ＮまたはＩＳＤＮ等）と接続することで、画像データやデバイス情報の入出力を行う。
【００３７】
　コントローラユニット３１６において、３０１はＣＰＵで、システム全体を制御するプ
ロセッサである。３０２はＲＡＭで、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモ
リであり、プログラムを記録するためのプログラムメモリや、画像データを一時記録する
ための画像メモリでもある。
【００３８】
　３０３はＲＯＭで、システムのブートプログラムや各種制御プログラムが格納されてい
る。３０４はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で、システムを制御するための各種プロ
グラム、画像データ等を格納する。
【００３９】
　３０７は操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）で、操作部３０８とのインタフェース
部である。また、操作部Ｉ／Ｆ３０７は、操作部３０８から入力したキー情報（例えば、
スタートボタンの押下）をＣＰＵ３０１に伝える役割をする。
【００４０】
　３０５はネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ
Ｉ／Ｆ）で、ネットワーク（ＬＡＮ）に接続し、データの入出力を行う。３０６はモデム
（ＭＯＤＥＭ）で、公衆回線網に接続し、ＦＡＸの送受信等のデータの入出力を行う。
【００４１】
　３１８は外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）で、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、プリンタ
ポート、ＲＳ－２３２Ｃ等の外部入力を受け付けるＩ／Ｆ部である。本実施形態において
は、認証で必要となる携帯端末５００のＩＣカード（記憶媒体、後述する図４の４１９）
の読み取り用のカードリーダ３１９が外部Ｉ／Ｆ部３１８に接続されている。そして、Ｃ
ＰＵ３０１は、この外部Ｉ／Ｆ３１８を介してカードリーダ３１９（読取部）によるＩＣ
カードからの情報読み取りを制御し、ＩＣカードから読み取られた情報を取得可能である
。以上のデバイスがシステムバス３０９上に配置される。尚、カードリーダに限らず、指
紋リーダ（不図示）を備えてもよく、この場合、指紋リーダで読み取った指紋から値を算
出し、この算出された値と識別情報として用いる。
【００４２】
　３２０はイメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ
ＢＵＳ Ｉ／Ｆ）であり、システムバス３０９と画像データを高速で転送する画像バス３
１５とを接続し、データ構造を変換するバスブリッジである。
【００４３】
　画像バス３１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス３１５
上にはイメージバスインタフェース３２０に加えて、ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ
）３１０と、プリンタインタフェース（プリンタＩ／Ｆ）３１１と、スキャナインタフェ
ース（スキャナＩ／Ｆ）３１３と、画像処理部３１７とが配置される。
【００４４】
　３１０はラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）で、例えば、ＰＤＬコード等のベクトル
データをビットマップイメージに展開する。３１１はプリンタインタフェース（プリンタ
Ｉ／Ｆ）で、プリンタ部３１２とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同
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期系／非同期系の変換を行う。また、３１３はスキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ
）で、スキャナ部３１４とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同期系／
非同期系の変換を行う。
【００４５】
　３１７は画像処理部で、入力画像データに対し補正、加工、編集を行ったり、プリント
出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行ったりする。また、これに
加えて、画像データの回転や、多値画像データに対してはＪＰＥＧ、２値画像データに対
してはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００４６】
　スキャナ部３１４は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤラインセンサで走査する
ことで、ラスタイメージデータとして電気信号に変換する。原稿用紙を原稿フィーダのト
レイにセットし、装置使用者が操作部３０８から読み取り起動指示することにより、ＣＰ
Ｕ３０１がスキャナ部３１４に指示を与え、原稿フィーダは原稿用紙を１枚ずつフィード
し原稿画像の読み取り動作を行う。
【００４７】
　プリンタ部３１２は、ラスタイメージデータを用紙上の画像に変換する部分である。そ
の方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからイン
クを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等があるが、どの方式でも
構わない。プリント動作の起動は、ＣＰＵ３０１からの指示によって開始する。なお、プ
リンタ部３１２には、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の
給紙段を持ち、それに対応した用紙カセットがある。
【００４８】
　操作部３０８は、ＬＣＤ表示部を有し、ＬＣＤ表示部の上にはタッチパネルシートが貼
られている。ＬＣＤ表示部は、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキ
ーが押されるとその位置情報を操作部Ｉ／Ｆ３０７を介してＣＰＵ３０１に伝える。また
、操作部３０８は、各種操作キーとして、例えば、スタートキー、ストップキー、リセッ
トキー等を備える。
【００４９】
　尚、表示部はプリンタによって表示性能が異なり、タッチパネルを介して操作をできる
プリンタ、単に液晶画面を備え文字列を表示（印刷状態や印刷している文書名の表示）さ
せるだけのプリンタ、あるいは表示部を持たず、操作キーのみ有するプリンタ等があるが
、どの方式でも構わない。
【００５０】
　ここで、操作部３０８のスタートキーは、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに
用いる。また、操作部３０８のストップキーは、稼働中の動作を止める働きをする。リセ
ットキーは、操作部からの設定を初期化する時に用いる。
【００５１】
　カードリーダ３１９は、ＣＰＵ３０１からの制御により、ＩＣカードに記憶されている
情報を読み取り、読み取った情報を外部Ｉ／Ｆ３１８を介してＣＰＵ３０１へ通知する。
読取方法は、非接触型としても、接触型としても構わない。また、本実施例では読取手段
としてカードリーダを外付けとする構成について説明するが、読み取り部をプリンタ本体
に設ける構成等でもよい。
【００５２】
　以上のような構成によって、プリンタ３００は、カードリーダ３１９を介してＩＣカー
ドから読み取った情報やスキャナ部３１４から読み込んだ画像データをＬＡＮを介して送
信したり、ＬＡＮを介して受信した印刷データをプリンタ部３１２により印刷出力したり
することができる。
【００５３】
　また、スキャナ部３１４から読み込んだ画像データをモデム３０６により、公衆回線網
を介してＦＡＸ送信したり、公衆回線網を介してＦＡＸ受信した画像データをプリンタ部
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３１２により出力したりすることができる。
【００５４】
　以下、図４を用いて、図１に示した携帯端末５００のハードウェア構成について説明す
る。携帯端末は、データの送受信を行う送受信部と、各種情報を表示する表示部と、表示
情報に基づく選択が可能な入力部があればよい。例えば、携帯電話やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）などである。本実施例では、携帯端末
として携帯電話を用いた場合を説明する。
【００５５】
　図４は、図１に示した本実施例の携帯端末５００のハードウェア構成を説明するブロッ
ク図である。
【００５６】
　図４に示すように、携帯端末５００は、制御部４１１と、受話部４１２と、送話部４１
３と、送受信部４１４と、表示部４１５と、入力部４１６と、ＲＯＭ４１７と、ＲＡＭ４
１８と、ＩＣカード４１９とを備える。
【００５７】
　制御部４１１は、ＲＯＭ４１７に格納されたプログラムに従って動作し、この携帯端末
全体の動作を制御する。
【００５８】
　受話部４１２は、スピーカなどを備え、制御部４１１から供給されるディジタル音声信
号をアナログ音声信号に変換し、スピーカから放音する。送話部４１３は、マイクロフォ
ンなどを備え送信対象の音声データを取り込み、ディジタル信号に変換して制御部４１１
に供給する。
【００５９】
　送受信部４１４は、印刷管理サーバ１００との間で、アンテナを介して無線通信を行う
。表示部４１５は、様々な情報を表示する。
【００６０】
　なお、携帯端末５００と印刷管理サーバ１００との無線通信は不図示の基地局を介して
行うように構成されている。
【００６１】
　入力部４１６は、ダイアルボタンなどを備え、様々な指示を入力する。ＲＯＭ４１７は
、制御部４１１の動作プログラム及び固定データを記憶する。
【００６２】
　ＲＡＭ４１８は、バッテリによりバックアップされており、制御部４１１のワークエリ
アとして機能し、外部から取得した情報を一時記憶する。
【００６３】
　ＩＣカード４１９は、ＩＣチップにより構成される記憶媒体であり、所定の識別情報が
書き込まれている。所定の識別情報とは、製造番号や個人を特定する情報などである。ま
た、プリンタ３００に備えてあるカードリーダ３１９との間で通信がなされる。なお、本
実施例ではＩＣカード４１９は携帯端末５００に内蔵されている。
【００６４】
　以下、図５～図７を参照して、図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１
に記憶されるデータについて説明する。
【００６５】
　図５は、図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶される帳票管理
データベースの一例を示す模式図である。
【００６６】
　図５に示すように、帳票管理データベースは、タイムスタンプ５０１、ユーザ名５０２
、文書名５０３、印刷状態５０４、帳票データ５０５が対応付いて構成される。
【００６７】
　タイムスタンプ５０１は、印刷管理サーバ１００が帳票データ５０５を受信した日時を
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示す。ユーザ名５０２、文書名５０３は、クライアント端末４００から帳票データ５０５
とともに受信したユーザ名（ユーザ識別情報）、文書名に対応する。印刷状態５０４は、
帳票データ５０５の印刷状態を示す。例えば、未出力であることや出力済であることなど
である。帳票データ５０５は、クライアント端末４００において作成し、印刷管理サーバ
１００に送信した帳票データである。
【００６８】
　なお、この帳票管理データベースは、上述したようにクライアント端末４００から印刷
管理サーバ１００に登録されるものとする。
【００６９】
　図６は、図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶されるプリンタ
ドライバ関連テーブルの一例を示す模式図である。
【００７０】
　図６に示すように、プリンタドライバ関連テーブルは、プリンタ名６０１、プリンタＩ
Ｐアドレス６０２、プリンタドライバ名６０３から構成される。
【００７１】
　プリンタ名６０１とプリンタドライバ名６０３は個々のプリンタとプリンタドライバに
ついて設けられる。プリンタＩＰアドレスは、個々のプリンタに割り振られるＩＰアドレ
スである。
【００７２】
　なお、このプリンタドライバ関連テーブルは、印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１
１に予め登録されているものとする。
【００７３】
　図７は、図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶されるプリンタ
表示部有無テーブルの一例を示す模式図である。
【００７４】
　プリンタ表示部有無テーブルは、プリンタ名とプリンタＩＰアドレスと、表示部有無情
報により構成される。プリンタ名とプリンタＩＰアドレスは個々のプリンタについて設け
られる。表示部有無情報は、個々のプリンタに、（帳票データ一覧を表示できる）表示部
があるか否か等を示すものである。
【００７５】
　なお、このプリンタ表示部有無テーブルは、印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１
に予め登録されているものとする。
【００７６】
　以下、図８を参照して、図１に示した認証サーバ２００の外部メモリ２１１に記憶され
る認証用テーブルについて説明する。
【００７７】
　図８は、図１に示した認証サーバ２００の外部メモリ２１１に記憶される認証用テーブ
ルの一例を示す模式図である。
【００７８】
　図８に示すように、認証用テーブルは、製造番号８０１、ユーザ名８０２、メールアド
レス８０３、部門ＩＤ８０４、部門パスワード８０５、管理者権限８０６、携帯端末識別
情報８０７等から構成される。
【００７９】
　製造番号８０１は、携帯端末５００内蔵のＩＣカード４１９の製造番号であり、ＩＣカ
ード（記憶媒体）を識別する情報である。ユーザ名８０２とメールアドレス８０３は、ユ
ーザ個人が設定するユーザ名とメールアドレスである。部門ＩＤ８０４と部門パスワード
８０５はユーザが所属する部門ごとに設けられたＩＤとパスワードである。管理者権限８
０６は、ユーザの持つ管理者権限の情報である。携帯端末識別情報８０７は、個々の携帯
端末を識別するための情報であり、例えば電話番号やＩＰアドレスなどである。
　尚、携帯端末５００には、その携帯端末５００を所有するユーザ（利用者）を特定する



(15) JP 4881915 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

ためのＩＣカードが挿入可能に構成されており、このＩＣカードは、他の携帯端末に差し
替えるだけで、他の携帯端末が自分の携帯端末と同様に使えるようにするためのものであ
る。つまり、このユーザを特定するためのＩＣカードの識別番号を携帯端末識別情報とし
て使用することも可能である。
【００８０】
　以下、図９のフローチャートを参照して、図８に示した認証用テーブルへの製造番号８
０１及び携帯端末識別情報８０７の登録処理を説明する。なお、本実施形態では、認証サ
ーバ２００には、不図示の外部インタフェース（例えばＵＳＢ）を介して、携帯端末５０
０内蔵のＩＣカード４１９の読み取り用のカードリーダ（図３のカードリーダ３１９と同
様の機能）が接続されている。そして、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、カードリー
ダによるＩＣカード４１９の情報読み取りを制御し、ＩＣカード４１９から読み取られた
情報を取得可能である。
【００８１】
　図９は、本発明における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャートであり、本発
明における認証用テーブル登録処理に対応する。
【００８２】
　なお、図中、Ｓ１は、携帯端末５００のステップに対応し、携帯端末５００の制御部４
１１がＲＯＭ４１７に格納されるプログラムを実行することにより実現される。
【００８３】
　また、Ｓ２～Ｓ３は、認証サーバ２００の各ステップに対応し、認証サーバ２００のＣ
ＰＵ２０１が外部メモリ２１１に格納されるプログラムをＲＡＭ２０３上で実行すること
により実現される。
【００８４】
　まず、ステップＳ１において、携帯端末５００の制御部４１１は、携帯端末５００のＲ
ＯＭ４１７等に記憶されている携帯端末識別情報（例えば電話番号やＩＰアドレス等）を
認証サーバ２００へ送信する。
【００８５】
　ステップＳ２において、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、携帯端末５００から送信
される携帯端末識別情報を受信する。
【００８６】
　この携帯端末識別情報の受信後の所定期間、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、カー
ドリーダによる携帯端末５００内蔵のＩＣカード４１９の読み取りを行う。
【００８７】
　携帯端末５００がカードリーダにかざされると、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、
これを検知し、ＩＣカード４１９の製造番号を読み出す（Ｓ３）。
【００８８】
　次に、ステップＳ４において、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ２で受
信した携帯端末識別情報と、ステップＳ３で読み取った製造番号を関連付け、製造番号を
キーにして図６に示す認証用テーブルの製造番号８０１、携帯端末識別情報８０７へ登録
する。
【００８９】
　なお、図９に示した処理を実行しなくても、管理者が手作業等により、製造番号８０１
と携帯端末識別情報８０７とを認証用テーブルに登録しておく方法であっても、本発明を
実現可能である。
【００９０】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートを参照して、本発明における印
刷処理について説明する。
【００９１】
　図１０Ａおよび図１０Ｂおよび図１０Ｃは、本発明における第２の制御処理手順の一例
を示すフローチャートであり、本発明における、印刷指示に基づいた印刷に関する処理に
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対応する。
【００９２】
　なお、図１０Ａ中、Ｓ１０１～Ｓ１０３は、認証サーバ２００のステップに対応し、認
証サーバ２００のＣＰＵ２０１が外部メモリ２１１に格納されるプログラムをＲＡＭ２０
３上で実行することにより実現される。
【００９３】
　また、図１０Ｂ中、Ｓ２０１～Ｓ２１７および図１０Ｃ中、Ｓ５０１～Ｓ５０８は、印
刷管理サーバ１００の各ステップに対応し、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が外部
メモリ２１１に格納されるプログラムをＲＡＭ２０３上で実行することにより実現される
。
【００９４】
　なお、図１０Ｃ中、Ｓ５０１～Ｓ５０８は、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が常
時実行しているメインスレッドのプログラムの各ステップを示し、図１０Ｂ中、Ｓ２０１
～Ｓ２１７は、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が、実際に印刷の制御を行う際に、
一連の印刷処理プロセスごとに複数並行して実行可能なサブスレッドのプログラムの各ス
テップを示している。
【００９５】
　また、図１０Ｂ中、Ｓ３０１～Ｓ３１４は、携帯端末５００のステップに対応し、携帯
端末５００の制御部４１１がＲＯＭ４１７に格納されるプログラムを実行することにより
実現される。
【００９６】
　また、図１０Ａ中、Ｓ４０１～Ｓ４１９は、プリンタ３００（ここではプリンタ３００
ａとして説明するがどのプリンタであってもよい）のステップに対応し、プリンタ３００
ａのＣＰＵ３０１がＲＯＭ３０３に格納されるプログラムを実行することにより実現され
る。
【００９７】
　また、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ中、I６０１～I６０９およびI７０１～I７０３は
、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃで各ステップ間のデータの受け渡しの結びつきを示すた
めの関連づけのための記号である。
【００９８】
　また、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ中の各ステップをつなぐ実線は、処理の流れの順
序を示し、破線は、各プログラム間のデータの受け渡しの流れを示すものである。
【００９９】
　まず、ユーザが携帯端末５００にアプリケーション（印刷管理サーバ１００との接続を
行うための接続アプリケーション）の起動を指示すると、ステップＳ３０１において、携
帯端末５００の制御部４１１は、アプリケーションを起動し、ステップＳ３０２において
、携帯端末５００の携帯端末識別情報を接続情報として含む接続要求を印刷管理サーバ１
００に送信する。
【０１００】
　印刷管理サーバ１００では、ステップＳ５０１において、接続要求を受信（I６０９）
すると、ステップＳ５０２において、携帯端末５００の接続アプリケーションからの接続
要求（接続情報として携帯端末識別情報を含む）に基づき、携帯端末５００に対応するサ
ブスレッドの存在を検索する。サブスレッドの検索は後述する図１１に示すスレッド管理
テーブルに対して、携帯端末識別情報をキーにして実施する。初回の検索においては、サ
ブスレッドは存在しないため、検索結果は対象サブスレッド無しとなる。
【０１０１】
　次に、ステップＳ５０３において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、サブスレ
ッドの検索結果が対象サブスレッド無しであると判断された場合は、ステップＳ５０４へ
進み、新規のサブスレッドを生成し、図１１に示すスレッド管理テーブルに新しいサブス
レッドの情報のレコードを追加（書込）する。
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【０１０２】
　図１１は、印刷管理サーバ１００のＲＡＭ２０３内に記憶されるスレッド管理テーブル
の一例を示す図である。
【０１０３】
　図１１に示すように、スレッド管理テーブルでは、サブスレッドを識別するスレッドＩ
Ｄ１１０１とユーザ名１１０２、携帯端末識別情報１１０３、プリンタＩＰアドレス（プ
リンタ識別情報）１１０４、スレッドポインタ１１０５が関連付け（対応付け）られてい
る。
【０１０４】
　スレッドＩＤ１１０１は、サブスレッド生成時にユニークな値が割り当てられる。携帯
端末識別情報１１０３は携帯端末５００の接続情報より取得した値を記録する。スレッド
ポインタ１１０５は、生成したサブスレッドのＲＡＭ２０３内における実行プログラムの
アドレス情報を指し示す情報を記録する。ユーザ名１１０２、プリンタＩＰアドレス１１
０４は、この時点ではデータの無い状態である。
【０１０５】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１０６】
　次に、ステップＳ５０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップ
Ｓ５０１で受信した内容が携帯端末５００からの接続情報を含む接続要求であると判断し
た場合には、ステップＳ５０６へ進む。
【０１０７】
　次に、ステップＳ５０６において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップ
Ｓ５０４で生成したサブスレッドに対し、接続情報を含む接続要求の受け渡しを実施（I
７０１）した後、再びステップＳ５０１の受信待ち状態となる。
【０１０８】
　ステップＳ５０６において、接続要求の受け渡しを受けたサブスレッドは、ステップＳ
２０１においてこれを受け渡される（I７０１）。これにより、印刷管理サーバ１００と
携帯端末５００との接続が確立される。つまり、印刷管理サーバから帳票データの一覧を
受け取り、携帯端末５００の表示部に帳票データの一覧を表示させ、印刷指示を行うこと
が可能となる。尚、後述するＳ４０１～Ｓ４０３のＩＣカードをかざすことで認証され、
Ｓ２０６で帳票データの一覧を携帯端末に送信（一覧情報送信）する際、印刷管理サーバ
１００と携帯端末５００との接続が確立されていない場合には、後述する第２実施形態の
電子メールを用いて帳票データの一覧を表示させるように構成しても良い。
【０１０９】
　ステップＳ２０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、受け渡された情
報が携帯端末５００からの接続要求であると判断した場合、ステップＳ２０３へ進み、携
帯端末とのセッションを確立した後、再びステップＳ２０１の受信待ち状態となる。
【０１１０】
なお、このセッションは、解放されるまで対象のサブスレッドにおいて管理されるものと
する。なお、携帯端末５００との通信が一定時間なされない場合、セッションを解放する
ように構成してもよい。
【０１１１】
　なお、携帯端末５００のアプリケーションを印刷管理サーバ１００からの命令により起
動させる場合は、印刷管理サーバ１００が能動的にサブスレッドを生成する前提で、Ｓ３
０１、Ｓ３０２、およびＳ２０１、Ｓ２０２での接続要求の処理を実行しなくても、本実
施形態は実現可能である。
【０１１２】
　携帯端末５００と印刷管理サーバ１００とのセッション（接続）が確立したのに続いて
、ステップＳ４０１において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、携帯端末５００がカ
ードリーダ３１９にかざされたことを検知すると、携帯端末５００内蔵のＩＣカード４１
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９の製造番号を読み取る。次に、ステップＳ４０２において、製造番号を認証情報として
、認証サーバ２００へ送信する（認証情報送信）。
【０１１３】
　そして、認証サーバ２００は、ステップＳ１０１において、プリンタ３００ａから送信
される製造番号を受信する。次に、ステップＳ１０２において、認証サーバ２００のＣＰ
Ｕ２０１は、受信した製造番号と図８に示す認証用テーブル（認証サーバ２００の外部メ
モリ２１１内に記憶されている）を参照して正規のユーザか否かの認証を行う。
【０１１４】
　次に、ステップＳ１０３において、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、Ｓ１０２の認
証結果を、認証を要求したプリンタ（プリンタ３００ａ）に送信する。具体的には、認証
用テーブルに受信した製造番号が登録されていれば、認証された（正常認証）と判断し、
製造番号をキーにして取得した認証用テーブルのユーザ名８０２、携帯端末識別情報８０
７を含む認証結果をプリンタ３００ａに送信する。また、認証用テーブルに受信した製造
番号が登録されていない場合、認証エラーと判断し、認証エラーを示す情報を含む認証結
果をプリンタ３００ａに送信する。
【０１１５】
　プリンタ３００ａは、認証サーバ２００から送信される認証結果をステップＳ４０３に
おいて受信する。次に、ステップＳ４０４において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は
、受信した認証結果に基づいて正常認証されたか否かを判定し、正常認証されなかった（
認証結果にユーザ名が含まれていない）と判定した場合には、ステップＳ４０１に戻り、
再度、携帯端末がかざされるのを待機する状態となる。
【０１１６】
　一方、ステップＳ４０４において、正常認証された（認証結果にユーザ名、携帯端末識
別情報が含まれている）と判定した場合には、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、ステ
ップＳ４０５に処理を進める。
【０１１７】
　次に、ステップＳ４０５では、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、上記受信した認証
結果に含まれるユーザ名、携帯端末識別情報に基づき、印刷管理サーバ１００へ図１８に
示す認証ユーザの印刷情報セット要求を送信する（ユーザ識別情報送信）。（I６０１）
【０１１８】
　なお、印刷情報セットとは、プリンタと印刷管理サーバ間で送受信される情報群である
。この情報群は図１９～図２３のように、情報群の種別を表す情報種別と、Ｓ５０４で生
成され図１１で管理されているスレッドＩＤと、情報種別ごとに必要な情報で構成されて
いる。
【０１１９】
　なお、スレッドＩＤとは、携帯端末がかざされると、そのかざされた携帯端末の処理が
あるかを特定するための識別情報である。このスレッドＩＤを持つことによって、例えば
特定の携帯端末５００が１回目にかざされると、スレッドＩＤが生成され、帳票データの
一覧を携帯端末５００に送るので、同じ携帯端末５００がかざされる（２回目）と既に帳
票データの一覧を送っていることを特定することができ、２回目にかざされた時には出力
指示された帳票データを印刷するための動作に移ることができる。（1回目にかざされた
ときと２回目にかざされたときにどの処理を行えばよいかがわかる。）
【０１２０】
　図１８は、プリンタ３００ａから印刷管理サーバ１００に送信される印刷情報セット要
求の一例を示す図である。
【０１２１】
　図１８に示すように、印刷情報セット要求には、上記受信した認証結果に含まれるユー
ザ名を１８０１、携帯端末識別情報を１８０２、プリンタ３００ａのＩＰアドレスを１８
０３に記録して送信する。
【０１２２】
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　なお、本実施の形態では、プリンタ３００ａが、ＩＣカードの４１９の製造番号をキー
にしてユーザ名（ユーザ識別情報）と携帯端末識別情報を認証サーバ２００から取得して
、印刷管理サーバ１００に送信するように構成したが、印刷管理サーバ１００に予めユー
ザ名と携帯端末識別情報とＩＣカードの製造番号を紐付けて記憶管理するように構成して
も良い。この場合、プリンタ３００ａが、ＩＣカード４１９の製造番号を印刷管理サーバ
１００に送信し、印刷管理サーバでＩＣカード４１９の製造番号をキーにしてユーザ名お
よび携帯端末識別情報を取得することになる。
【０１２３】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１２４】
　次に、印刷管理サーバ１００では、ステップＳ５０１において、ステップＳ４０５でプ
リンタ３００ａから送信される認証ユーザの印刷情報セット要求を受信すると（ユーザ識
別情報受信）、ステップＳ５０２へ進み、印刷情報セット要求内の携帯端末識別情報に対
応するサブスレッドの存在を検索し、その後、ステップＳ５０３へ進む。サブスレッドの
検索は図１１に示すスレッド管理テーブルに対して、携帯端末識別情報をキーにして実施
する。本実施形態では、すでにセッションを確立しているため、必ず対象サブスレッドが
検索される。スレッド管理テーブルのユーザ名１１０２、プリンタＩＰアドレス１１０４
はデータの無い状態であったが、ここに印刷情報セット要求内のユーザ名１８０１、プリ
ンタＩＰアドレス１８０３を記録する。ステップＳ５０３では、サブスレッドの検索結果
は対象サブスレッド有りと判断されるため、ステップＳ５０５へ進む。
　尚、記録（記憶）するプリンタのＩＰアドレスは、印刷情報セット要求に含まれるよう
に構成したが、プリンタ３００ａと、印刷管理サーバ１０００が通信するプロトコル（例
えば、ＴＣＰ／ＩＰ通信）から取得するように構成してもよい。
【０１２５】
　次に、ステップＳ５０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップ
Ｓ５０１で受信した内容がプリンタ３００ａからの印刷情報セット要求であると判断した
場合には、ステップＳ５０７へ進む。
【０１２６】
　次に、ステップＳ５０７において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、対象サブ
スレッドに対し、印刷情報セット要求の受け渡しを実施（I７０２）した後、再びステッ
プＳ５０１の受信待ち状態となる。
【０１２７】
　ステップＳ５０７において、印刷情報セット要求の受け渡しを受けたサブスレッドは、
ステップＳ２０１においてこれを受け渡される。（I７０２）
【０１２８】
　次に、ステップＳ２０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、受け渡さ
れた情報が携帯端末５００からの接続要求ではない（印刷情報セット要求である）と判断
し、ステップＳ２０４へ進む。
【０１２９】
　次に、ステップＳ２０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリンタ
３００ａに帳票データ一覧を表示できる表示部があるか否かを図７に示したプリンタ表示
部有無テーブルに基づいて判定する。
【０１３０】
　ステップＳ２０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリンタ３００
ａに帳票データ一覧を表示できる表示部があると判定した場合にはステップＳ２０５へ、
表示部がないと判定した場合には、ステップＳ２０６へ処理を進める。
【０１３１】
　プリンタ３００ａに帳票データの一覧を表示できる表示部があると判定した場合は、ス
テップＳ２０５へ処理を進める。
【０１３２】
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　ステップＳ２０５では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、図５に示した帳票管
理データベースを参照する。より詳細には、図５の印刷状態５０４が未出力（未印刷）に
なっている帳票データのうち受信した認証ユーザの印刷情報セット要求に含まれるユーザ
名１８０１に対応する帳票データを検索し帳票データの一覧を生成する。生成された帳票
データの一覧を取得し、プリンタＩＰアドレス１８０３に対応するプリンタ（ここではプ
リンタ３００ａ）に対して送信する（Ｉ６０２）（一覧情報送信）。このときの形式は、
図１９に示す印刷情報セット（帳票一覧）の形式である。
【０１３３】
　図１９は、印刷管理サーバ１００からプリンタ３００ａに帳票データ一覧を送信する場
合の、印刷情報セット（帳票一覧）の形式の一例を示す図である。
【０１３４】
　図１９に示すように、帳票データ一覧の送信には、情報種別１９０１に情報の内容が帳
票データ一覧であることを示す記号を記録し、スレッドＩＤ１９０２にこの情報を返信し
たスレッドのＩＤを記録する。帳票件数１９０３に送信する帳票データの件数を記録し、
帳票データの情報を帳票件数１９０３に記録された数だけ記録する。帳票データの情報に
はタイムスタンプ１９０４、ユーザ名１９０５、文書名１９０６がある。
【０１３５】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１３６】
　プリンタ３００ａは、ステップＳ４０６において、印刷管理サーバ１００から送信され
る帳票データ一覧の印刷情報セットを受信（I６０２）する。すると、ステップＳ４０７
において、情報種別１９０１の内容にしたがって、受信内容が帳票データ一覧であると判
断され、ステップＳ４０８に進む。ステップＳ４０８において、プリンタ３００ａのＣＰ
Ｕ３０１は、受信した帳票データ一覧を操作部３０８の表示部に表示し、ステップＳ４０
９に進み次のイベントが発生するまで待機を行う。
【０１３７】
　図１３は、本発明においてプリンタ３００ａの表示部に表示される帳票データ一覧の一
例を示す模式図である。
【０１３８】
　図１３において、１３０１は帳票データ選択エリアであり、ユーザは、この帳票データ
選択エリア１３０１から印刷する帳票データをタッチ選択する（複数の帳票データを選択
可能である）。
【０１３９】
　１３０２はプリント（Ｐｒｉｎｔ）ボタンであり、このボタンをタッチ指示することに
より、帳票データ選択エリア１３０１で選択状態となっている帳票データの印刷を、印刷
管理サーバ１００に要求することができる。つまり、ステップＳ４０９において、帳票デ
ータ選択エリア１３０１で帳票データが選択され、プリントボタン１３０２がタッチ指示
されると、ステップＳ４１０に進む。ステップＳ４１０でユーザ選択のイベントが発生し
た（プリントボタン１３０２が押下された）と判断された場合には、ステップＳ４１１に
進む。
【０１４０】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１４１】
　一方、印刷管理サーバ１００ではステップＳ２０５の処理を行ったあと、ステップＳ２
０６に進む。尚、本実施の形態では、帳票データの一覧を表示可能な表示部がプリンタに
ある場合、プリンタ及び携帯端末両方に帳票データの一覧を表示できるように構成したた
めステップＳ２０５の処理後、ステップＳ２０６へ進むように構成した。しかしながら、
ステップＳ２０６を処理しないように構成することも可能である。また、ステップＳ２０
４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が、プリンタ３００ａに帳票データ一
覧を表示できる表示部がないと判断していた場合は、ステップＳ２０５を行わずに、ステ
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ップＳ２０６に進む。なお、ステップＳ２０５を行った場合（表示部がある場合）は、プ
リンタ３００ａはステップＳ４０８まで進んでいる（ステップＳ２０８で準備完了ステー
タスが送信され、ステップＳ４０９で受信されるまで待機する）のに対し、ステップＳ２
０５を行っていない場合（表示部がない場合）は、プリンタ３００ａはステップＳ４０６
で印刷管理サーバ１００からの情報の返信を待機したまま（ステップＳ３０７、ステップ
Ｓ２０７の処理を経て、ステップＳ２０８で準備完了ステータスが送信され、ステップＳ
４０９で受信されるまで待機する）となっている。
【０１４２】
　ステップＳ２０６では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、図５に示した帳票管
理データベースを参照し、受信した認証ユーザの印刷情報セット要求に含まれるユーザ名
１８０１に対応する（一致する）未出力の帳票データの一覧（印刷データの識別情報）を
取得し、携帯端末識別情報１８０２と関連付けられているセッションを介して、携帯端末
５００に送信する（一覧情報送信）。このときの形式は、図１９に示す印刷情報セット（
帳票一覧）の形式である。なお、ステップＳ２０５を行っている場合は、改めて帳票デー
タ一覧を取得する必要はなく、ステップＳ２０５でプリンタ３００ａに対して送信したも
のと同じものを送信してもかまわない。
【０１４３】
　次に、携帯端末５００の制御部４１１は、ステップＳ３０３において、印刷管理サーバ
１００から送信された帳票データの一覧の印刷情報セットを受信し、ステップＳ３０４に
おいて、帳票データ一覧を表示部４１５に表示する。その後、ステップＳ３０５に進み、
次のイベントが発生するまで待機を行う。
【０１４４】
　図１２は、本発明において携帯端末５００の表示部４１５に表示される帳票データ一覧
の一例を示す模式図である。
【０１４５】
　図１２において、１２０１は帳票データ選択エリアであり、ユーザは、この帳票データ
選択エリア１２０１から印刷する帳票データを選択（チェック）する（複数の帳票データ
を選択可能である）。
【０１４６】
　１２０２は送信ボタンであり、このボタンを選択指示することにより、帳票データ選択
エリア１２０１で選択状態となっている帳票データの一覧を、印刷管理サーバ１００に送
信する。
【０１４７】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１４８】
　ステップＳ３０５において、帳票データ選択エリア１２０１で印刷する帳票データが選
択（チェック）され、送信ボタン１２０２が選択指示されると、ステップＳ３０６に進み
、ユーザ選択のイベントが発生したと判断され、ステップＳ３０７に進む。
【０１４９】
　ステップＳ３０７において、携帯端末５００の制御部４１１は、帳票データ選択エリア
１２０１で選択された印刷対象の帳票データの一覧を上述のセッションを介して、印刷管
理サーバ１００に送信する。その後、ステップＳ３０５に進み、次のイベントが発生する
まで待機を行う。
【０１５０】
　なお、このときのデータ形式は、帳票データの一覧を受け取ったときと同じ図１９に示
す印刷情報セット（帳票一覧）の形式でかまわないが、今回は印刷対象の帳票データのみ
を返信する点が、受け取り時とは異なる。より詳細には、少なくとも帳票データを識別す
るためのタイムスタンプが送信される。
【０１５１】
　一方、帳票データ一覧を表示できる表示部のあるプリンタの場合、プリンタ３００ａの
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操作部３０８の表示部においても以下のような操作を行うことができる。
【０１５２】
　ステップＳ４０９において、帳票データ選択エリア１３０１で帳票データが選択され、
プリントボタン１３０２がタッチ指示されると、ステップＳ４１０に進み、ユーザ選択の
イベントが発生したと判断され、ステップＳ４１１に進む。
【０１５３】
　ステップＳ４１１において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、帳票データ選択エリ
ア１３０１で選択された印刷対象の帳票データの一覧を、印刷管理サーバ１００に送信す
る（I６０３）。その後、ステップＳ４０９に進み、次のイベントが発生するまで待機を
行う。
【０１５４】
　なお、このときのデータ形式は、帳票データの一覧を受け取ったときと同じ図１９に示
す印刷情報セット（帳票一覧）の形式でかまわないが、今回は印刷対象の帳票データのみ
を返信する点が、受け取り時とは異なる。より詳細には、少なくとも帳票データを識別す
るためのタイムスタンプが送信される。
【０１５５】
　ステップＳ４１１において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１が、印刷対象の帳票デー
タ一覧の印刷情報セットを送信すると、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステッ
プＳ５０１において、これを受ける。（I６０３）
【０１５６】
　印刷管理サーバ１００は、認証ユーザの印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セットを
受信すると、印刷情報セット内のスレッドＩＤ１９０２に基づき同ユーザに対応するサブ
スレッドの存在を検索する。サブスレッドの検索は図１１に示すスレッド管理テーブルに
対して、スレッドＩＤ１９０２をキーにして実施する。すでにセッションを確立した携帯
端末であるため、必ず対象サブスレッドが検索される。
【０１５７】
　次に、ステップＳ５０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップ
Ｓ５０１で受信した内容がプリンタからの印刷情報セットであると判断し、ステップＳ５
０８へ進む。
【０１５８】
　次に、ステップＳ５０８において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、対象サブ
スレッドに対し、ユーザによって選択された印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セット
の受け渡しを実施（I７０３）した後、再びステップＳ５０１の受信待ち状態となる。
【０１５９】
　ステップＳ５０８において、ユーザによって選択された印刷対象の帳票データ一覧の印
刷情報セットの受け渡しを受けたサブスレッドは、ステップＳ２０７においてこれを受け
渡される。（I７０３）
【０１６０】
　ステップＳ２０７において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、携帯端末５００
のステップＳ３０７、又はプリンタ３００ａのステップＳ４１１により送信されるユーザ
によって選択された印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セットのどちらかを受信する（
印刷要求受信）と、印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セットに含まれる１又は複数の
印刷対象の帳票データを取得する。
【０１６１】
　なお、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、上記取得した１又は複数の印刷対象の
帳票データを、図１４に示すサブスレッドごとに生成する印刷管理テーブルに記録する。
【０１６２】
　図１４は、図１に示した印刷管理サーバ１００のＲＡＭ２０３に記憶される印刷管理テ
ーブルの一例を示す模式図である。
【０１６３】
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　図１４に示すように印刷管理テーブルは、ユーザ名１４０１、プリンタ名１４０２、Ｉ
Ｐアドレス１４０３、ユーザにより選択された印刷対象の帳票のタイムスタンプ１４０４
（選択された数存在する）から構成される。
【０１６４】
　次に、図１０ＢのステップＳ２０７において、印刷管理テーブルを生成する手順の一例
を、図２４を用いて説明する。
【０１６５】
　ステップＳ２４０１において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ＲＡＭ２０３
内に印刷管理テーブルを保持するためのメモリ領域を確保する。このとき、テーブルのヘ
ッダーにあたるユーザ名１４０１、プリンタ名１４０２、ＩＰアドレス１４０３を記録す
るためのメモリ領域のみを確保し、後に順次タイムスタンプ１４０４の領域を追加してい
く方式でもよいし、印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セットの帳票件数１９０３の情
報をもとに、最初から、印刷管理テーブル全体のメモリ領域を確保する方式にしてもよい
。
【０１６６】
　次に、ステップＳ２４０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、本処理
を実行しているサブスレッドのスレッドＩＤをキーにしてスレッド管理テーブルからユー
ザ名１１０２、プリンタＩＰアドレス１１０４を取得し、ユーザ名１４０１、ＩＰアドレ
ス１４０３に記録する。また、プリンタＩＰアドレス１１０４をキーにして、図６のプリ
ンタドライバ関連テーブルからプリンタ名６０１を取得し、プリンタ名１４０２に記録す
る。
【０１６７】
　次に、ステップＳ２４０３において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、印刷対
象の帳票データ一覧の印刷情報セットから順次、タイムスタンプ１９０４を取得する。最
初はテーブルの先頭のタイムスタンプ１９０４を取得する。
【０１６８】
　次に、ステップＳ２４０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、タイム
スタンプ１９０４が取得できたかを確認し、取得できたと判断されれば、ステップＳ２４
０５において、タイムスタンプ１９０４をタイムスタンプ１４０４に追加する。
【０１６９】
　以後、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ２４０３～Ｓ２４０５を繰
り返し実行して印刷対象の帳票データ一覧の印刷情報セットの最後のレコードまでのタイ
ムスタンプの追加を行う。最後のレコードまでの処理が終わった後、ステップＳ２４０４
において、タイムスタンプ１９０４が取得できなかったと判断し、処理を終了する。
【０１７０】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１７１】
　次に、ステップＳ２０８において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、印刷管理
テーブルへの記録が完了した段階で、印刷の準備が完了したことを示すためのステータス
コードを図２０に示す印刷情報セット（ステータスコード）の形式で、プリンタ３００ａ
と携帯端末５００の双方に送信する。尚、本実施の形態では印刷管理テーブルへの記録が
完了した段階を印刷の準備が完了したと判断するように構成したが、これに限ることなく
、帳票データを出力する先のプリンタの記述言語（ページ記述言語）に変換し、すぐに送
信できる状態になったタイミングを印刷の準備完了とすることも可能である。
【０１７２】
　図２０は、印刷管理サーバ１００から携帯端末５００およびプリンタ３００ａにステー
タスコードを送信する場合の印刷情報セット（ステータスコード）の形式の一例を示す図
である。
【０１７３】
　図２０に示すように、ステータスコードの送信には、情報種別２００１に情報の内容が
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ステータスコードであることを示す記号を記録し、スレッドＩＤ２００２にこの情報を送
信したスレッドのＩＤを記録する。ステータスコード２００３には送信するステータスコ
ードを記録する。今回は印刷の準備完了を示すステータスコードを記録する。
【０１７４】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１７５】
　ステップＳ３０５において、携帯端末５００は印刷管理サーバ１００より、図２０に示
す印刷情報セット（ステータスコード）の形式で、印刷の準備完了のステータスコードを
受け取ると、ステップＳ３０６へ進み、印刷の準備完了のステータス受信のイベントが発
生したと判断され、ステップＳ３０８に進む。
【０１７６】
　なお、印刷管理サーバ１００が、ステップＳ２０７において、携帯端末５００がステッ
プＳ３０７において送信した印刷対象の帳票データ一覧を受信していた場合は、携帯端末
５００ではステップＳ３０６～ステップＳ３０７の処理が一度実行されていることになる
。一方、印刷管理サーバ１００が、ステップＳ２０７において、プリンタ３００ａがステ
ップＳ４１１において送信した印刷対象の帳票データ一覧を受信していた場合は、携帯端
末５００ではステップＳ３０６～ステップＳ３０７の処理が実行されていない。しかし、
どちらの場合でも、上述の携帯端末５００における印刷準備完了のステータスコード受信
後の処理（ステップＳ３０６～ステップＳ３０８）は同じである。
【０１７７】
　次に、ステップＳ３０８において、携帯端末５００の表示部４１５に印刷の準備が完了
したことを知らせるメッセージが表示される。
【０１７８】
　図１５（Ａ）は、図４に示した携帯端末５００の表示部４１５に表示された印刷準備完
了を知らせるメッセージの一例を示す模式図である。なお、了解というボタンを押下する
と画面を閉じることを想定しているが、了解ボタンを押下しなくても、イベントの発生に
よって自動的に画面が推移する構成にしてもよい。
【０１７９】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１８０】
　プリンタ３００ａが一覧を表示できる表示部を持っていない場合は、プリンタ３００ａ
のＣＰＵ３０１はステップＳ４０６で待機しているが、印刷管理サーバ１００がステップ
Ｓ２０８において、図２０に示す印刷情報セット（ステータスコード）の形式で印刷準備
完了のステータスコードを送信すると、これを受けて（I６０２）、ステップＳ４０７へ
進む。さらに、情報種別２００１が印刷の準備完了を知らせるステータスコードであるこ
とを判断して、ステップＳ４１２へ進み、プリンタ３００ａが小規模のメッセージの表示
が可能な表示部を持つ場合は印刷の準備が完了したことを知らせるメッセージを表示する
。
【０１８１】
　例えば、プリンタ３００ａがテキスト一行分程度の小規模のメッセージが表示可能な表
示部を持っているような場合では、表示部に「インサツジュンビカンリョウ」などと表示
する。
【０１８２】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１８３】
　一方、プリンタ３００ａが一覧を表示できる表示部を持っている場合、ステップＳ４０
９において、プリンタ３００ａは印刷管理サーバ１００より、図２０に示す印刷情報セッ
ト（ステータスコード）の形式で、印刷の準備完了のステータスコードを受け取ると、ス
テップＳ４１０へ進み、印刷の準備完了のステータス受信のイベントが発生したと判断さ
れ、ステップＳ４１２に進む。
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【０１８４】
　なお、印刷管理サーバ１００が、ステップＳ２０７において、プリンタ３００ａがステ
ップＳ４１１において送信した帳票データ一覧を受信していた場合は、プリンタ３００ａ
ではステップＳ４１０～ステップＳ４１１の処理が一度実行されていることになる。一方
、ステップＳ２０７において、印刷管理サーバ１００が、携帯端末５００がステップＳ３
０７において送信した帳票データ一覧を受信していた場合は、プリンタ３００ａではステ
ップＳ４１０～ステップＳ４１１の処理が実行されていない。しかし、どちらの場合でも
、プリンタ３００ａにおける印刷準備完了のステータスコード受信後の処理（ステップＳ
４１０～ステップＳ４１２）は同じである。
【０１８５】
　次に、ステップＳ４１２において、プリンタ３００ａの表示部に印刷の準備が完了した
ことを知らせるメッセージが表示される。
【０１８６】
　例えば、図１３に示すプリンタ３００ａの表示部下端領域に、「印刷準備完了」などと
メッセージを出すことなどが考えられる。
【０１８７】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０１８８】
　次に、プリンタ３００ａはステップＳ４０１に戻り、携帯端末５００がカードリーダ３
１９にかざされることを待機する。印刷管理サーバ１００もステップＳ２０９でプリンタ
３００ａからの印刷情報セット要求を待機する。
【０１８９】
　印刷を実行せずに待機する理由は、印刷の準備完了と同時に印刷を開始するフローとし
た場合は、ユーザがプリンタ３００ａの付近から離れても印刷物が出力されてしまい、印
刷出力物に対するセキュリティがそこなわれることを回避するためである。印刷を開始す
るにはユーザが再度プリンタ３００ａのカードリーダ３１９に携帯端末５００をかざし、
ＩＣカード４１９を読み取らせることが必要となる。
【０１９０】
　つまり、1回目に携帯端末５００をかざすと、携帯端末５００の表示部４１５に帳票デ
ータ一覧が表示され、２回目に携帯端末５００をかざすと、１回目にかざされた際に表示
された帳票データ一覧で出力指示した帳票がプリンタ３００ａから出力される。また帳票
データ一覧で指示した帳票が複数あれば、２回目以降（３回目から）に携帯端末５００を
かざすと、指示した帳票がそれぞれプリンタ３００ａから出力される。（帳票データ一覧
から出力指示した帳票データの数だけ、携帯端末５００をかざす）。
【０１９１】
　これによって、ユーザがプリンタ３００ａから離れた場所で、携帯端末５００の表示部
４１５で表示される帳票データ一覧から出力指示を行ったとしても、携帯端末５００を再
度プリンタ３００ａにかざさなければならないのでセキュリティの高い印刷を行うことが
可能となる。また、出力指示した帳票（印刷データ）の数だけ、（指示した帳票を出すた
びに）携帯端末５００をかざす必要があるので、出力する時にはユーザがその場（プリン
タ３００ａの前）にいなければならず、更にセキュリティの高い印刷を行うことが可能と
なる。
【０１９２】
　ステップＳ４０１において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、携帯端末５００がカ
ードリーダ３１９にかざされたことを検知すると、携帯端末５００内蔵のＩＣカード４１
９の製造番号を読み出す。これを認証情報として、プリンタ３００ａのステップＳ４０２
～Ｓ４０４、認証サーバ２００のステップＳ１０１～Ｓ１０３における認証を経由した後
、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、ステップＳ４０４において正常認証と判断された
場合に、ステップＳ４０５に処理を進め、ステップＳ４０５において、印刷管理サーバ１
００へ図１８の形式で印刷情報セット要求を送信（I６０１）し、ステップＳ４０６へ処
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理を進める。
【０１９３】
　ステップＳ４０５において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１が、印刷情報セット要求
を送信すると、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０１において、こ
れを受ける。
【０１９４】
　印刷管理サーバ１００は、ステップＳ５０１において、プリンタ３００ａから送信され
る認証ユーザの印刷情報セット要求を受信すると、ステップＳ５０２～Ｓ５０３、Ｓ５０
５、Ｓ５０７の各ステップを経由して、対象サブスレッドに対し、印刷情報セット要求の
受け渡しを実施（I７０２）した後、再びステップＳ５０１の受信待ち状態となる。尚、
Ｉ７０２はステップＳ２０１とステップＳ２０９に処理が移るように構成されているが、
ＩＣカードが１回かざされると、ステップＳ２０８まで処理が移行している。つまり、Ｉ
Ｃカードが１回かざされ印刷準備がなされたあとＩＣカードがかざされる（２回目）から
はステップＳ５０７の後ステップＳ２０９の処理へ移る。
【０１９５】
　ステップＳ５０７において、印刷情報セット要求の受け渡しを受けたサブスレッドは、
ステップＳ２０９においてこれを受け渡される。（I７０２）
【０１９６】
　次に、ステップＳ２０９において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が印刷情報セ
ット要求を受信すると、ステップＳ２１０に進み、図２１の印刷情報セット（印刷開始命
令）の形式で、印刷開始命令をプリンタ３００ａに送信する。（I６０２）
【０１９７】
　図２１は、印刷管理サーバ１００からプリンタ３００ａに印刷開始命令を送信する場合
の印刷情報セット（印刷開始命令）の形式の一例を示す図である。
【０１９８】
　図２１に示すように、印刷開始命令の送信には、情報種別２１０１に情報の内容が印刷
開始命令であることを示す記号を記録し、スレッドＩＤ２１０２にこの情報を送信したス
レッドのＩＤを記録する。タイムスタンプ２１０３、ユーザ名２１０４には、印刷管理テ
ーブルから印刷する帳票データ１件のタイムスタンプ１４０４とユーザ名１４０１を取り
出して記録する。
【０１９９】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０２００】
　次に、ステップＳ４０６において、プリンタ３００ａは、印刷情報セット（印刷開始命
令）の形式で印刷管理サーバ１００から送信された印刷開始命令を受信（I６０２）する
。次に、ステップＳ４０７において、情報種別２１０１の内容にしたがって、受信内容が
印刷開始命令であると判断され、ステップＳ４１３に進む。次に、ステップＳ４１３にお
いて、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、印刷の実施が可能であることを示すステータ
スコードを図２０と同じ印刷情報セット（ステータスコード）の形式で送信する（I６０
５）。このときステータスコード２００３には、印刷可能を示すステータスコードを記録
する。また、印刷開始命令はＲＡＭ３０２上に、そのまま保持しておく。
【０２０１】
　ステップＳ４１３において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１が、印刷可能を示すステ
ータスコードを送信すると、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０１
において、これを受ける。（I６０５）
【０２０２】
　印刷管理サーバ１００は、ステップＳ５０１において、プリンタ３００ａから送信され
る印刷可能を示すステータスコード（図２０）を受信すると、ステップＳ５０２～Ｓ５０
３、Ｓ５０５、Ｓ５０８の各ステップを経由して、対象サブスレッドに対し、印刷可能を
示すステータスコードの受け渡しを実施（I７０３）した後、再びステップＳ５０１の受
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信待ち状態となる。
【０２０３】
　ステップＳ５０８において、印刷可能を示すステータスコードの受け渡しを受けたサブ
スレッドは、ステップＳ２１１においてこれを受け渡される。（I７０３）
　尚、Ｉ７０３はステップＳ２０７とステップＳ２１１に処理が移るように構成されてい
るが、既にステップＳ２１０の処理まで移行しているため、ステップＳ２１０（印刷開始
命令送信）の処理後に発生する印刷情報セット（印刷可能を示すステータスコードをもつ
印刷情報セット）はステップＳ２１１まで処理を移し、ステップＳ２１１で受信するもの
とする。
【０２０４】
　次に、ステップＳ２１１において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が印刷可能を
示すステータスコードを受信すると、ステップＳ２１２に進み、印刷対象帳票の帳票デー
タを取得（印刷データ取得）し（即ち、印刷管理テーブルのタイムスタンプ１４０４に基
づいて帳票管理データベースから取得し）、印刷管理テーブルのＩＰアドレス１４０３が
示すＩＰアドレスのプリンタ（プリンタ３００ａ）に対して、取得した帳票データの印刷
処理を実行する（I６０６）。印刷処理とは、プリンタ３００ａで印刷すべく、出力命令
する（印刷データ出力命令）こと、或いは印刷データをプリンタ３００ａに出力（送信）
することである。
【０２０５】
　なお、この際、ＩＰアドレス１４０３に基づき、プリンタドライバ関連テーブル（図６
）を検索してプリンタドライバを選択し、この選択されたプリンタドライバを通してプリ
ンタ３００ａに帳票データの印刷データを出力（送信）する。また、この印刷処理は、Ｌ
ＰＲ印刷であっても、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）でサポートされている標準ＴＣＰ／Ｉ
Ｐポートを利用した印刷処理でも良い。
【０２０６】
　次に、プリンタ３００ａでは、印刷管理サーバ１００からプリンタドライバを介して出
力された帳票データの印刷データを受信（I６０６）すると、ステップＳ４１４において
、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、受信した帳票データの印刷データに基づくプリン
ト出力を実行する。なお、印刷ヘッダーなどから、タイムスタンプやユーザＩＤを取り出
し、保持している印刷開始命令の内容と照合することにより印刷の可否を確認する処理を
追加してもよい。
【０２０７】
　次に、帳票データの印刷データに基づくプリント出力が完了すると、ステップＳ４１５
において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１は、印刷管理サーバ１００へ図２２の印刷情
報セット（完了通知）の形式で印刷完了通知を送信する。（I６０７）
【０２０８】
　図２２は、プリンタ３００ａから印刷管理サーバ１００に印刷完了通知を送信する場合
の印刷情報セット（完了通知）の形式の一例を示す図である。
【０２０９】
　図２２に示すように、印刷完了通知の送信には、情報種別２２０１に情報の内容が印刷
完了通知であることを示す記号を記録し、スレッドＩＤ２２０２、タイムスタンプ２２０
３、ユーザ名２２０４に、保持していた印刷開始命令のスレッドＩＤ２１０２、タイムス
タンプ２１０３、ユーザ名２１０４を書き写す。タイムスタンプ２２０３、ユーザ名２２
０４は印刷データ内（例えばヘッダー）から取得してもよい。
【０２１０】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０２１１】
　ステップＳ４１５において、プリンタ３００ａのＣＰＵ３０１が、印刷完了通知の印刷
情報セットを送信すると、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０１に
おいて、これを受ける。（I６０７）
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【０２１２】
　印刷管理サーバ１００では、ステップＳ５０１において、プリンタ３００ａから送信さ
れる認証ユーザの印刷完了通知の印刷情報セットを受信すると、ステップＳ５０２～Ｓ５
０３、Ｓ５０５、Ｓ５０８の各ステップを経由して、対象サブスレッドに対し、印刷完了
通知の印刷情報セットの受け渡しを実施（I７０３）した後、再びステップＳ５０１の受
信待ち状態となる。
【０２１３】
　ステップＳ５０８において、印刷完了通知の印刷情報セットの受け渡しを受けたサブス
レッドは、ステップＳ２１３においてこれを受け渡される。（I７０３）
【０２１４】
　次に、印刷管理サーバ１００は、印刷完了通知の印刷情報セットを受信すると（Ｓ２１
３）、受信したタイムスタンプ２２０３に対応するタイムスタンプ１４０４を含むレコー
ドを印刷管理テーブルから削除し、ステップＳ２１４に処理を進める。
【０２１５】
　ステップＳ２１４では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、印刷管理テーブルの
残りの件数をカウントし、その結果を残存件数として図２３に示す印刷情報セット（残存
件数）の形式でプリンタ３００ａ（I６０８）と携帯端末５００の双方に送信する。
【０２１６】
　図２３は、印刷管理サーバ１００から印刷帳票の残存件数を送信する（未出力印刷デー
タ数通知をする）場合の印刷情報セット（残存件数）の形式の一例を示す図である。
【０２１７】
　図２３に示すように、残存件数の送信には、情報種別２３０１に情報の内容が残存件数
であることを示す記号を記録し、スレッドＩＤ２３０２にこの情報を送信したスレッドの
ＩＤを記録する。残存件数２３０３に印刷管理テーブルの残りの件数から未出力の帳票の
件数を記録して送信する（未出力印刷データ数通知）。
【０２１８】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０２１９】
　ステップＳ２１５では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、選択された帳票を全
て印刷完了したか（印刷管理テーブルにタイムスタンプ１４０４がないか）否かを判定し
、まだ全て印刷完了していない（印刷管理テーブルにまだタイムスタンプ１４０４がある
）と判定した場合には、ステップＳ２０９に処理を戻す。
【０２２０】
　一方、ステップＳ２１５において、上記選択された帳票が全て印刷完了した（印刷管理
テーブルにタイムスタンプ１４０４がない）と判定した場合には、ステップＳ２１６に処
理を進める。
【０２２１】
　一方、プリンタ３００ａでは、印刷管理サーバ１００のステップＳ２１４から送信され
た残存件数の印刷情報セットをステップＳ４１６で受信（I６０８）すると、ステップＳ
４１７において、残存件数２３０３が１以上であれば、未出力の帳票が残っていると判断
し、ステップＳ４１８へ進み、プリンタ３００ａが残存件数の表示が可能な表示部を持っ
ている場合は、残りの件数の表示を行う。ステップＳ４１７において、残存件数２３０３
が０であれば、未出力の帳票は存在しないと判断し、ステップＳ４１９へ進み、プリンタ
３００ａがメッセージの表示が可能な表示部を持っている場合は、印刷が完了したことを
知らせるメッセージの表示を行う。
【０２２２】
　例えば、残存件数を知らせるメッセージとしては、図１３に示すプリンタ３００ａの表
示部下端領域に、「Ｘ件の印刷書類が残っています」と表示することなどが考えられる。
また、印刷完了を知らせるメッセージとしては、図１３に示すプリンタ３００ａの表示部
下端領域に、「全書類の印刷が完了しました」と表示することなどが考えられる。
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【０２２３】
　またプリンタ３００ａがテキスト一行分程度の小規模のメッセージが表示可能な表示部
を持っているような場合では、残存件数を知らせるメッセージとしては、表示部に「イン
サツノコリＸケン」と表示することなどが考えられる。また、印刷完了を知らせるメッセ
ージとしては、表示部に「ゼンケンインサツカンリョウ」と表示することなどが考えられ
る。
【０２２４】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０２２５】
　以後、プリンタ３００ａはステップＳ４０１に戻り、再び携帯端末５００をカードリー
ダ３１９にかざすまで待機状態となり、印刷帳票が残っている場合は、携帯端末５００を
かざすたびにステップＳ４０２～Ｓ４０７～Ｓ４１３～Ｓ４１８の流れで印刷を繰り返し
、全ての帳票の印刷が終了したときにＳ４１９へ進む。
【０２２６】
　また一方、携帯端末５００では、印刷管理サーバ１００のステップＳ２１４から送信さ
れた残存件数の印刷情報セットをステップＳ３０９で受信すると、ステップＳ３１０にお
いて、残存件数２３０３が１以上であれば、未出力の帳票が残っていると判断し、ステッ
プＳ３１１へ進み、残りの件数の表示を行う。ステップＳ３１０において、残存件数が０
であれば、未出力の帳票は存在しないと判断し、ステップＳ３１２へ進み、印刷が完了し
たことを知らせるメッセージの表示を行う。
【０２２７】
　図１５（Ｂ）は、図４に示した携帯端末５００の表示部４１５に表示された残存件数を
知らせるメッセージの一例を示す模式図であり、図１５（Ｃ）は、図４に示した携帯端末
５００の表示部４１５に表示された印刷完了を知らせるメッセージの一例を示す模式図で
ある。なお、了解というボタンを押下すると画面を閉じることを想定しているが、了解ボ
タンを押下しなくても、イベントの発生によって自動的に画面が推移する構成にしてもよ
い。
【０２２８】
　以下、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃのフローチャートの説明に戻る。
【０２２９】
　全ての印刷が完了すると、ステップＳ３１３において、携帯端末５００の制御部４１１
は、印刷管理サーバ１００へセッションの切断要求を送信し、印刷管理サーバ１００のＣ
ＰＵ２０１がステップＳ２１６において、セッションの解放処理を行うとセッションが停
止する。
【０２３０】
　次に、ステップＳ３１４で、携帯端末５００の制御部４１１は、アプリケーションを終
了する。
【０２３１】
　最後に、ステップＳ２１７で、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、印刷管理テー
ブルをメモリから解放し、スレッド管理テーブルから自分自身のスレッドＩＤのレコード
を削除し、スレッドを終了する。
【０２３２】
　なお、一定時間、プリンタ３００ａに携帯端末５００がかざされず、プリンタ３００ａ
と印刷管理サーバ１００との間で通信が行われないために、印刷処理が進まない場合には
、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が、自動的にスレッド管理テーブルから自分自身
のスレッドＩＤのレコードを削除し、スレッドを終了するようにしてもよい。この場合は
、ユーザの事情で印刷ができない場合等でも、印刷管理サーバ１００側でユーザの印刷に
係る情報を自動的に削除することができる。
【０２３３】
　なお、Ｓ２０３でセッションが保持されていない場合は、Ｓ２１６、Ｓ３１３の処理は
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行わない。
【０２３４】
〔第２実施形態〕
　第１実施形態では、印刷管理サーバ１００と携帯端末５００との間にセッションをはっ
て通信を行う構成について説明したが、印刷管理サーバ１００と携帯端末５００との間の
通信を電子メールとWebにて行うように構成してもよい。この場合、印刷管理サーバ１０
０と携帯端末５００との間でセッションを維持する必要もなく、携帯端末５００に、印刷
管理サーバ１００との接続を行う専用のアプリケーションが存在しなくてもよい。携帯端
末５００では一般的な電子メール送受信機能とWebブラウザの搭載のみで対応可能である
。
【０２３５】
　この場合、携帯端末５００の電子メールアドレスは、図８に示す認証用テーブルのメー
ルアドレス８０３に格納され、図１０ＡのＳ１０２における認証後に、Ｓ１０３において
、ユーザ名８０２等と一緒に、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１によって、認証要求した
プリンタ３００ａに送信される。
【０２３６】
　以下、図２６を参照して、本実施形態の印刷管理サーバ１００のサブスレッドのおよび
携帯端末５００の処理について説明する。
【０２３７】
　図２６は、本発明における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャートであり、本
発明の第1実施形態における図１０Ｂの印刷管理サーバ１００のサブスレッドと携帯端末
５００の処理を置きかえるものである。
【０２３８】
　また、図中、Ｓ２８２０１～Ｓ２８２１２は、印刷管理サーバ１００の各ステップに対
応し、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が外部メモリ２１１に格納されるプログラム
をＲＡＭ２０３上で実行することにより実現される。
【０２３９】
　同様に、図中、Ｓ２８１０１～Ｓ２８１０６は、携帯端末５００の各ステップに対応し
、携帯端末５００の制御部４１１がＲＯＭ４１７に格納されるプログラムをＲＡＭ４１８
上で実行することにより実現される。
【０２４０】
　また、図中、I６０２～I７０３は、印刷管理サーバ１００のサブスレッドと図１０Ｃま
たは図１０Ａにおける印刷管理サーバ１００のメインスレッドまたはプリンタ３００との
関連づけを行う記号である。
【０２４１】
　ステップＳ２８２０１において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、メインスレ
ッドを経由して送られたプリンタ３００ａからの印刷情報セット要求を受信する。（I７
０２）
【０２４２】
　第２実施形態における印刷情報セット要求の形式を図２７に示す。印刷情報セット要求
は第１実施形態とは異なり、携帯端末識別情報１８０２の代わりに携帯端末５００のメー
ルアドレス２９０２が含まれている。
【０２４３】
　また、第２実施形態におけるスレッド管理テーブルを図２８に示す。スレッド管理テー
ブルには、携帯端末識別情報１１０３の代わりに携帯端末のメールアドレス３００３を記
録する。
【０２４４】
　次のステップＳ２８２０２、Ｓ２８２０３は、図１０ＢのステップＳ２０４、Ｓ２０５
と同じ処理内容である。
【０２４５】
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　次に、ステップＳ２８２０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、図１
０ＢのステップＳ２０６と同様に未出力の帳票データ一覧を取得するが、これを印刷情報
セットにはせず、HTML形式のファイルに記述し、外部メモリ２１１に保存する。このHTML
ファイルは後述する携帯端末５００のWebブラウザで表示可能な形式となっている。
【０２４６】
　次に、ステップＳ２８２０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、HTML
形式のファイルの存在場所を示すURL情報をリンク情報として記載した電子メールをSMTP
プロトコルにより、メールアドレス３００３に示されるメールアドレスに送信する。
【０２４７】
　メールアドレスは携帯端末５００のものであるため、ステップＳ２８１０１において、
携帯端末５００は電子メールを受信する。
【０２４８】
　次に、ステップＳ２８１０２において、携帯端末５００のユーザが、受信した電子メー
ルを開き、表示されたリンク情報を選択すると、Webブラウザが起動し、リンク先のURLへ
の接続要求をHTTPリクエストとして、印刷管理サーバ１００に送信する。
【０２４９】
　次に、ステップＳ２８２０６において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、携帯
端末５００からのHTTPリクエストを受信し、ステップＳ２８２０７において、指定された
URLにしたがって、HTML形式のファイルをHTTPレスポンスとして、携帯端末５００に送信
する。
【０２５０】
　次に、ステップＳ２８１０３において、携帯端末５００は、HTTPレスポンスで受け取っ
たHTMLファイルをホームページとしてWebブラウザ上に表示する。このときの表示内容は
図１２の専用アプリケーションによる帳票データ一覧の表示と同様のものである。
【０２５１】
　次に、ステップＳ２８１０４において、携帯端末５００のユーザが、ホームページを操
作して、ボタン１２０１によって印刷する帳票を選択し、送信ボタン１２０２を押下する
と、選択された帳票データの一覧がHTTPリクエストとして、印刷管理サーバ１００に送信
される。
【０２５２】
　次の、ステップＳ２８２０８は、図１０ＢにおけるステップＳ２０７と同様の動作を行
うが、I７０３を通じて受信するプリンタ３００ａからの帳票データ一覧が第1実施形態と
同じ印刷情報セットであるのに対し、携帯端末５００からの受信はHTTPリクエストの形式
であるという点が異なる。
【０２５３】
　次の、ステップＳ２８２０９は、図１０ＢにおけるステップＳ２０８と同様の動作を行
い、印刷準備完了を通知（印刷準備通知）するが、I６０２またはI６０４を通じてプリン
タ３００ａへ送信する印刷準備完了のステータスコードが第1実施形態と同じ印刷情報セ
ットであるのに対し、携帯端末５００への送信はHTTPレスポンスの形式であるという点が
異なる。ただし、ステップＳ２８２０８において、携帯端末５００からのHTTPリクエスト
を受信していない場合は、携帯端末５００への送信は行わない。
【０２５４】
　次の、ステップＳ２８２１０は、実際にプリンタ３００ａで印刷を実行する一連のプロ
セスであるが、図１０ＢにおけるステップＳ２０９～Ｓ２１５と同様の動作であるため、
省略表記してある。ただし、ステップＳ２１４における残存件数の送信はプリンタ３００
に対してのみ行い、携帯端末５００への送信は行わない。
【０２５５】
　次に、ステップＳ２８２１１において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、印刷
が完了したことを通知する電子メールをメールアドレス３００３に示されるメールアドレ
スに対して送信する。
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【０２５６】
　メールアドレスは携帯端末５００のものであるため、ステップＳ２８１０６において、
携帯端末５００は電子メールを受信する。電子メールの内容は図１５（Ｃ）と同様の内容
である。
【０２５７】
　最後に、ステップＳ２８２１２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、本
スレッドを終了して動作を終了する。
【０２５８】
〔第３実施形態〕
　第１、２実施形態では、表示部４１５を備え、ＩＣカード４１９を内蔵する携帯端末５
００を、プリンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざすことによって印刷を実行する処
理を説明した。第３実施形態は、これに加え、携帯端末と関連付けられていないＩＣカー
ド（以下、「ＩＣカード（独立）」と記載する）を使用する場合でも、印刷を実行できる
ようにしたものである。これにより、例えば、携帯端末を使用するユーザAと、ＩＣカー
ド（独立）を使用するユーザBとが、同じ印刷システムで印刷を実行することができるよ
うになる。
【０２５９】
　ＩＣカード（独立）を使用する場合、ＩＣカード（独立）がプリンタ３００ａのカード
リーダ３１９にかざされると、プリンタ３００ａから認証サーバ２００にはＩＣカード（
独立）の製造番号が送信される。
【０２６０】
　認証サーバ２００は、送信された製造番号と図８の認証用テーブルを参照して正規のユ
ーザか否かの認証を行う。正常認証時にはユーザ名と携帯端末識別情報を認証結果として
プリンタ３００ａに送信する。この時、認証用テーブルにはあらかじめ利用するＩＣカー
ド（独立）に対応する情報を手作業などで追加しておくが、その際、携帯端末識別情報８
０７の内容は空白にしておく。これによりＩＣカード（独立）をかざした場合は認証サー
バ２００の携帯端末識別情報は空白であるため、プリンタ３００ａにはユーザ名８０２と
ともに、空白の携帯端末識別情報を含む認証結果が送信される。
【０２６１】
　プリンタ３００ａは、認証結果を受信する（携帯端末識別情報が空白）と、印刷管理サ
ーバに図１８の印刷情報セット要求を送信する際、ユーザ名１８０１とプリンタ３００ａ
のプリンタＩＰアドレス１８０３を記録し、携帯端末識別情報１８０２は空白を記録して
送信する。（I６０１）
【０２６２】
　印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、図１０ＣにおけるステップＳ５０１で印刷情
報セット要求を受信（I６０１）すると、ステップＳ５０２へ処理を進め、ユーザ名をキ
ーとしてスレッド管理テーブルから対象サブスレッドを検索し（印刷データの一覧情報を
送信したか否かを判断）、その後、ステップＳ５０３へと処理を進める。ステップＳ５０
３において、対象サブスレッドが存在しないと判断された場合は、ステップＳ５０４でサ
ブスレッドを生成し、スレッド管理テーブルにサブスレッドの識別情報であるスレッドＩ
Ｄを追加する。対象サブスレッドが存在する場合は、そのスレッドを対象として先へ進む
。
【０２６３】
　次に、ステップＳ５０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、受信内容
が印刷情報セット要求であると判断すると、ステップＳ５０７へ進み、対象サブスレッド
に印刷情報セット要求を受け渡す。（I７０２）
【０２６４】
　以下、図１６を参照して、本実施形態の印刷管理サーバ１００のサブスレッドの処理に
ついて説明する。
【０２６５】
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　図１６は、本発明における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャートであり、本
発明の第1実施形態における図１０Ｂの印刷管理サーバ１００のサブスレッドの処理を置
きかえるものである。
【０２６６】
　また、図中、Ｓ１６０１～Ｓ１６１２は、印刷管理サーバ１００の各ステップに対応し
、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１が外部メモリ２１１に格納されるプログラムをＲ
ＡＭ２０３上で実行することにより実現される。
【０２６７】
　また、図中、I６０２、I７０１、I７０２、I７０３は、印刷管理サーバ１００のサブス
レッドと図１０Ｃまたは図１０Ａにおける印刷管理サーバ１００のメインスレッドまたは
プリンタ３００との関連づけを行う記号である。
【０２６８】
　図１６において、ステップＳ１６０１は図１０ＢのＳ２０１と同じ処理である。ステッ
プＳ１６０１において、印刷管理サーバ１００のサブスレッドは、携帯端末５００からの
接続要求（I７０１）、または、プリンタ３００ａからの印刷情報セット要求（I７０２）
の受信を待ち、いずれかを受信後、ステップＳ１６０２へ進む。
【０２６９】
　ステップＳ１６０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ１
６０１で受信した内容が、携帯端末５００からの接続要求（I７０１）なのか、プリンタ
３００ａからの印刷情報セット要求（I７０２）なのかを受信した情報の内容から判断し
、携帯端末５００からの接続要求であった場合は、ステップＳ１６０３へ進み携帯端末５
００とのセッションを確立する。
【０２７０】
　一方、ステップＳ１６０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステッ
プＳ１６０１で受信した内容が、プリンタ３００ａからの印刷情報セット要求（I７０２
）であると判断した場合は、ステップＳ１６０４へ進む。ＩＣカード（独立）を使用する
場合は、携帯端末５００からの接続要求は起こりえないため、必ずステップＳ１６０４へ
分岐する判断となる。
【０２７１】
　ステップＳ１６０４では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、認証ユーザの印刷
情報セット要求の送信元プリンタ３００ａに一覧を表示できる表示部があるか否かを、図
７に示したプリンタ表示部有無テーブルに基づいて判定する。
【０２７２】
　ステップＳ１６０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリンタ３０
０ａに帳票データの一覧を表示できる表示部があると判定した場合には、ステップＳ１６
０５に処理を進める。
【０２７３】
　なお、ステップＳ１６０１からステップＳ１６０４までの各ステップは、図１０Ｂのス
テップＳ２０１からステップＳ２０４までの各ステップと同じ内容である。
【０２７４】
　ステップＳ１６０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、図１０Ｂのス
テップＳ２０５と同じ処理を行って、未出力帳票データの一覧をプリンタ３００ａに送信
し、その後、ステップＳ１６０７に処理を進める。
【０２７５】
　一方、ステップＳ１６０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリン
タ３００ａに帳票データの一覧を表示できる表示部がないと判定した場合には、ステップ
Ｓ１６０６に処理を進める。
【０２７６】
　ステップＳ１６０６において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ１
６０１で受信した認証ユーザの印刷情報セット要求の携帯端末識別情報１８０２の内容が
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空白であるかどうかを確認する。
【０２７７】
　ステップＳ１６０６において、携帯端末識別情報１８０２の内容が空白ではないと判断
された場合は、プリンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざしたのは、携帯端末５００
であると言えるため、ステップＳ１６０８に進み、図１０ＢのステップＳ２０６と同じ処
理を行って、未出力帳票データの一覧を携帯端末５００に送信し、その後、ステップＳ１
６１０に処理を進める。
【０２７８】
　一方、ステップＳ１６０６において、携帯端末識別情報１８０２の内容が空白であると
判断された場合は、プリンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざしたのは、携帯端末５
００ではなく、ＩＣカード（独立）であると判断し、ステップＳ１６０９へ処理を進める
。
【０２７９】
　また一方、ステップＳ１６０７においても、ステップＳ１６０６と同じ判断を行い、携
帯端末識別情報１８０２の内容が空白ではないと判断された場合は、ステップＳ１６０８
へ進み、携帯端末５００への未出力帳票の一覧の送信を行うが、携帯端末識別情報１８０
２の内容が空白であると判断された場合は、ステップＳ１６１０へ進む。
【０２８０】
　これにより、ＩＣカード４１９が内蔵される携帯端末５００がかざされたのか、ＩＣカ
ード（独立）がかざされたのかを判定することができるので、帳票データ一覧を携帯に表
示させるか否かを判定することができ、携帯端末５００ではなく、ＩＣカード（独立）を
使用するユーザが存在するような場合でもセキュリティの高い印刷を行うことができる。
【０２８１】
　ステップＳ１６１０において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリンタ３０
０ａ、あるいは携帯端末５００から、印刷を選択された帳票データ一覧の受信を待つが、
この処理は図１０ＢのステップＳ２０７と同じである。
【０２８２】
　ステップＳ１６０９では、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ１６０
１で受信した認証ユーザの印刷情報セット要求に含まれるユーザ名に対応する未出力の帳
票データを帳票管理データベースから全て取得し、本サブスレッドが管理する印刷管理テ
ーブルに追加する。これは、プリンタ３００ａに表示部が無く、携帯端末も使用していな
いため、帳票の一覧を表示するすべがないため、自動的に全帳票を印刷対象とすることで
印刷を実行するためである。
【０２８３】
　次に、図１６のステップＳ１６０９において、印刷管理テーブルを生成する手順の一例
を、図２５を用いて説明する。
【０２８４】
　ステップＳ２５０１において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ＲＡＭ２０３
内に印刷管理テーブルを保持するためのメモリ領域を確保する。このとき、印刷管理テー
ブルのヘッダーにあたるユーザ名１４０１、プリンタ名１４０２、ＩＰアドレス１４０３
を記録するためのメモリ領域のみを確保し、後に順次タイムスタンプ１４０４の領域を追
加していく方式でもよいし、帳票管理データベースの対象となるユーザ名５０２の件数を
カウントして、最初から、印刷管理テーブル全体のメモリ領域を確保する方式にしてもよ
い。
【０２８５】
　次に、ステップＳ２５０２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、本処理
を実行しているサブスレッドのスレッドIDをキーにしてスレッド管理テーブルからユーザ
名１１０２、プリンタＩＰアドレス１１０４を取得し、印刷管理テーブルのユーザ名１４
０１、ＩＰアドレス１４０３に記録する。また、プリンタＩＰアドレス１１０４をキーに
して、図６のプリンタドライバ関連テーブルからプリンタ名６０１を取得し、プリンタ名
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１４０２に記録する。
【０２８６】
　次に、ステップＳ２５０３において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、帳票管
理データベースからから順次、ユーザ名５０２とタイムスタンプ５０１を取得する。最初
はデータベースの先頭のユーザ名５０２とタイムスタンプ５０１を取得する。
【０２８７】
　次に、ステップＳ２５０４において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ユーザ
名５０２とタイムスタンプ５０１が取得できたかを確認し、取得できたと判断されれば、
ステップＳ２５０５に進む。
【０２８８】
　次に、ステップＳ２５０５において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、取得し
たユーザ名５０２が印刷管理テーブルのユーザ名１４０１と同一であるかを確認し、同一
であると判断されれば、ステップＳ２５０６に進み、タイムスタンプ５０１をタイムスタ
ンプ１４０４に追加する。同一でないと判断されれば、ステップＳ２５０３に戻る。
【０２８９】
　以後、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ステップＳ２５０３～Ｓ２５０６を繰
り返し実行し、帳票管理データベースの最後のレコードまでの処理を行い、最後のレコー
ドの処理が終わった後、ステップＳ２５０４において、タイムスタンプ５０１が取得でき
なかったと判断し、処理を終了する。
【０２９０】
　以下、図１６のフローチャートの説明に戻る。
【０２９１】
　ステップＳ１６０９の処理が終了すると、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、ス
テップＳ１６１１に処理をすすめる。ステップＳ１６１０に向かわないのは、全帳票を印
刷することが確定しているため、プリンタや携帯端末から、印刷を選択された帳票の一覧
を受け取る必要がないためである。
【０２９２】
　次のステップＳ１６１１は、図１０ＢのステップＳ２０８～Ｓ２１５の一連の動作と同
じ処理を実行する。ただし、プリンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざされるものが
ＩＣカード内蔵の携帯端末だけではなく、ＩＣカード（独立）である場合もありうるとい
う点が異なっている。そのため、図１０ＢにおけるステップＳ２０８とステップＳ２１４
においては、プリンタ３００ａへの送信は行うが、ＩＣカード（独立）を使用していた場
合は、携帯端末への情報の送信は行わない。これはスレッド管理テーブルにおいて自分の
スレッドID１１０１に対するレコード内の携帯端末情報１１０３が空白であった場合に携
帯端末への情報の送信を行わないようにすることで実現する。
【０２９３】
　最後に、ステップＳ１６１２において、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、本ス
レッドを終了して動作を終了する。
【０２９４】
　また、プリンタ表示部有無テーブルの代わりに、プリンタ側で表示部の構成を判断させ
、ステップＳ４０５で、印刷管理サーバ１００に、送信する要求（命令）を変更するよう
に構成してもよい。
【０２９５】
　この場合、ステップＳ１６０４では受信した情報を基にプリンタ表示部の有無を判断す
る。
【０２９６】
　〔第４実施形態〕
　上記第１、２、３記実施形態では、認証サーバ２００の認証用テーブル内に、ＩＣカー
ドの製造番号とユーザ名および携帯端末識別情報またはメールアドレスを紐付けて記録し
ておく構成について説明したが、印刷管理サーバ１００のＨＤ２１１内に、ＩＣカードの
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製造番号とユーザ名および携帯端末識別情報またはメールアドレスを紐付けて記録してお
くように構成してもよい。
【０２９７】
　この場合、図１０ＡのステップＳ１０３では、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、認
証結果としてＩＣカードの製造番号をプリンタ３００ａに送信し、プリンタ３００ａは、
ステップＳ４０５において、ＩＣカードの製造番号を印刷管理サーバ１００に送信する。
【０２９８】
　次に、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０１は、プリンタ３００ａから送信されたＩＣ
カードの製造番号をキーにして、印刷管理サーバ１００のＨＤ２１１に保持されるユーザ
名および携帯端末識別情報またはメールアドレスを取得し、以降の処理を実行するように
構成する。
【０２９９】
　さらに、認証サーバ２００の認証用テーブル内に、ＩＣカードの製造番号とユーザ名を
紐付けて記録しておき、印刷管理サーバ１００のＨＤ２１１内に、ユーザ名と携帯端末識
別情報またはメールアドレスを紐付けて記録しておくよう構成してもよい。この場合、図
１０ＡのステップＳ１０３では、認証サーバ２００のＣＰＵ２０１は、認証結果としてユ
ーザ名をプリンタ３００ａに送信し、プリンタ３００ａは、ステップＳ４０５において、
ユーザ名を印刷管理サーバ１００に送信する。次に、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ２０
１は、プリンタ３００ａから送信されたユーザ名をキーにして、印刷管理サーバ１００の
ＨＤ２１１に保持される携帯端末識別情報またはメールアドレスを取得し、以降の処理を
実行するように構成する。
【０３００】
　さらに、認証サーバ２００の認証用テーブル内に、ＩＣカードの製造番号と携帯端末識
別情報またはメールアドレスを紐付けて記録しておき、印刷管理サーバ１００のＨＤ２１
１内に、携帯端末識別情報またはメールアドレスとユーザ名を紐付けて記録しておくよう
構成してもよい。この場合、図１０ＡのステップＳ１０３では、認証サーバ２００のＣＰ
Ｕ２０１は、認証結果として携帯端末識別情報またはメールアドレスをプリンタ３００ａ
に送信し、プリンタ３００ａは、ステップＳ４０５において、携帯端末識別情報またはメ
ールアドレスを印刷管理サーバ１００に送信する。次に、印刷管理サーバ１００のＣＰＵ
２０１は、プリンタ３００ａから送信された携帯端末識別情報またはメールアドレスをキ
ーにして、印刷管理サーバ１００のＨＤ２１１に保持されるユーザ名を取得し、以降の処
理を実行するように構成する。
【０３０１】
　〔第５実施形態〕
　上記第１、２、３、４実施形態では、印刷管理サーバ１００に帳票データを持たせ、印
刷管理サーバ１００から認証されたプリンタ３００ａへ帳票データの印刷データを出力す
るように構成したが、本実施形態では、１又は複数のプリントサーバを設け、プリントサ
ーバ内に印刷データ（ＰＤＬ形式）を保持させ、プリントサーバで保持される印刷データ
の管理情報を、印刷管理サーバ１００で管理するように構成する。
【０３０２】
　そして、印刷管理サーバ１００が、プリンタ３００ａからの印刷要求を受け、印刷要求
に対応する印刷データをプリンタ３００ａへ出力すべく、プリントサーバへ指示を行うよ
うに構成してもよい。
【０３０３】
　なお、この構成の場合、クライアント端末４００内で帳票データを生成し、この帳票デ
ータを、プリンタドライバを通して、上述のプリントサーバに印刷データとして送信する
ようにする。そして、プリントサーバは、クライアント端末４００から送信される印刷デ
ータを保持するものとする。
【０３０４】
　また、印刷管理サーバ１００は、プリントサーバに蓄積した印刷データの書誌情報（ユ
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ーザ名、印刷データ格納サーバIPアドレス、印刷データの格納先のパス、ドキュメント名
、タイムスタンプ等）を保持するものとする。この書誌情報を持つことにより、印刷管理
サーバ１００は、プリンタ３００ａで指定された印刷データがどのプリントサーバに存在
するか認識することができ、指定された印刷データの印刷指示を、指定された印刷データ
を保持するプリントサーバに行うことができる。
【０３０５】
　また、上記第１～５実施形態では、携帯端末（またはＩＣカード（独立））をかざすご
とに印刷を行う帳票データの数を変更してもよい。第１～５実施例では、携帯端末（また
はＩＣカード（独立））をカードリーダ３１９にかざすごとに、選択された帳票のうちの
１つ（１ジョブ）を印刷するように構成したが、例えば、携帯端末（またはＩＣカード（
独立））をかざしたあと、選択された全ての帳票の印刷を一度に行うように構成してもよ
い。どちらの構成で実施するかを切り替えるために、印刷管理サーバ１００の外部メモリ
２１１に、１ジョブごとに印刷するか（１ジョブ印刷モード）、全帳票を一度に印刷する
か（全ジョブ印刷モード）を識別するためのフラグ情報をあらかじめ手動などの方法で記
憶させておき、印刷管理サーバ１００のサブスレッド起動後にフラグ情報を読み込み、フ
ラグ情報が１ジョブごとに印刷する指定になっていた場合は、印刷準備完了後、１ジョブ
ごとに携帯端末（またはＩＣカード（独立））をカードリーダ３１９にかざしてから印刷
する動作とし、全帳票を一度に印刷する指定になっていた場合は、印刷準備完了後、一度
だけ携帯端末（またはＩＣカード（独立））をカードリーダ３１９にかざしたら全帳票を
印刷する動作する動作とする。全帳票を一度に印刷する場合は、図１０Ｂの印刷管理サー
バ１００でのステップＳ２１２における印刷処理を、全帳票を順次印刷する処理とする。
また、携帯端末（またはＩＣカード（独立））をかざすごとに印刷を行う帳票データの数
を識別する情報を、印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に、あらかじめ手動などの
方法で記憶させておけば、同様の手順で、携帯端末（またはＩＣカード（独立））をかざ
すごとに所望の帳票データの数を印刷するようにすることもできる。
【０３０６】
　また、上記第１～５実施形態では、常に同じ携帯端末（またはＩＣカード（単独））を
カードリーダ３１９にかざす前提で説明したが、図１０Ａにおいて、プリンタ３００ａが
ステップＳ４０１で待機している段階で、別の携帯端末（またはＩＣカード（単独））を
割り込みでかざしても、かざした携帯端末（またはＩＣカード（単独））を特定できるた
め、問題なくかざした携帯端末（またはＩＣカード（単独））に対する印刷や帳票一覧の
表示を行うことができる。つまり複数のユーザが、それぞれ自分の携帯端末（またはＩＣ
カード（単独））を使って、同じプリンタ３００ａに対し、任意の順序でカードリーダ３
１９にかざしても、プリンタ３００ａはかざされた携帯端末（またはＩＣカード（単独）
）に応じた処理（帳票一覧表示または印刷）を行うことができる。例えば、ユーザAが、
１０件の帳票のうち３件の印刷までを行っている段階で、ユーザBが自分の携帯端末をプ
リンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざすと、プリンタ３００ａはユーザBに応じた
処理（帳票データ印刷または一覧表示）を行う。次に、ユーザAが自分の携帯端末をプリ
ンタ３００ａのカードリーダ３１９にかざすと、プリンタ３００ａは、ユーザAの４件目
の帳票の印刷を行う。
【０３０７】
　また、上記第１～５実施形態では、常に同じプリンタのカードリーダに携帯端末（また
はＩＣカード（単独））をかざす前提で説明したが、印刷準備完了後においては、別のプ
リンタに携帯端末（またはＩＣカード（単独））をかざしても、携帯端末（またはＩＣカ
ード（単独））をかざしたプリンタのプリンタIPアドレスを特定できるため、前回かざし
たプリンタとは別のプリンタから印刷を行うことができる。例えば、プリンタ３００ａと
プリンタ３００ｂが存在する構成のときに、ユーザAが、プリンタ３００ａのカードリー
ダ３１９に順次携帯端末をかざしながら、プリンタ３００ａで１０件の帳票のうち３件の
印刷までを行っている段階で、次に、ユーザAが携帯端末をプリンタ３００ｂのカードリ
ーダ３１９にかざすと、４件目の帳票は、プリンタ３００ｂから印刷される。
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　より具体的には、図１１のプリンタIPアドレス（プリンタ３００ａのIPアドレス）と、
今回携帯端末がかざされたプリンタのIPアドレスが一致するかを判定（プリンタ判定）し
、一致した場合にはプリンタ３００ａに帳票データを出力命令し、一致しない場合（つま
り、今回携帯端末がかざされたプリンタがプリンタ３００ｂ）には、プリンタ３００ｂに
帳票データを出力命令する。
【０３０８】
　また、上記第１～５実施形態では、携帯端末を使用する場合、ＩＣカードが携帯端末に
内蔵されている前提で説明したが、ＩＣカードと携帯端末が別々に分かれていても、ＩＣ
カードと携帯端末を関連付けることにより、同様な手順で印刷を行うことができる。この
場合、図９において、携帯端末５００と関連付けたいＩＣカードを認証サーバ２００のカ
ードリーダにかざすことで、ＩＣカードと携帯端末５００を関連付けることができる。印
刷実行時には、プリンタ３００ａのカードリーダ３１９にＩＣカードをかざすと、帳票デ
ータ一覧は関連付けられた携帯端末５００に送信される。携帯端末５００で帳票選択後、
プリンタ３００ａのカードリーダ３１９に関連付けられたＩＣカードをかざすと、１ジョ
ブごとに印刷を実行し、残存件数は携帯端末５００に通知される。
【０３０９】
　また、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
【０３１０】
　以上、一実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラムもしくは記録媒体等としての実施態様をとることが可能であり、具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。
【０３１１】
　以下、図１７に示すメモリマップを参照して本発明に係るサーバ装置で読み取り可能な
データ処理プログラムの構成について説明する。
【０３１２】
　図１７は、本発明に係るサーバ置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納す
る記録媒体（記憶媒体）のメモリマップを説明する図である。
【０３１３】
　なお、特に図示しないが、記録媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報、作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０３１４】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、インストールするプログラムやデータが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等
も記憶される場合もある。
【０３１５】
　本実施形態における図９、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ、図１６、図２４、図２５、
図２６に示す機能をコンピュータに実行させるプログラムを外部からインストールし、こ
れらの機能を、プログラムをインストールしたホストコンピュータにより遂行させてもよ
い。そして、その場合、ＣＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記録媒体により、あ
るいはネットワークを介して外部の記録媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に
供給させる場合でも本発明は適用されるものである。
【０３１６】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを
記録した記録媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し実
行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０３１７】
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　この場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規の機能を実
現することになる。
【０３１８】
　プログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク
等を用いることができる。
【０３１９】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【０３２０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０３２１】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給す
ることによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明
を達成するためのソフトウェアによって表されるプログラムを格納した記録媒体をシステ
ムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を
享受することが可能となる。
【０３２２】
　さらに、本発明を達成するためのソフトウェアによって表されるプログラムをネットワ
ーク上のサーバ、データベース等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すこ
とによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【０３２３】
　なお、上述した各実施形態およびその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれ
るものである。
【図面の簡単な説明】
【０３２４】
【図１】本発明の印刷管理サーバおよびプリンタを適用可能な印刷システムの構成の一例
を示すシステム構成図である。
【図２】図１に示したクライアント端末４００、印刷管理サーバ１００、認証サーバ２０
０に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示したプリンタ３００のコントローラユニット３１６のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。
【図４】図１に示した携帯端末５００のハードウェア構成の一例を説明するブロック図で
ある。
【図５】図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶される帳票管理デ
ータベースの一例を示す模式図である。
【図６】図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶されるプリンタド
ライバ関連テーブルの一例を示す模式図である。
【図７】図１に示した印刷管理サーバ１００の外部メモリ２１１に記憶されるプリンタ表
示部有無テーブルの一例を示す模式図である。
【図８】図１に示した認証サーバ２００の外部メモリ２１１に記憶される認証用テーブル
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の一例を示す模式図である。
【図９】本発明における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０Ａ】本発明における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートの一部であ
る。
【図１０Ｂ】本発明における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートの一部であ
る。
【図１０Ｃ】本発明における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートの一部であ
る。
【図１１】図１に示した印刷管理サーバ１００のＲＡＭ２０３内に記憶されるスレッド管
理テーブルの一例を示す図である。
【図１２】本発明において携帯端末５００の表示部４１５に表示される帳票データ一覧の
一例を示す模式図である。
【図１３】本発明においてプリンタ３００に表示される帳票データ一覧の一例を示す模式
図である。
【図１４】図１に示した印刷管理サーバ１００のＲＡＭ２０３に記憶される印刷管理テー
ブルの一例を示す模式図である。
【図１５】図４に示した携帯端末５００の表示部４１５に表示された各メッセージの一例
を示す模式図である。
【図１６】本発明における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１７】本発明に係るサーバ置で読み取り（読み出し）可能な各種データ処理プログラ
ムを格納する記録媒体（記憶媒体）のメモリマップを説明する図である。
【図１８】図１に示したプリンタ３００から印刷管理サーバ１００へ送信される印刷情報
セット要求の一例を示す図である。
【図１９】図１に示した印刷管理サーバ１００とプリンタ３００または携帯端末５００の
間で送受信される帳票データ一覧の印刷情報セットの一例を示す図である。
【図２０】図１に示した印刷管理サーバ１００とプリンタ３００または携帯端末５００の
間で送受信されるステータスコードの印刷情報セットの一例を示す図である。
【図２１】図１に示した印刷管理サーバ１００からプリンタ３００へ送信される印刷開始
命令の印刷情報セットの一例を示す図である。
【図２２】図１に示したプリンタ３００から印刷管理サーバ１００へ送信される印刷完了
通知の印刷情報セットの一例を示す図である。
【図２３】図１に示した印刷管理サーバ１００からプリンタ３００または携帯端末５００
へ送信される残存件数の印刷情報セットの一例を示す図である。
【図２４】本発明における第２の制御処理手順において、図１に示した印刷管理サーバ１
００のＣＰＵ２０１が実行する印刷管理テーブル生成の手順の一例を示すフローチャート
である。
【図２５】本発明における第４の制御処理手順において、図１に示した印刷管理サーバ１
００のＣＰＵ２０１が実行する印刷管理テーブル生成の手順の一例を示すフローチャート
である。
【図２６】本発明における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２７】図１に示したプリンタ３００から印刷管理サーバ１００へ送信される第３の制
御処理手順における印刷情報セット要求の一例を示す図である。
【図２８】図１に示した印刷管理サーバ１００のＲＡＭ２０３内に記憶される第３の制御
処理手順におけるスレッド管理テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０３２５】
　１００………印刷管理サーバ
　２００………認証サーバ
　２０１、３０１………ＣＰＵ
　２０２、３０３、４１７………ＲＯＭ
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　２０３、３０２、４１８………ＲＡＭ
　２０５………入力コントローラ
　２０６………ビデオコントローラ
　２０７………メモリコントローラ
　２０８………通信Ｉ／Ｆコントローラ
　２０９………キーボード（ＫＢ）
　２１０………ＣＲＴディスプレイ（ＣＲＴ）
　２１１………外部メモリ
　３００ａ、３００ｂ………プリンタ
　３０４………ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　３０５………ネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）
　３０６………モデム（ＭＯＤＥＭ）
　３０７………操作部インターフェース（操作部Ｉ／Ｆ）
　３０８………操作部
　３０９………システムバス
　３１０………ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）
　３１１………プリンタインタフェース（プリンタＩ／Ｆ）
　３１２………プリンタ部
　３１３………スキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ）
　３１４………スキャナ部
　３１５………画像バス
　３１６………コントローラユニット
　３１７………画像処理部
　３１８………外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）
　３１９………カードリーダ
　３２０………イメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ　ＢＵＳ　Ｉ／Ｆ）
　４００………クライアント端末
　４１１………制御部
　４１２………受話部
　４１３………送話部
　４１４………送受信部
　４１５………表示部
　４１６………入力部
　４１９………ＩＣカード
　５００………携帯端末
　５０１、１４０４、１９０４、２１０３、２２０３………タイムスタンプ
　５０２、８０２、１１０２、１４０１、１８０１、１９０５、２１０４、２２０４、２
９０１、３００２………ユーザ名
　５０３、１９０６………文書名
　５０４………印刷状態
　５０５………帳票データ
　６００………ＬＡＮ
　６０１、１４０２………プリンタ名
　６０２、１１０４、１８０３、２９０３、３００４………プリンタＩＰアドレス
　６０３………プリンタドライバ名
　８０１………製造番号
　８０３、２９０２、３００３………メールアドレス
　８０４………部門ＩＤ
　８０５………部門パスワード
　８０６………管理者権限
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　８０７、１１０３、１８０２………携帯端末識別情報
　１１０１、１９０２、２００２、２１０２、２２０２、２３０２、３００１………スレ
ッドＩＤ
　１１０５、３００５………スレッドポインタ
　１２０１、１３０１………帳票データ選択エリア
　１２０２………送信ボタン
　１３０２………プリント（Ｐｒｉｎｔ）ボタン
　１４０３………ＩＰアドレス
　１９０１、２００１、２１０１、２２０１、２３０１………情報種別
　１９０３………帳票件数
　２００３………ステータスコード
　２３０３………残存件数
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【図３】
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