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(57)【要約】
【課題】無線通信を容易に確立するとともに、送受信し
たデータに対する処理を容易に行うことができる情報処
理装置等を提供する。
【解決手段】携帯端末装置２００と非接触通信を行うＮ
ＦＣ通信部１０１とブルートゥース通信部１０２を備え
る複合機１００で、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置
２００がＮＦＣ通信部１０１の通信範囲内に存在した場
合に、ブルートゥース通信部１０２の通信を確立するた
めの通信設定情報およびブルートゥース通信部１０２に
よって送受信するデータを処理する機能を示す機能ＩＤ
を非接触通信で携帯端末装置２００から受信し、ブルー
トゥース通信部１０２はＮＦＣ通信部１０１によって受
信した通信設定情報に基づいて携帯端末装置２００との
通信を確立し、データを非接触通信で携帯端末装置２０
０から送受信し、データ処理部１０６はＮＦＣ通信部１
０１によって受信した機能ＩＤに応じた機能でデータを
処理する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置と非接触通信を行い、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段およ
び第２の通信手段を備える情報処理装置において、
　前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第１の通信手段の通信範囲内に存在し
た場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通
信手段によって受信または送信する文書または画像を含んだ実体情報を処理する機能を示
す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置から受信し、
　前記第２の通信手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記通信設定情報に基づ
いて前記携帯端末装置との通信を確立し、前記実体情報を非接触通信で前記携帯端末装置
から受信または前記携帯端末装置に送信し、
　前記第１の通信手段によって受信した前記機能情報に応じた機能で前記実体情報を処理
する処理手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置を利用可能か否かの判定するための認証情報を記憶する認証情報記憶
手段と、
　前記携帯端末装置から前記第１の通信手段によって送信された前記認証情報が前記認証
情報記憶手段に記憶された前記認証情報と一致するか否かにより、前記携帯端末装置によ
る前記情報処理装置の利用を認証する認証手段と、をさらに備え、
　前記処理手段は、前記認証手段によって前記携帯端末装置による前記情報処理装置の利
用が認証された場合に、前記機能で前記実体情報を処理すること、を特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記処理手段は、前記認証手段によって前記携帯端末装置による前記情報処理装置の利
用が認証されなかった場合に、前記機能で前記実体情報を処理しないこと、を特徴とする
請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記認証情報記憶手段は、前記認証情報に対応付けて、前記情報処理装置が備える機能
を示す機能情報と、前記機能情報が利用可能か否かを示す利用可否情報とを記憶し、
　前記携帯端末装置から送信された前記認証情報および前記機能情報に対応する前記認証
情報記憶手段に記憶された前記利用可否情報により、前記携帯端末装置から受信した前記
機能情報が示す機能が利用可能か否かを判定する利用可否判定手段、をさらに備え、
　前記処理手段は、前記利用可否判定手段によって前記機能が利用可能であると判定され
た場合に、前記機能で前記実体情報を処理すること、を特徴とする請求項２または請求項
３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記処理手段は、前記利用可否判定手段によって前記機能が利用可能でないと判定され
た場合に、前記機能で前記実体情報を処理しないこと、を特徴とする請求項４に記載の情
報処理装置。
【請求項６】
　前記第１の通信手段は、前記実体情報を処理する前記機能の処理内容を示す機能設定情
報を受信し、
　前記処理手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記機能設定情報に基づいて前
記実体情報を処理すること、を特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の情報処理
装置。
【請求項７】
　前記機能情報と、前記情報処理装置での前記機能の処理内容ごとの設定可能な値である
設定候補情報とを対応付けて記憶する設定候補情報記憶手段、をさらに備え、
　前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置から送信された前記機能情報に対応する前記
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設定候補情報記憶手段に記憶された前記設定候補情報を前記携帯端末装置に送信し、前記
設定候補情報から選択された前記機能設定情報を受信すること、を特徴とする請求項６に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１の通信手段は、前記機能情報として印刷を受信し、
　前記第２の通信手段は、前記携帯端末装置に記憶されているデータを前記実体情報とし
て受信し、
　前記処理手段は、前記実体情報を前記機能設定情報に基づいて処理し、処理した前記実
体情報を印刷手段によって印刷すること、を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記
載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１の通信手段は、前記機能情報として読取を受信し、
　前記処理手段は、読取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報
に基づいて処理し、
　前記第２の通信手段は、前記処理手段によって処理された前記データを前記実体情報と
して前記携帯端末装置に送信すること、を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載
の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第１の通信手段は、前記機能情報としてコピーを受信し、
　前記処理手段は、読取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報
に基づいて処理し、処理したデータを印刷手段によって印刷すること、を特徴とする請求
項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記第１の通信手段は、前記機能情報としてＦＡＸを受信し、
　前記処理手段は、前記携帯端末装置から受信した前記実体情報を前記機能設定情報に基
づいて処理し、処理した前記実体情報を送信手段によってネットワークを介して他の情報
処理装置に送信すること、を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装
置。
【請求項１２】
　前記第１の通信手段は、前記機能情報としてＦＡＸを受信し、
　前記処理手段は、読取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報
に基づいて処理し、処理した前記実体情報を送信手段によってネットワークを介して他の
情報処理装置に送信すること、を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処
理装置。
【請求項１３】
　携帯端末装置と非接触通信を行い、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段およ
び第２の通信手段を備える経路探索装置において、
　目的地情報と現在地情報とに対応付けて経路情報を記憶する経路情報記憶手段、を備え
、
　前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第１の通信手段の通信範囲内に存在し
た場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報を、前記第１の通信
手段を介した非接触通信で前記携帯端末装置から受信し、
　前記第２の通信手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記通信設定情報に基づ
いて前記携帯端末装置との通信を確立し、非接触通信で前記携帯端末装置から目的地情報
と現在地情報を受信し、
　前記経路情報記憶手段から、前記第２の通信手段によって受信した前記目的地情報と前
記現在地情報とに対応する経路情報を探索し、前記経路情報を取得する処理手段と、を備
え、
　前記第２の通信手段は、さらに前記処理手段によって取得された前記経路情報を前記携
帯端末装置に送信すること、
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　を特徴とする経路探索装置。
【請求項１４】
　携帯端末装置と非接触通信を行い、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段およ
び第２の通信手段を備える家電装置において、
　レシピを識別するレシピ識別情報と、レシピに関連する情報を示すレシピ情報とを対応
付けて記憶するレシピ情報記憶手段と、
　前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第１の通信手段の通信範囲内に存在し
た場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報を、非接触通信で前
記携帯端末装置から受信し、
　前記第２の通信手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記通信設定情報に基づ
いて前記携帯端末装置との通信を確立し、非接触通信で前記携帯端末装置からレシピ識別
情報を受信し、
　前記レシピ情報記憶手段から、前記第２の通信手段によって受信した前記レシピ識別情
報に対応する前記レシピ情報を取得する処理手段と、を備え、
　前記第２の通信手段は、さらに前記処理手段によって取得された前記レシピ情報を前記
携帯端末装置に送信すること、
　を特徴とする家電装置。
【請求項１５】
　互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置と
、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信手段および前記第２の通信手段と同
一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置とを備え、前記携帯端末装置と前記
情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信手段とで非接触通信により通信し、
前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２の通信手段と第４の通信手段とで非
接触通信により通信する情報処理システムにおいて、
　前記携帯端末装置は、
　前記第１の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に存在した
場合に、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を確立するための通信設
定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する文書または画像を含んだ実
体情報に対する処理を示す機能情報を、非接触通信で前記情報処理装置に送信し、
　前記第２の通信手段が、前記情報処理装置との通信を確立し、前記実体情報を非接触通
信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信し、
　前記情報処理装置は、
　前記第３の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に存在した
場合に、前記通信設定情報および前記機能情報を非接触通信で前記携帯端末装置から受信
し、
　前記第４の通信手段が、前記第３通信制御手段によって受信した前記通信設定情報に基
づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、前記実体情報を非接触通信で前記携帯端末装
置から受信または前記携帯端末装置に送信し、
　前記第４の通信手段によって受信した前記機能情報に応じた機能で前記実体情報を処理
する処理手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項１６】
　情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手
段および第２の通信手段を備える携帯端末装置で実行されるプログラムにおいて、
　前記第１の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に存在した
場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報および前記第２の通信
手段によって受信または送信する文書または画像を含んだ実体情報に対する処理を示す機
能情報を、前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信する第１の
通信ステップと、
　前記第２の通信手段が、前記情報処理装置との通信を確立し、前記実体情報を前記第２
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の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受
信する第２の通信ステップと、
　を前記携帯端末装置で実行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、情報処理装置、経路探索装置、家電装置、情報処理システムおよびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、機器同士をBluetooth（Ｒ）規格等の無線通信で接続し、データを送受信する技
術が一般的になっている。このような無線通信を利用した機器の接続では、ユーザが機器
を持ち運ぶことにより接続したい機器同士を自由に接続してデータを送受信できることか
ら利便性が高い。しかしながら、このような無線通信による接続は機器を接続する際には
無線通信を可能にする初期設定が必要であるため、現実に無線通信するための設定自体は
煩雑であり、機器設定に詳しくないユーザが設定することは困難であるという問題があっ
た。
【０００３】
　このような問題を解決するものとして、仲介端末を介して無線機器同士を接続する通信
システムが開示されている（特許文献１参照）。かかる通信システムでは、多くの無線通
信機器の中から指向性がある通信手段に用いて通信対象である機器を特定し、特定された
機器同士が通信を確立することにより、機器同士の無線通信の設定を容易に行うことがで
きる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２００８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された技術では、接続する機器同士以外に仲介端
末を必要とし、また、仲介端末が機器同士の通信を確立した後にデータを送受信したり、
送受信したデータに対して所定の処理を行うためには、様々な設定を行う必要があり、ユ
ーザにとってはなお操作が煩雑であった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、無線通信を容易に確立するとともに、
送受信したデータに対する処理を容易に行うことができる情報処理装置、経路探索装置、
家電装置、情報処理システムおよびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、携帯端末装
置と非接触通信を行い、互いに異なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信
手段を備える情報処理装置において、前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第
１の通信手段の通信範囲内に存在した場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するため
の通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する文書または画像を
含んだ実体情報を処理する機能を示す機能情報を、非接触通信で前記携帯端末装置から受
信し、前記第２の通信手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記通信設定情報に
基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、前記実体情報を非接触通信で前記携帯端末
装置から受信または前記携帯端末装置に送信し、前記第１の通信手段によって受信した前
記機能情報に応じた機能で前記実体情報を処理する処理手段と、を備えることを特徴とす
る。
【０００８】
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　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、前記情報処
理装置を利用可能か否かの判定するための認証情報を記憶する認証情報記憶手段と、前記
携帯端末装置から前記第１の通信手段によって送信された前記認証情報が前記認証情報記
憶手段に記憶された前記認証情報と一致するか否かにより、前記携帯端末装置による前記
情報処理装置の利用を認証する認証手段と、をさらに備え、前記処理手段は、前記認証手
段によって前記携帯端末装置による前記情報処理装置の利用が認証された場合に、前記機
能で前記実体情報を処理すること、を特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項２に記載の情報処理装置において、前記処理手
段は、前記認証手段によって前記携帯端末装置による前記情報処理装置の利用が認証され
なかった場合に、前記機能で前記実体情報を処理しないこと、を特徴とする。
【００１０】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項２または請求項３に記載の情報処理装置におい
て、前記認証情報記憶手段は、前記認証情報に対応付けて、前記情報処理装置が備える機
能を示す機能情報と、前記機能情報が利用可能か否かを示す利用可否情報とを記憶し、前
記携帯端末装置から送信された前記認証情報および前記機能情報に対応する前記認証情報
記憶手段に記憶された前記利用可否情報により、前記携帯端末装置から受信した前記機能
情報が示す機能が利用可能か否かを判定する利用可否判定手段、をさらに備え、前記処理
手段は、前記利用可否判定手段によって前記機能が利用可能であると判定された場合に、
前記機能で前記実体情報を処理すること、を特徴とする。
【００１１】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項４に記載の情報処理装置において、前記処理手
段は、前記利用可否判定手段によって前記機能が利用可能でないと判定された場合に、前
記機能で前記実体情報を処理しないこと、を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１～５のいずれか一つに記載の情報処理装置に
おいて、前記第１の通信手段は、前記実体情報を処理する前記機能の処理内容を示す機能
設定情報を受信し、前記処理手段は、前記第１の通信手段によって受信した前記機能設定
情報に基づいて前記実体情報を処理すること、を特徴とする。
【００１３】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項６に記載の情報処理装置において、前記機能情
報と、前記情報処理装置での前記機能の処理内容ごとの設定可能な値である設定候補情報
とを対応付けて記憶する設定候補情報記憶手段、をさらに備え、前記第１の通信手段は、
前記携帯端末装置から送信された前記機能情報に対応する前記設定候補情報記憶手段に記
憶された前記設定候補情報を前記携帯端末装置に送信し、前記設定候補情報から選択され
た前記機能設定情報を受信すること、を特徴とする。
【００１４】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置に
おいて、前記第１の通信手段は、前記機能情報として印刷を受信し、前記第２の通信手段
は、前記携帯端末装置に記憶されているデータを前記実体情報として受信し、前記処理手
段は、前記実体情報を前記機能設定情報に基づいて処理し、処理した前記実体情報を印刷
手段によって印刷すること、を特徴とする。
【００１５】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置に
おいて、前記第１の通信手段は、前記機能情報として読取を受信し、前記処理手段は、読
取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報に基づいて処理し、前
記第２の通信手段は、前記処理手段によって処理された前記データを前記実体情報として
前記携帯端末装置に送信すること、を特徴とする。
【００１６】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置
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において、前記第１の通信手段は、前記機能情報としてコピーを受信し、前記処理手段は
、読取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報に基づいて処理し
、処理したデータを印刷手段によって印刷すること、を特徴とする。
【００１７】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置
において、前記第１の通信手段は、前記機能情報としてＦＡＸを受信し、前記処理手段は
、前記携帯端末装置から受信した前記実体情報を前記機能設定情報に基づいて処理し、処
理した前記実体情報を送信手段によってネットワークを介して他の情報処理装置に送信す
ること、を特徴とする。
【００１８】
　また、請求項１２にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の情報処理装置
において、前記第１の通信手段は、前記機能情報としてＦＡＸを受信し、前記処理手段は
、読取手段によって原稿を読取り、読取ったデータを前記機能設定情報に基づいて処理し
、処理した前記実体情報を送信手段によってネットワークを介して他の情報処理装置に送
信すること、を特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１３にかかる発明は、携帯端末装置と非接触通信を行い、互いに異なる通
信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える経路探索装置において、目
的地情報と現在地情報とに対応付けて経路情報を記憶する経路情報記憶手段、を備え、前
記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第１の通信手段の通信範囲内に存在した場
合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定情報を、前記第１の通信手段
を介した非接触通信で前記携帯端末装置から受信し、前記第２の通信手段は、前記第１の
通信手段によって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立
し、非接触通信で前記携帯端末装置から目的地情報と現在地情報を受信し、前記経路情報
記憶手段から、前記第２の通信手段によって受信した前記目的地情報と前記現在地情報と
に対応する経路情報を探索し、前記経路情報を取得する処理手段と、を備え、前記第２の
通信手段は、さらに前記処理手段によって取得された前記経路情報を前記携帯端末装置に
送信すること、を特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１４にかかる発明は、携帯端末装置と非接触通信を行い、互いに異なる通
信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える家電装置において、レシピ
を識別するレシピ識別情報と、レシピに関連する情報を示すレシピ情報とを対応付けて記
憶するレシピ情報記憶手段と、前記第１の通信手段は、前記携帯端末装置が前記第１の通
信手段の通信範囲内に存在した場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信
設定情報を、非接触通信で前記携帯端末装置から受信し、前記第２の通信手段は、前記第
１の通信手段によって受信した前記通信設定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を
確立し、非接触通信で前記携帯端末装置からレシピ識別情報を受信し、前記レシピ情報記
憶手段から、前記第２の通信手段によって受信した前記レシピ識別情報に対応する前記レ
シピ情報を取得する処理手段と、を備え、前記第２の通信手段は、さらに前記処理手段に
よって取得された前記レシピ情報を前記携帯端末装置に送信すること、を特徴とする。
【００２１】
　また、請求項１５にかかる発明は、互いに異なる通信範囲の第１の通信手段および第２
の通信手段を備える携帯端末装置と、前記第１の通信手段と同一の通信方法の第３の通信
手段および前記第２の通信手段と同一の通信方法の第４の通信手段を備える情報処理装置
とを備え、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第１の通信手段と第３の通信
手段とで非接触通信により通信し、前記携帯端末装置と前記情報処理装置の間を前記第２
の通信手段と第４の通信手段とで非接触通信により通信する情報処理システムにおいて、
前記携帯端末装置は、前記第１の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通
信範囲内に存在した場合に、前記第２の通信手段と前記第４の通信手段とによる通信を確
立するための通信設定情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する文書ま
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たは画像を含んだ実体情報に対する処理を示す機能情報を、非接触通信で前記情報処理装
置に送信し、前記第２の通信手段が、前記情報処理装置との通信を確立し、前記実体情報
を非接触通信で前記情報処理装置に送信または前記情報処理装置から受信し、前記情報処
理装置は、前記第３の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装置の通信範囲内に
存在した場合に、前記通信設定情報および前記機能情報を非接触通信で前記携帯端末装置
から受信し、前記第４の通信手段が、前記第３通信制御手段によって受信した前記通信設
定情報に基づいて前記携帯端末装置との通信を確立し、前記実体情報を非接触通信で前記
携帯端末装置から受信または前記携帯端末装置に送信し、前記第４の通信手段によって受
信した前記機能情報に応じた機能で前記実体情報を処理する処理手段と、を備えることを
特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１６にかかる発明は、情報処理装置と非接触通信により通信し、互いに異
なる通信範囲を有する第１の通信手段および第２の通信手段を備える携帯端末装置で実行
されるプログラムにおいて、前記第１の通信手段が、前記携帯端末装置が前記情報処理装
置の通信範囲内に存在した場合に、前記第２の通信手段の通信を確立するための通信設定
情報および前記第２の通信手段によって受信または送信する文書または画像を含んだ実体
情報に対する処理を示す機能情報を、前記第１の通信手段を介して非接触通信で前記情報
処理装置に送信する第１の通信ステップと、前記第２の通信手段が、前記情報処理装置と
の通信を確立し、前記実体情報を前記第２の通信手段を介して非接触通信で前記情報処理
装置に送信または前記情報処理装置から受信する第２の通信ステップと、を前記携帯端末
装置で実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、第１の通信によって第２の通信での通信設定情報とデータに対する処
理を指示する機能情報を送信するため、第２の通信を容易に確立することができるととも
に、送受信したデータに対する処理を容易に行うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる情報処理装置、経路探索装置、家電装置、
情報処理システムおよびプログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。なお、本発明
はこれらの実施の形態に限定されるものではない。
【００２５】
（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。本実施の形態は、情報処理
装置の一例として、コピー機能、ファクシミリ（ＦＡＸ）機能、プリント機能、スキャナ
機能および入力画像データ（スキャナ機能により読取られた画像データや、プリント機能
により形成された画像データ、ＦＡＸ機能により受信した画像データ）を配信する機能等
を備えたいわゆる複合機（ＭＦＰ：Multi-Function Peripheral）に適用する。
【００２６】
　まず、本発明が適用される複合機および携帯端末装置を含む情報処理システムの構成例
について説明する。図１は、第１の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態にかかる情報処理システム１０は、複合機１００と、携帯
端末装置２００とを備え、複合機１００と携帯端末装置２００とは、２つの通信手段によ
って通信可能である。また、複合機１００は、ネットワーク３００に接続され、ネットワ
ーク３００を介して他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末装置等に接
続されている。
【００２７】
　複合機１００は、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部１０２と、認証部１０
３と、利用可否判定部１０４と、スキャナ部１０５と、データ処理部１０６と、プリンタ
部１０７と、ファクシミリ送受信部１０８と、認証データ記憶部１０９とを備えている。
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【００２８】
　ＮＦＣ通信部１０１は、ＮＦＣ（Near Field Communication）と呼ばれる非接触ＩＣな
どを含む無線通信規格により携帯端末装置２００と非接触で双方向通信するものであり、
具体的には、後述する携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１からの情報を非接触で読
み出す通信制御プログラムを内蔵したリーダ／ライタまたはタグの機能を有する。ＮＦＣ
通信部１０１は、もう一つの通信手段であるブルートゥース通信部１０２と比較して近距
離、すなわち通信距離が０～１０数cmの非接触無線通信によりデータを送受信する。また
、ＮＦＣ通信部１０１によるＮＦＣ規格の非接触通信では、データ転送速度（１００～４
００ｋｂｐｓ）がブルートゥース通信部１０２によるBluetooth（Ｒ）規格の無線通信の
データ転送速度（１～２Ｍｂｐｓ）よりも遅いため、比較的小容量のデータの通信に用い
る。なお、ＮＦＣ通信部１０１は、通信規格をＮＦＣに限る必要はなく、比較的近距離、
すなわち後述するBluetooth（Ｒ）規格の無線通信の通信範囲より狭い通信範囲での無線
通信が可能であればIrDA(Infrared Data Association)など他の通信規格であってもよい
。ＮＦＣ通信部１０１は、本発明にかかる第１の通信手段を構成する。
【００２９】
　また、ＮＦＣ通信部１０１は、携帯端末装置２００がＮＦＣ通信部１０１の通信圏内に
存在した場合に、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１の通信制御プログラムと同じ
通信プロトコルによって携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信を確立し、携
帯端末装置２００から送信された認証ＩＤ、機能ＩＤ、通信設定情報、機能設定情報を受
信する。ここで、認証ＩＤとは、携帯端末装置２００からの指示による複合機１００の利
用を許可するか否かを判定するための情報（本発明にかかる認証情報）である。なお、認
証ＩＤは、携帯端末装置２００に割当てられた固有の情報や携帯端末装置２００を所持す
るユーザを識別する情報であってもよい。ユーザを識別する情報を用いる場合は、社員Ｉ
Ｄ等の情報を用いてもよい。また、機能ＩＤとは、携帯端末装置２００が利用を要求する
複合機１００の機能を示す情報（本発明にかかる機能情報）であり、例えば、複合機１０
０のプリント機能を利用する場合は、機能ＩＤに“プリントＩＤ”を設定する。また、複
合機１００のスキャナ機能を利用する場合は、機能ＩＤに“スキャナＩＤ”を設定する。
【００３０】
　また、通信設定情報とは、ブルートゥース通信部１０２での無線通信を行う際に必要と
なる初期設定情報である。このように、データの送受信が容易なＮＦＣ通信によって携帯
端末装置２００と複合機１００の間でブルートゥース通信の通信設定情報を受信すること
により、ユーザは複合機１００に携帯端末装置２００を近づけるだけで特別な操作をする
ことなく、通信相手である複合機１００を特定でき、ブルートゥース通信が可能となるた
め、利便性が向上する。機能設定情報とは、機能に応じた処理内容を指示する設定情報で
ある。例えば、機能ＩＤにプリントＩＤが設定されている場合は、機能設定情報として印
刷設定情報である設定ＩＤ“両面印刷”に設定値“ｏｎ”または“ｏｆｆ”、設定ＩＤ“
集約”に設定値“ｏｎ”または“ｏｆｆ”等を設定する。また、機能ＩＤにスキャンＩＤ
が設定されている場合は、機能設定情報としてスキャン設定情報である設定ＩＤ“解像度
”に設定値“３００”ｄｐｉ等を設定する。
【００３１】
　認証部１０３は、携帯端末装置２００によって送信された認証ＩＤが複合機１００の利
用を認められるＩＤであるか否かを判断する。具体的には、ＮＦＣ通信部１０１によって
受信した認証ＩＤと認証データ記憶部１０９に格納されている認証ＩＤとが一致するか否
かによって認証を行う。
【００３２】
　利用可否判定部１０４は、携帯端末装置２００によって送信された機能ＩＤが複合機１
００の利用を認められるＩＤであるか否かを判断する。具体的には、認証データ記憶部１
０９からＮＦＣ通信部１０１によって受信した認証ＩＤおよび機能ＩＤに対応する利用許
可情報を取得し、取得された利用許可情報に利用可が設定されているか否かで判断する。
【００３３】
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　ブルートゥース通信部１０２は、Bluetooth（Ｒ）規格により携帯端末装置２００と非
接触で通信するものである。Bluetooth（Ｒ）規格の無線通信方式を採用したブルートゥ
ース通信部１０２は、ＮＦＣ規格の非接触通信方式のＮＦＣ通信部１０１と比較して大容
量かつ高速（１～１０Ｍｂｐｓ）でデータの送受信を行う。また、Bluetooth（Ｒ）規格
の無線通信方式を採用したブルートゥース通信部１０２では、機器間の距離が１０ｍ以内
であれば障害物があっても利用することができ、ＮＦＣ規格の通信方式の通信範囲に比べ
て通信範囲が長くなっている。
【００３４】
　ブルートゥース通信部１０２は、具体的には、データの送受信を担うBluetooth（Ｒ）
規格のトランシーバ等のBluetooth（Ｒ）I／F（インタフェース）と、通信制御部とから
構成される。Bluetooth（Ｒ）I／Fは、接続先の携帯端末装置２００との間でデータの送
受信を担うものである。通信制御部は、携帯端末装置２００との間でデータを送受信する
前に、Bluetooth（Ｒ）I／Fを介して通信設定情報を通信先と交換して、Bluetooth（R）
規格の無線通信を確立する処理を行う通信制御プログラムである。この通信設定情報とし
ては、Bluetooth（Ｒ）I／Fに割り当てられた固有のアドレス情報を用いる。
【００３５】
　なお、本実施の形態では、無線通信としてBluetooth（Ｒ）規格に準拠したブルートゥ
ース通信部１０２を用いているが、これに限定されるものではなく、Bluetooth（Ｒ）規
格に代えて他の規格、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｎ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｇなどいわゆる無線ＬＡＮ規格の方式で無線
通信を行うように構成することができる。この場合、データの送受信を担うＩＥＥＥ８０
２．１１ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格のネットワークボードとＩＥＥＥ８０２．１１
ａ／ＩＥＥＥ８０２．１１ｂによる無線通信の確立やデータの送受信を制御する通信制御
部（通信制御プログラム）で無線ＬＡＮ通信部を構成すればよい。また、ＵＷＢ通信方式
で機器間の距離が３ｍ以内なら有線のＵＳＢ２．０と同等の４８０Ｍｂｐｓでの通信が可
能なWireless USB規格で無線通信を行うように構成することができる。この場合には、デ
ータの送受信を担うWireless USB規格としてのＵＷＢデバイス、無線通信の確立やデータ
の送受信を制御する通信制御部（通信制御プログラム）によりWireless USB通信部を構成
すればよい。
【００３６】
　また、ブルートゥース通信部１０２は、ＮＦＣ通信によって携帯端末装置２００から通
信設定情報を受信し、受信された通信設定情報によって携帯端末装置２００とのブルート
ゥース通信が確立した場合は、機能ＩＤに応じたデータを送受信する。なお、送受信され
るデータは、画像データや文書データ、テキストデータ、その他様々な種類のデータのい
ずれであってもよい。
【００３７】
　スキャナ部１０５は、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）等のような撮像素子で原稿を
読み取る。なお、スキャナ部１０５には、ＡＤＦ（AutoDocument Feeder）を搭載して、
自動原稿送りを行う機能を設けてもよい。
【００３８】
　データ処理部１０６は、ブルートゥース通信部１０２によって受信したデータまたはブ
ルートゥース通信部１０２によって送信するデータ等に対してＮＦＣ通信部１０１によっ
て受信した機能ＩＤ、機能設定条件に応じた処理を行う。例えば、機能ＩＤが“プリント
ＩＤ”の場合は、機能設定情報に応じてデータに対して濃度や色調整等の画像処理や片面
／両面印刷等のレイアウト加工等を行う。また、機能ＩＤが“スキャナＩＤ”の場合は、
スキャナ部１０５から読取ったデータに対して機能設定条件に従って画像処理やレイアウ
ト加工等を行う。
【００３９】
　プリンタ部１０７は、データ処理部１０６によって画像処理やレイアウト加工等された
データを印刷する。
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【００４０】
　ファクシミリ送受信部１０８は、スキャナ部１０５によって読込まれたデータや携帯端
末装置２００から送信されたデータを、ネットワーク３００を介して他の複合機４００や
ファクシミリ装置、クライアント端末などに送信する。また、ファクシミリ送受信部１０
８は、他の複合機４００やファクシミリ装置、クライアント端末から送信されたデータを
受信する。
【００４１】
　認証データ記憶部１０９は、複合機１００または複合機１００の機能を利用できるか否
かを判断するための認証データを格納する。図２は、認証データ記憶部のデータ構成の一
例を示す説明図である。認証データ記憶部１０９は、認証ＩＤと機能ＩＤごとの利用許可
情報とを対応付けて記憶している。図２に示すように、認証ＩＤ“person1”は複合機１
００のプリンタ機能とスキャナ機能のいずれも利用可である。また、認証ＩＤ“person2
”は複合機１００のスキャナ機能は利用可であるが、プリント機能は利用不可である。
【００４２】
　次に、携帯端末装置２００について説明する。携帯端末装置２００は、ＮＦＣ通信部２
０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３とを備えている。なお、携
帯端末装置２００は、具体的には携帯電話や、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）
、ノートＰＣ、携帯型情報記憶媒体等である。
【００４３】
　ＮＦＣ通信部２０１は、携帯端末装置２００が複合機１００のＮＦＣ通信部１０１の通
信圏内に存在した場合に、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１の通信制御プログラムと同
じ通信プロトコルによって複合機１００のＮＦＣ通信部１０１との通信を確立し、携帯端
末装置２００から複合機１００を利用するための認証ＩＤや機能ＩＤ、ブルートゥース通
信部２０２による通信を確立するための通信設定情報、機能設定情報を送信する。
【００４４】
　具体的には、ＮＦＣ通信部２０１は、タグと、通信の確立やデータの送受信を制御する
通信制御プログラムとを内蔵したＮＦＣチップであり、このタグに上記認証ＩＤや機能Ｉ
Ｄが記憶されている。このＮＦＣ通信部２０１が複合機１００に接近し、複合機１００の
通信範囲内にＮＦＣ通信部２０１が存在すると、通信が確立され複合機１００のＮＦＣ通
信部（リーダ／ライタ）１０１によってタグ内の情報が読み取られることにより送信され
るようになっている。
【００４５】
　なお、この場合には、タグと通信制御プログラムとを内蔵したＮＦＣチップを非接触式
ＩＣカードに保存しておき、携帯端末装置２００の本体と独立して、認証ＩＤや機能ＩＤ
を複合機１００に送信する構成としてもよい。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１に認証ＩＤや機能
ＩＤを記憶したタグを設け、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１をリーダ／ライタとして
構成したが、これに限定されるものではない。携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１
をリーダ／ライタとし、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１をタグとして構成してもよい
。この場合には、複合機１００のＮＦＣ通信部１０１に認証ＩＤや機能ＩＤを記憶してお
き、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１をＮＦＣ通信部１０１に近接させて通信を
確立し、図示しない制御部によって、ＮＦＣ通信部１０１の認証ＩＤや機能ＩＤをＮＦＣ
通信部２０１に転送し、ＮＦＣ通信部２０１のリーダ／ライタによって、転送された認証
ＩＤや機能ＩＤを携帯端末装置２００の制御部で処理するように構成すればよい。また、
携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１と複合機１００のＮＦＣ通信部１０１の両方に
タグとリーダ／ライタの両機能を設けるように構成してもよい。
【００４７】
　ブルートゥース通信部２０２は、複合機１００のブルートゥース通信部１０２の通信制
御プログラムと同じ通信プロトコルによって複合機１００のブルートゥース通信部１０２
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との通信が確立した場合は、データ記憶部２０３に格納されているデータを複合機１００
に送信する。また、ブルートゥース通信部２０２は、複合機１００の機能を利用して処理
されたデータを受信する。
【００４８】
　データ記憶部２０３は、複合機１００の機能を利用するためのデータを格納する。例え
ば、複合機１００のプリント機能を利用する場合には、通信設定情報と、機能設定情報と
しての印刷設定情報と画像データが格納されている。なお、機能設定情報は、例えば、“
設定ＩＤ：設定値”のようなデータ形式で格納される。ここで、設定ＩＤとは、機能の処
理内容を示す情報であり、例えばプリント機能の場合は設定ＩＤとして“両面印刷”等が
ある。また、設定値は、設定ＩＤに設定可能な候補値のなかからデータに対する処理とし
て設定した値であり、設定ＩＤ“両面印刷”に対して設定値“ｏｎ”等が設定される。
【００４９】
　次に、以上のように構成されている複合機１００と携帯端末装置２００とを備える情報
処理システム１０による無線通信確立およびデータ処理について説明する。図３－１、図
３－２は、情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示すフ
ローチャートである。
【００５０】
　まず、携帯端末装置２００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１００のＮＦＣ通信
部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ３０１）。複合機１００のＮ
ＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２００が通信圏内に
存在しないと判断した場合は（ステップＳ３０１：Ｎｏ）、ステップＳ３０１に戻り、複
合機１００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００５１】
　同様に、複合機１００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００のＮＦＣ通
信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ３０２）。携帯端末装置２
００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置２００が通
信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ３０２：Ｎｏ）、ステップＳ３０２に
戻り、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００５２】
　次に、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯端
末装置２００が複合機１００の通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ３０１
：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１００のＮＦＣ通信部１０１に認証ＩＤ、機能
ＩＤ、機能設定情報を送信する（ステップＳ３０３）。ここで、携帯端末装置２００が通
信圏内に存在する場合とは、ユーザが携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１と複合機
１００のＮＦＣ通信部１０１とをタッチさせるような場合であり、ユーザが利用したい複
合機１００を確実に指示することができる。
【００５３】
　複合機１００において、携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した
、すなわち携帯端末装置２００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ３０
２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００のＮＦＣ通信部２０１から送信
された認証ＩＤ、機能ＩＤ、機能設定情報を受信する（ステップＳ３０４）。認証部１０
３は、認証データ記憶部１０９から認証ＩＤを取得する（ステップＳ３０５）。ＮＦＣ通
信部１０１は、認証データ記憶部１０９から取得した認証ＩＤを携帯端末装置２００に送
信する（ステップＳ３０６）。認証部１０３は、認証データ記憶部１０９から取得した認
証ＩＤと、携帯端末装置２００から送信された認証ＩＤを照合し、複合機１００の利用を
認証するか否かを判断する（ステップＳ３０７）。複合機１００の利用を認証しない、す
なわち受信した認証ＩＤが認証データ記憶部１０９に格納されていないと判断した場合は
（ステップＳ３０７：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００５４】
　携帯端末装置２００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１００から送信された認証
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ＩＤを受信する（ステップＳ３０８）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信した認証ＩＤによっ
て複合機１００の利用を認証するか否かを判断する（ステップＳ３０９）。受信した認証
ＩＤによって複合機１００の利用を認証すると判断した場合は（ステップＳ３０９：Ｙｅ
ｓ）、処理を継続する。受信した認証ＩＤによって複合機１００の利用を認証しないと判
断した場合は（ステップＳ３０９：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００５５】
　複合機１００において、複合機１００の利用を認証する、すなわち受信した認証ＩＤが
認証データ記憶部１０９に格納されていると判断した場合は（ステップＳ３０７：Ｙｅｓ
）、利用可否判定部１０４が携帯端末装置２００から受信した認証ＩＤ、機能ＩＤに対応
した利用可否情報を認証データ記憶部１０９から取得する（ステップＳ３１０）。ＮＦＣ
通信部１０１は、認証データ記憶部１０９から取得した利用可否情報を携帯端末装置２０
０に送信する（ステップＳ３１１）。利用可否判定部１０４は、取得した利用可否情報に
よって指定された機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ３１２）。指定さ
れた機能が利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ３１２：Ｎｏ）、処理を終了す
る。
【００５６】
　携帯端末装置２００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機１００から送信された利用
可否情報を受信する（ステップＳ３１３）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信した利用可否情
報によって複合機１００の機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ３１４）
。複合機１００の機能が利用可能であると判断した場合は（ステップＳ３１４：Ｙｅｓ）
、処理を継続する。複合機１００の機能が利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ
３１４：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００５７】
　複合機１００において、指定された機能が利用可能であると判断した場合は（ステップ
Ｓ３１２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置２００との間で通信設定情報を
交換する（ステップＳ３１５、Ｓ３１６）。具体的には、複合機１００のＮＦＣ通信部１
０１から携帯端末装置２００に対して通信設定情報の送信を要求し、携帯端末装置２００
のＮＦＣ通信部２０１はブルートゥース通信の通信設定情報を送信する。なお、ブルート
ゥース通信の通信設定情報は、ステップＳ３０３、Ｓ３０４において、認証ＩＤ、機能Ｉ
Ｄ、機能設定情報とともに送信してもよい。
【００５８】
　携帯端末装置２００において、ブルートゥース通信部２０２は複合機１００のブルート
ゥース通信部１０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ３１７）。複合機
１００のブルートゥース通信部１０２との通信が確立していないと判断した場合は（ステ
ップＳ３１７：Ｎｏ）、処理を終了する。複合機１００のブルートゥース通信部１０２と
の通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ３１７：Ｙｅｓ）、利用機能を判断する
（ステップＳ３１８）。利用機能がプリンタであると判断した場合は（ステップＳ３１８
：プリンタ）、データ記憶部２０３に格納されているデータを複合機１００に送信する（
ステップＳ３１９）。
【００５９】
　一方、複合機１００において、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末装置２００のブ
ルートゥース通信部２０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ３２０）。
携帯端末装置２００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立していないと判断した
場合は（ステップＳ３２０：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００６０】
　携帯端末装置２００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したと判断した場合
は（ステップＳ３２０：Ｙｅｓ）、利用可否判定部１０４は利用機能を判断する（ステッ
プＳ３２１）。利用機能がプリンタである、すなわち機能ＩＤがプリンタＩＤであると判
断した場合は（ステップＳ３２１：プリンタ）、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末
装置２００から送信されたデータを受信する（ステップＳ３２２）。ここで、受信するデ
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ータは、印刷設定情報に従って加工される前のデータである。なお、携帯端末装置２００
側でデータ処理機能を備えている場合は、加工されたデータを受信し、受信したデータを
印刷してもよい。また、印刷設定情報の一部に対応するデータ処理を携帯端末装置２００
側で行い、携帯端末装置２００から送信された印刷設定情報に従って残りのデータ処理を
複合機１００側で行ってもよい。データ処理部１０６は、受信したデータを印刷設定情報
に従って印刷用に処理する（ステップＳ３２３）。なお、印刷設定情報は、プリンタドラ
イバで行ってもよいし、ＰＤＦ（Portable Document Format）やPostScript等のような各
記述言語形式でデータ内に印刷設定情報を埋め込んでもよい。プリンタ部１０７は、処理
されたデータを印刷する（ステップＳ３２４）。
【００６１】
　ステップＳ３２１において、利用機能がスキャナである、すなわち機能ＩＤがスキャナ
ＩＤであると判断した場合は（ステップＳ３２１：スキャナ）、スキャナ部１０５は原稿
を読込む（ステップＳ３２５）。データ処理部１０６は、スキャナ設定情報に応じて読込
まれたデータを処理する（ステップＳ３２６）。ブルートゥース通信部１０２は、処理し
たデータを携帯端末装置２００に送信する（ステップＳ３２７）。
【００６２】
　携帯端末装置２００において、ブルートゥース通信部２０２は、複合機１００のブルー
トゥース通信部１０２から送信されたデータを受信する（ステップＳ３２８）。ブルート
ゥース通信部２０２は、受信したデータをデータ記憶部２０３に格納する（ステップＳ３
２９）。
【００６３】
　このように、携帯端末装置２００と複合機１００がＮＦＣ通信でブルートゥース通信に
必要な通信設定情報を送信し、送信された通信設定情報を用いてブルートゥース通信を確
立することができるため、携帯端末装置２００を複合機１００に近づけるだけで複合機１
００との通信を容易に行うことができる。また、複合機１００で利用する機能の指示を携
帯端末装置２００からＮＦＣ通信で送信することにより、複合機１００側でデータ送受信
やデータに対する設定を操作することなく、複合機１００の機能を利用することができる
ため、ユーザの作業負担を軽減することができる。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、複合機１００で利用する機能として、プリント機能とスキャ
ナ機能を一例として説明したが、このほかにも複合機１００が備える機能、例えばＦＡＸ
機能等を利用してもよい。例えば、ＦＡＸ機能を利用する場合は、携帯端末装置２００の
データ記憶部２０３に格納しているデータを複合機１００に送信し、機能設定情報に従っ
てデータを他の複合機４００やファクシミリ装置に送信するようにしてもよい。
【００６５】
　また、機能設定情報のみを携帯端末装置２００から複合機１００に送信し、複合機１０
０のスキャナ部１０５よって原稿を読取り、読取られたデータに対して機能設定情報に従
ってデータ処理を他の複合機４００やファクシミリ装置に送信するようにしてもよい。
【００６６】
　また、コピー機能を利用する場合は、携帯端末装置２００のデータ記憶部２０３に格納
された認証ＩＤ、機能ＩＤとしてコピーＩＤ、コピー設定情報を複合機１００に送信する
ことによって、スキャナ部１０５によって原稿を読み取り、読取られたデータに対してコ
ピー設定情報に従ってデータ処理を行い、プリンタ部１０７によって処理されたデータを
印刷するようにしてもよい。
【００６７】
　次に、複合機１００のハードウェア構成を説明する。図４は、本実施の形態にかかる複
合機のハードウェア構成を示す説明図である。図４に示すように、複合機１００は、コン
トローラ５１０とプリンタ部１０７およびスキャナ部１０５とをＰＣＩ（Peripheral Com
ponent Interconnect）バスで接続した構成となる。コントローラ５１０は、複合機１０
０全体の制御と描画、通信、操作部５２０からの入力を制御するコントローラである。な
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お、プリンタ部１０７またはスキャナ部１０５には、２値化を行う誤差拡散や階調の補正
を行うガンマ変換などの画像処理部分が含まれる。操作部５２０は、スキャナ部１０５で
読み取られた原稿の原稿画像情報等をＬＣＤ（Liquid Crystal Display）に表示するとと
もに操作者からの入力をタッチパネルを介して受け付ける操作表示部５２０ａと、操作者
からのキー入力を受け付けるキーボード部５２０ｂとを有している。
【００６８】
　本実施の形態にかかるデジタル複合機１００は、操作部５２０のアプリケーション切り
替えキーにより、ドキュメントボックス機能、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能
およびファクシミリ機能を切り替えて選択することが可能となっている。ドキュメントボ
ックス機能の選択時にはドキュメントボックスモードとなり、コピー機能の選択時にはコ
ピーモードとなり、プリンタ機能の選択時にはプリンタモードとなり、スキャナ機能の選
択時にはスキャナモードとなり、ファクシミリ機能の選択時にはファクシミリモードとな
る。
【００６９】
　コントローラ５１０は、コンピュータの主要部であるＣＰＵ（Central Processing Uni
t）５１１と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）５１２と、ノースブリッジ（ＮＢ）５１３
と、サウスブリッジ（ＳＢ）５１４と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）５１６と、記憶部であるローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）５１７と、記憶部である
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）５１８とを有し、ＮＢ５１３とＡＳＩＣ５１６との間
をＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス５１５で接続した構成となる。また、ＭＥ
Ｍ－Ｐ５１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）５１２ａと、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）５１２ｂとをさらに有する。
【００７０】
　ＣＰＵ５１１は、デジタル複合機１００の全体制御を行うものであり、ＮＢ５１３、Ｍ
ＥＭ－Ｐ５１２およびＳＢ５１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介し
て他の機器と接続される。
【００７１】
　ＮＢ５１３は、ＣＰＵ５１１とＭＥＭ－Ｐ５１２、ＳＢ５１４、ＡＧＰバス５１５とを
接続するためのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ５１２に対する読み書きなどを制御するメモ
リコントローラと、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【００７２】
　ＭＥＭ－Ｐ５１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開
用メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ５１
２ａとＲＡＭ５１２ｂとからなる。ＲＯＭ５１２ａは、ＣＰＵ５１１の動作を制御するプ
ログラムやデータの格納用メモリとして用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ５１
２ｂは、プログラムやデータの展開用メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる
書き込みおよび読み出し可能なメモリである。
【００７３】
　ＳＢ５１４は、ＮＢ５１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッ
ジである。このＳＢ５１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ５１３と接続されており、このＰ
ＣＩバスには、ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部５８０なども接続される。
【００７４】
　ＡＳＩＣ５１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（
Integrated Circuit）であり、ＡＧＰバス５１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ５１８およびＭＥ
Ｍ－Ｃ５１７をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ５１６は、ＰＣ
ＩターゲットおよびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ５１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と
、ＭＥＭ－Ｃ５１７を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより
画像データの回転などを行う複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Controller）と、
プリンタ部１０７やスキャナ部１０５との間でＰＣＩバスを介したデータ転送を行うＰＣ
Ｉユニットとからなる。このＡＳＩＣ５１６には、ＰＣＩバスを介してＦＣＵ（Fax Cont
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rol Unit）５３０、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）５４０、ＩＥＥＥ１３９４（the In
stitute of Electrical and Electronics Engineers 1394）インタフェース５５０が接続
される。
【００７５】
　ＭＥＭ－Ｃ５１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモ
リであり、ＨＤＤ５１８は、画像データの蓄積、ＣＰＵ５１１の動作を制御するプログラ
ムの蓄積、フォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージである。
【００７６】
　ＡＧＰバス５１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックス
アクセラレータカード用のバスインタフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ５１２に高スループッ
トで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレータカードを高速にするも
のである。
【００７７】
　なお、本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込
まれて提供される。本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、インストー
ル可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（Ｆ
Ｄ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み取り可能な
記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【００７８】
　さらに、本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムを、インターネット等の
ネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさ
せることにより提供するように構成してもよい。また、本実施の形態の複合機１００で実
行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように
構成してもよい。
【００７９】
　本実施の形態の複合機１００で実行されるプログラムは、上述した各部（ＮＦＣ通信部
、ブルートゥース通信部、認証部、利用可否判定部、データ処理部、ファクシミリ送受信
部など）を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロ
セッサ）が上記ＲＯＭからプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶
装置上にロードされ、ＮＦＣ通信部、ブルートゥース通信部、認証部、利用可否判定部、
データ処理部、ファクシミリ送受信部などが主記憶装置上に生成されるようになっている
。
【００８０】
　また、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め
組み込まれて提供される。また、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログ
ラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキ
シブルディスク、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録し
て提供するように構成してもよい。
【００８１】
　さらに、本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムを、インターネッ
ト等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロ
ードさせることにより提供するように構成してもよい。また、本実施の形態の携帯端末装
置２００で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配
布するように構成してもよい。
【００８２】
　本実施の形態の携帯端末装置２００で実行されるプログラムは、上述した各部（ＮＦＣ
通信部、ブルートゥース通信部など）を含むモジュール構成となっており、実際のハード
ウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭからプログラムを読み出して実行する
ことにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、ＮＦＣ通信部、ブルートゥース通信部
などが主記憶装置上に生成されるようになっている。
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【００８３】
　なお、上述した実施の形態では、複合機を一例として説明したが、本発明は複合機に限
る必要はなく、コピー機、ファクシミリ、プリンタを含む様々な装置に適用することがで
きる。
【００８４】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。本発明が適用される複合機
および携帯端末装置の構成例について、第１の実施の形態と異なる部分を説明する。他の
部分については第１の実施の形態と同様であるので、上述した説明を参照し、ここでの説
明を省略する。図５は、第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【００８５】
　本実施の形態にかかる複合機６００は、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部
１０２と、認証部１０３と、利用可否判定部１０４と、スキャナ部１０５と、データ処理
部１０６と、プリンタ部１０７と、ファクシミリ送受信部１０８と、認証データ記憶部１
０９と、設定候補データ記憶部６１０とを備えている。ここで、ＮＦＣ通信部１０１と、
ブルートゥース通信部１０２と、認証部１０３と、利用可否判定部１０４と、スキャナ部
１０５と、データ処理部１０６と、プリンタ部１０７と、ファクシミリ送受信部１０８と
、認証データ記憶部１０９の構成、機能は、第１の実施の形態とほぼ同様であるので、説
明を省略する。
【００８６】
　設定候補データ記憶部６１０は、複合機６００の機能ごとに設定可能な処理内容を示す
設定候補情報を格納する。図６は、設定候補データ記憶部のデータ構成の一例を示す説明
図である。設定候補データ記憶部６１０は、機能ＩＤと設定ＩＤと候補値とを対応付けて
記憶している。複合機６００は、一般に機種によって各機能の処理内容が異なるため、機
能ＩＤごとの設定ＩＤとその設定ＩＤに対応して設定可能な候補値を格納しておく。
【００８７】
　次に、携帯端末装置７００について説明する。携帯端末装置７００は、ＮＦＣ通信部２
０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３と、操作表示部７０４とを
備えている。ここで、ＮＦＣ通信部２０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記
憶部２０３の構成、機能は、第１の実施の形態とほぼ同様であるので、説明を省略する。
【００８８】
　操作表示部７０４は、複合機６００から受信した機能ＩＤに対応する設定ＩＤと候補値
とを表示し、表示された設定ＩＤに対応する候補値のなかから選択された設定値の入力を
受付ける。図７は、操作表示部で表示される表示画面の一例を示す説明図である。図７に
示すように、プリンタ機能の設定ＩＤとして“両面印刷”、“集約”等が表示され、それ
ぞれに候補値が表示されている。また、操作表示部７０４で選択された候補値すなわち設
定値は、枠で囲われている。
【００８９】
　次に、以上のように構成されている複合機６００と携帯端末装置７００とを備える情報
処理システム２０による無線通信確立および設定候補データ送信処理について説明する。
図８は、情報処理システムが行う無線通信確立処理手順および設定候補データ送信処理手
順を示すフローチャートである。
【００９０】
　まず、携帯端末装置７００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機６００のＮＦＣ通信
部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ８０１）。複合機６００のＮ
ＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置７００が通信圏内に
存在しないと判断した場合は（ステップＳ８０１：Ｎｏ）、ステップＳ８０１に戻り、複
合機６００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００９１】
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　同様に、複合機６００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置７００のＮＦＣ通
信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ８０２）。携帯端末装置７
００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置７００が通
信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ８０２：Ｎｏ）、ステップＳ８０２に
戻り、携帯端末装置７００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立するまで繰り返す。
【００９２】
　次に、携帯端末装置７００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯端
末装置７００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ８０１：Ｙｅｓ）、Ｎ
ＦＣ通信部２０１は複合機６００のＮＦＣ通信部１０１に認証ＩＤ、機能ＩＤを送信する
（ステップＳ８０３）。
【００９３】
　複合機６００において、携帯端末装置７００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した
、すなわち携帯端末装置７００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ８０
２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置７００のＮＦＣ通信部２０１から認証
ＩＤ、機能ＩＤを受信する（ステップＳ８０４）。認証部１０３は、認証データ記憶部１
０９から認証ＩＤを取得する（ステップＳ８０５）。ＮＦＣ通信部１０１は、認証データ
記憶部１０９から認証ＩＤを携帯端末装置７００に送信する（ステップＳ８０６）。認証
部１０３は、認証データ記憶部１０９から取得した認証ＩＤと、携帯端末装置７００から
送信された認証ＩＤを照合し、複合機６００の利用を認証するか否かを判断する（ステッ
プＳ８０７）。複合機６００の利用を認証しない、すなわち受信した認証ＩＤが認証デー
タ記憶部１０９に格納されていないと判断した場合は（ステップＳ８０７：Ｎｏ）、処理
を終了する。
【００９４】
　携帯端末装置７００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機６００から送信された認証
ＩＤを受信する（ステップＳ８０８）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信した認証ＩＤによっ
て複合機１００の利用を認証するか否かを判断する（ステップＳ８０９）。受信した認証
ＩＤによって複合機６００の利用を認証すると判断した場合は（ステップＳ８０９：Ｙｅ
ｓ）、処理を継続する。受信した認証ＩＤによって複合機６００の利用を認証しないと判
断した場合は（ステップＳ８０９：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００９５】
　複合機６００において、複合機６００の利用を認証する、すなわち受信した認証ＩＤが
認証データ記憶部１０９に格納されていると判断した場合は（ステップＳ８０７：Ｙｅｓ
）、利用可否判定部１０４が携帯端末装置７００から受信した認証ＩＤ、機能ＩＤに対応
した利用可否情報を認証データ記憶部１０９から取得する（ステップＳ８１０）。ＮＦＣ
通信部１０１は、認証データ記憶部１０９から取得した利用可否情報を携帯端末装置７０
０に送信する（ステップＳ８１１）。利用可否判定部１０４は、取得した利用可否情報に
よって指定された機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ８１２）。指定さ
れた機能が利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ８１２：Ｎｏ）、処理を終了す
る。
【００９６】
　携帯端末装置７００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機６００から送信された利用
可否情報を受信する（ステップＳ８１３）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信した利用可否情
報によって複合機６００の機能が利用可能であるか否かを判断する（ステップＳ８１４）
。複合機６００の機能が利用可能であると判断した場合は（ステップＳ８１４：Ｙｅｓ）
、処理を継続する。複合機６００の機能が利用可能でないと判断した場合は（ステップＳ
８１４：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００９７】
　複合機６００において、指定された機能が利用可能であると判断した場合は（ステップ
Ｓ８１２：Ｙｅｓ）、設定候補データ記憶部６１０から機能ＩＤに対応する設定ＩＤと候
補値を取得する（ステップＳ８１５）。ＮＦＣ通信部１０１は、設定ＩＤと候補値とを携
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帯端末装置７００に送信する（ステップＳ８１６）。
【００９８】
　携帯端末装置７００において、ＮＦＣ通信部２０１は複合機６００から送信された設定
ＩＤと候補値とを受信する（ステップＳ８１７）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信した設定
ＩＤと候補値とをデータ記憶部２０３に格納する（ステップＳ８１８）。
【００９９】
　次に、情報処理システム２０による無線通信確立およびデータ処理について説明する。
図９は、情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示すフロ
ーチャートである。本実施の形態にかかる無線通信確立処理手順およびデータ処理手順は
、図３－１、図３－２に示すフローチャートとほぼ同様であるので、異なる部分のみ説明
する。ステップＳ９０３～ステップＳ９２６は、図３－１での説明を参照し、ここでの説
明を省略する。また、利用機能がスキャナの場合の処理は、図３－２およびその説明を参
照し、ここでの説明を省略する。
【０１００】
　まず、携帯端末装置７００において、操作表示部７０４はデータ記憶部２０３に格納さ
れている機能ＩＤに対応する設定ＩＤ、候補値を表示する（ステップＳ９０１）。操作表
示部７０４は、設定ＩＤごとの候補値から設定値の選択を受付ける（ステップＳ９０２）
。これ以降の処理は、図３－１、図３－２の説明を参照する。なお、ステップＳ９０５に
おいて、選択された設定ＩＤごとの設定値を機能設定情報として複合機６００に送信する
。
【０１０１】
　このように、携帯端末装置７００から複合機６００に送信された機能ＩＤに対応する設
定ＩＤと候補値を複合機６００から携帯端末装置７００に送信し、送信された設定ＩＤと
候補値からユーザが設定値を選択することにより、利用する複合機６００が備える機能に
対応した機能設定情報を携帯端末装置７００側で設定することができるため、複合機６０
０の機能を簡単な操作で利用することができる。
【０１０２】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。第３の実施の形態は、上述
した複合機および携帯端末装置が備える構成および機能をカーナビゲーションシステムに
適用した場合について説明する。
【０１０３】
　本発明が適用されるカーナビゲーションシステムの構成例について、第１の実施の形態
と異なる部分を説明する。他の部分については第１の実施の形態とほぼ同様であるので、
上述した説明を参照し、ここでの説明を省略する。図１０は、第３の実施の形態にかかる
カーナビゲーションシステムの構成を示すブロック図である。
【０１０４】
　本実施の形態にかかるカーナビゲーションシステム３０は、カーナビゲーション装置８
００と、携帯端末装置９００とを備え、カーナビゲーション装置８００と携帯端末装置９
００とは、２つの通信手段によって通信可能である。
【０１０５】
　まず、携帯端末装置９００について説明する。携帯端末装置９００は、ＮＦＣ通信部２
０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３と、操作表示部９０４と、
ＧＰＳ（Global Positioning System）部９０５とを備えている。ここで、ＮＦＣ通信部
２０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３の構成、機能は、第１の
実施の形態とほぼ同様であるので、説明を省略する。
【０１０６】
　操作表示部９０４は、目的地情報の入力を受付ける。図１１は、目的地情報の入力画面
の一例を示す説明図である。図１１に示すように、目的地情報として目的地の住所の入力
を受付ける。また、操作表示部９０４は、カーナビゲーション装置８００から送信された
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現在地から目的地までの経路情報を表示する。図１２は、経路情報を表示した表示画面の
一例を示す説明図である。なお、経路情報とは、経路表示に必要な地図データを含む情報
である。
【０１０７】
　ＧＰＳ部９０５は、衛星測位システムを用いて地球上の現在位置を特定する。図１１に
示すような現在位置情報取得ボタンが押下された場合に、ＧＰＳ部９０５が携帯端末装置
９００の地球上の現在位置を特定する。
【０１０８】
　カーナビゲーション装置８００は、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部１０
２と、データ処理部８０６と、操作表示部８１１と、ＧＰＳ部８１２と、経路情報記憶部
８１３を備えている。ここで、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部１０２との
構成、機能は、第１の実施の形態とほぼ同様であるので、説明を省略する。
【０１０９】
　データ処理部８０６は、携帯端末装置９００から送信された現在地情報と目的地情報か
ら経路探索し、経路情報記憶部８１３から経路情報を取得する。操作表示部８１１は、デ
ータ処理部８０６によって取得された経路情報を表示画面に表示する。ＧＰＳ部８１２は
、ＧＰＳ部９０５と同様に衛星測位システムを用いてカーナビゲーション装置８００の地
球上の現在位置を特定する。
【０１１０】
　経路情報記憶部８１３は、カーナビゲーション装置８００が経路探索の対象とする領域
の経路情報を格納する。なお、経路情報記憶部８１３に格納されている経路情報は、一般
のカーナビゲーション装置が通常のナビゲーション処理を実行するために保持しているデ
ータである。
【０１１１】
　次に、以上のように構成されているカーナビゲーションシステム３０による経路情報表
示処理について説明する。図１３は、カーナビゲーションシステムが行う経路情報表示処
理手順を示すフローチャートである。
【０１１２】
　まず、携帯端末装置９００において、操作表示部９０４は目的地情報の入力を受付ける
（ステップＳ１３０１）。ＧＰＳ部９０５は、現在地情報を特定する（ステップＳ１３０
２）。ＮＦＣ通信部２０１はカーナビゲーション装置８００のＮＦＣ通信部１０１との通
信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１３０３）。カーナビゲーション装置８００
のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置９００が通信圏
内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１３０３：Ｎｏ）、ステップＳ１３０３に
戻り、カーナビゲーション装置８００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り
返す。
【０１１３】
　同様に、カーナビゲーション装置８００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置
９００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１３０４
）。携帯端末装置９００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯
端末装置９００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１３０４：Ｎｏ）
、ステップＳ１３０４に戻り、携帯端末装置９００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立
するまで繰り返す。
【０１１４】
　携帯端末装置９００において、カーナビゲーション装置８００のＮＦＣ通信部１０１と
の通信が確立した、すなわち携帯端末装置９００が通信圏内に存在すると判断した場合は
（ステップＳ１３０３：Ｙｅｓ）、また、カーナビゲーション装置８００において、携帯
端末装置９００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯端末装置９００
が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ１３０４：Ｙｅｓ）、携帯端末装置
９００のＮＦＣ通信部２０１は、カーナビゲーション装置８００のＮＦＣ通信部１０１と
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の間で通信設定情報を交換する（ステップＳ１３０５、Ｓ１３０６）。携帯端末装置９０
０において、ブルートゥース通信部２０２はカーナビゲーション装置８００のブルートゥ
ース通信部１０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１３０７）。カーナ
ビゲーション装置８００のブルートゥース通信部１０２との通信が確立していないと判断
した場合は（ステップＳ１３０７：Ｎｏ）、処理を終了する。カーナビゲーション装置８
００のブルートゥース通信部１０２との通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ１
３０７：Ｙｅｓ）、目的地情報と現在地情報を送信する（ステップＳ１３０８）。
【０１１５】
　カーナビゲーション装置８００において、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末装置
９００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ
１３０９）。携帯端末装置９００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立していな
いと判断した場合は（ステップＳ１３０９：Ｎｏ）、処理を終了する。携帯端末装置９０
０のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ１３
０９：Ｙｅｓ）、目的地情報と現在地情報を受信する（ステップＳ１３１０）。データ処
理部８０６は、経路情報記憶部８１３から、受信した目的地情報と現在地情報に対応する
格納された経路情報を取得する（ステップＳ１３１１）。ブルートゥース通信部１０２は
、取得した経路情報を携帯端末装置９００に送信する（ステップＳ１３１２）。
【０１１６】
　携帯端末装置９００において、ブルートゥース通信部２０２はカーナビゲーション装置
８００から送信された経路情報を受信する（ステップＳ１３１３）。ブルートゥース通信
部２０２は、受信した経路情報をデータ記憶部２０３に記憶する（ステップＳ１３１４）
。操作表示部９０４は、経路情報を表示する（ステップＳ１３１５）。
【０１１７】
　このように、携帯端末装置９００から送信した目的地情報と現在位置情報とをカーナビ
ゲーション装置８００に送信し、カーナビゲーション装置８００に格納されている経路情
報を携帯端末装置９００に送信することにより、携帯端末装置９００で経路情報を表示で
きるため、カーナビゲーション装置８００を搭載した自動車等から離れるときであっても
、携帯端末装置９００で経路情報を確認することができる。
【０１１８】
　また、携帯端末装置９００では、現在地情報と目的地情報とに対応した経路情報のみを
データ記憶部２０３に格納すればいいため、データ記憶部２０３はカーナビゲーション装
置８００の経路情報記憶部８１３に比べ、データ容量を非常に小さくすることができる。
【０１１９】
　なお、本実施の形態では、現在地から目的地への経路案内を例にして説明したが、携帯
端末装置９００の操作表示部９０４が備えるナビゲーション機能により、帰路の経路案内
も可能である。また、複数の目的地を携帯端末装置９００から入力して複数の経路情報を
カーナビゲーション装置８００から受信し、それぞれの目的地についての経路案内を行う
ことも可能である。
【０１２０】
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。第４の実施の形態は、上述
した複合機および携帯端末装置が備える構成および機能を家電システムに適用した場合に
ついて説明する。
【０１２１】
　本発明が適用される家電システムの構成例について、第１の実施の形態と異なる部分を
説明する。他の部分については第１の実施の形態とほぼ同様であるので、上述した説明を
参照し、ここでの説明を省略する。図１４は、第４の実施の形態にかかる家電システムの
構成を示すブロック図である。
【０１２２】
　本実施の形態にかかる家電システム４０は、電子レンジ装置１０００と、携帯端末装置
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１１００とを備え、電子レンジ装置１０００と携帯端末装置１１００とは、２つの通信手
段によって通信可能である。また、電子レンジ装置１０００は、ネットワーク３００を介
してサーバ１２００に接続されている。
【０１２３】
　まず、携帯端末装置１１００について説明する。携帯端末装置１１００は、ＮＦＣ通信
部２０１と、ブルートゥース通信部２０２と、データ記憶部２０３と、操作表示部１１０
４とを備えている。ここで、ＮＦＣ通信部２０１と、ブルートゥース通信部２０２と、デ
ータ記憶部２０３の構成、機能は、第１の実施の形態とほぼ同様であるので、説明を省略
する。
【０１２４】
　操作表示部１１０４は、電子レンジ装置１０００から送信されたレシピ名およびレシピ
ＩＤからなるインデックス情報を表示し、選択されたレシピＩＤの入力を受付ける。また
、操作表示部１１０４は、電子レンジ装置１０００から送信されたレシピＩＤに対応する
レシピ情報を表示する。
【０１２５】
　次に、電子レンジ装置１０００は、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルートゥース通信部１０
２と、データ処理部１００６と、操作表示部１０１１と、レシピ情報記憶部１０１４と、
インターネット通信部１０１５とを備えている。ここで、ＮＦＣ通信部１０１と、ブルー
トゥース通信部１０２との構成、機能は、第１の実施の形態とほぼ同様であるので、説明
を省略する。
【０１２６】
　レシピ情報記憶部１０１４は、電子レンジ装置１０００によって調理するレシピに関連
する情報を格納する。図１５は、レシピ情報記憶部のデータ構成の一例を示す説明図であ
る。レシピ情報記憶部１０１４は、レシピ名とレシピＩＤと機能ＩＤと時間とレシピデー
タとを対応付けて記憶する。例えば、図１５に示すように、レシピ名“Ａ”の料理のレシ
ピＩＤは“１”であり、電子レンジ装置１０００の機能である機能ＩＤ“ｏ”、すなわち
オーブンを時間“６００”秒使用する。レシピデータとは、レシピ名“Ａ”の料理の手順
を示すデータであり、画像データや動画データ、文書データ、音声データ等を含んでよい
。また、機能ＩＤ“ｍ”は、レンジ機能を示す。機能ＩＤ“ｍ：ｏ”、時間“６０:９０
０”は、電子レンジ装置１０００によってレンジ機能を６０秒実行後、オーブン機能を９
００秒実行することを示す。
【０１２７】
　データ処理部１００６は、機能ＩＤ“インデックス取得ＩＤ”を携帯端末装置１１００
から受信した場合にレシピ情報記憶部１０１４からレシピ名とレシピＩＤからなるインデ
ックス情報を取得する。また、データ処理部１００６は、レシピＩＤを携帯端末装置１１
００から受信した場合にレシピ情報記憶部１０１４からレシピＩＤに対応する機能ＩＤと
時間とレシピデータを取得する。
【０１２８】
　操作表示部１０１１は、レシピ名の選択の受付や、レシピデータの表示、電子レンジ装
置１０００の機能の選択の受付や時間の設定等を行う。インターネット通信部１０１５は
、ネットワーク３００を介して接続されたサーバ１２００からレシピに関する情報を適宜
取得し、レシピ情報記憶部１０１４に格納する。
【０１２９】
　次に、以上のように構成されている家電システム４０によるインデックス情報取得処理
について説明する。図１６は、家電システムが行うインデックス情報取得処理手順を示す
フローチャートである。ここで、インデックス情報とは、レシピ情報記憶部１０１４に格
納されているレシピ名とレシピＩＤとを対応付けた情報をいう。
【０１３０】
　まず、携帯端末装置１１００において、ＮＦＣ通信部２０１は電子レンジ装置１０００
のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１６０１）。電
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子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端
末装置１１００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１６０１：Ｎｏ）
、ステップＳ１６０１に戻り、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が
確立するまで繰り返す。
【０１３１】
　同様に、電子レンジ装置１０００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置１１０
０のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１６０２）。
携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端
末装置１１００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１６０２：Ｎｏ）
、ステップＳ１６０２に戻り、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確
立するまで繰り返す。
【０１３２】
　次に、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯
端末装置１１００が通信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ１６０１：Ｙｅｓ
）、ＮＦＣ通信部２０１は電子レンジ装置１０００にインデックス取得ＩＤを送信する（
ステップＳ１６０３）。
【０１３３】
　電子レンジ装置１０００において、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通
信が確立した、すなわち携帯端末装置１１００が通信圏内に存在すると判断した場合は（
ステップＳ１６０２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置１１００から機能Ｉ
Ｄとしてインデックス取得ＩＤを受信する（ステップＳ１６０４）。データ処理部１００
６は、レシピデータ記憶部１０１４からインデックス情報を取得する（ステップＳ１６０
５）。ＮＦＣ通信部１０１は、インデックス情報を携帯端末装置１１００に送信する（ス
テップＳ１６０６）。
【０１３４】
　携帯端末装置１１００において、ＮＦＣ通信部２０１は電子レンジ装置１０００からイ
ンデックス情報を受信する（ステップＳ１６０７）。ＮＦＣ通信部２０１は、受信したイ
ンデックス情報をデータ記憶部２０３に格納する（ステップＳ１６０８）。
【０１３５】
　次に、家電システム４０によるレシピ表示処理について説明する。図１７は、家電シス
テムが行うレシピ表示処理手順を示すフローチャートである。
【０１３６】
　まず、携帯端末装置１１００において、操作表示部１１０４はデータ記憶部２０３に格
納されたインデックス情報を取得し（ステップＳ１７０１）、インデックス情報を表示す
る（ステップＳ１７０２）。操作表示部１１０４は、レシピＩＤの選択を受付ける（ステ
ップＳ１７０３）。ＮＦＣ通信部２０１は、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０
１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１７０４）。電子レンジ装置１００
０のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端末装置１１００が通
信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１７０４：Ｎｏ）、ステップＳ１７０
４に戻り、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立するまで繰り返
す。
【０１３７】
　同様に、電子レンジ装置１０００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置１１０
０のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１７０５）。
携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端
末装置１１００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１７０５：Ｎｏ）
、ステップＳ１７０５に戻り、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確
立するまで繰り返す。
【０１３８】
　携帯端末装置１１００において、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通
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信が確立した、すなわち携帯端末装置１１００が通信圏内に存在すると判断した場合は（
ステップＳ１７０４：Ｙｅｓ）、また、電子レンジ装置１０００において、携帯端末装置
１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立した、すなわち携帯端末装置１１００が通
信圏内に存在すると判断した場合は（ステップＳ１７０５：Ｙｅｓ）、携帯端末装置１１
００のＮＦＣ通信部２０１は、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との間で通
信設定情報を交換する（ステップＳ１７０６、Ｓ１７０７）。携帯端末装置１１００にお
いて、ブルートゥース通信部２０２は電子レンジ装置１０００のブルートゥース通信部１
０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１７０８）。電子レンジ装置１０
００のブルートゥース通信部１０２との通信が確立していないと判断した場合は（ステッ
プＳ１７０８：Ｎｏ）、処理を終了する。電子レンジ装置１０００のブルートゥース通信
部１０２との通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ１７０８：Ｙｅｓ）、選択し
たレシピＩＤを送信する（ステップＳ１７０９）。
【０１３９】
　電子レンジ装置１０００において、ブルートゥース通信部１０２は携帯端末装置１１０
０のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１７
１０）。携帯端末装置１１００のブルートゥース通信部２０２との通信が確立していない
と判断した場合は（ステップＳ１７１０：Ｎｏ）、処理を終了する。携帯端末装置１１０
０のブルートゥース通信部２０２との通信が確立したと判断した場合は（ステップＳ１７
１０：Ｙｅｓ）、レシピＩＤを受信する（ステップＳ１７１１）。データ処理部１００６
は、レシピ情報記憶部１０１４からレシピＩＤに対応する機能ＩＤ、時間、レシピデータ
を取得する（ステップＳ１７１２）。ブルートゥース通信部１０２は、取得した機能ＩＤ
、時間、レシピデータを携帯端末装置１１００に送信する（ステップＳ１７１３）。
【０１４０】
　携帯端末装置１１００において、ブルートゥース通信部２０２は電子レンジ装置１００
０から機能ＩＤ、時間、レシピデータを受信する（ステップＳ１７１４）。ブルートゥー
ス通信部２０２は、受信した機能ＩＤ、時間、レシピデータをデータ記憶部２０３に記憶
する（ステップＳ１７１５）。操作表示部１１０４は、レシピデータを表示する（ステッ
プＳ１７１６）。
【０１４１】
　このように、携帯端末装置１１００側でレシピデータを表示することができるため、電
子レンジ装置１０００から離れた位置でもレシピを確認することができ、使い勝手がよく
なる。特に、電子レンジ装置１０００が見難い位置で調理を行っている場合は、ユーザに
とっての利便性が高い。
【０１４２】
　次に、家電システム４０による電子レンジ装置操作処理について説明する。図１８は、
家電システムが行う電子レンジ装置操作処理手順を示すフローチャートである。
【０１４３】
　まず、携帯端末装置１１００において、ＮＦＣ通信部２０１は電子レンジ装置１０００
のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１８０１）。電
子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が確立していない、すなわち携帯端
末装置１１００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１８０１：Ｎｏ）
、ステップＳ１８０１に戻り、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通信が
確立するまで繰り返す。
【０１４４】
　同様に、電子レンジ装置１０００において、ＮＦＣ通信部１０１は携帯端末装置１１０
０のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立したか否かを判断する（ステップＳ１８０２）。
携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確立していない、すなわち携帯端
末装置１１００が通信圏内に存在しないと判断した場合は（ステップＳ１８０２：Ｎｏ）
、ステップＳ１８０２に戻り、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通信が確
立するまで繰り返す。



(25) JP 2009-135865 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

【０１４５】
　携帯端末装置１１００において、電子レンジ装置１０００のＮＦＣ通信部１０１との通
信が確立した、すなわち携帯端末装置１１００が通信圏内に存在すると判断した場合は（
ステップＳ１８０１：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部２０１はデータ記憶部２０３からレシピＩ
Ｄに対応する機能ＩＤ、時間を取得する（ステップＳ１８０３）。なお、このレシピＩＤ
は、操作表示部１１０４に表示しているレシピデータに対応するレシピＩＤとする。ＮＦ
Ｃ通信部２０１は、取得した機能ＩＤと時間を電子レンジ装置１０００に送信する（ステ
ップＳ１８０４）。
【０１４６】
　電子レンジ装置１０００において、携帯端末装置１１００のＮＦＣ通信部２０１との通
信が確立した、すなわち携帯端末装置１１００が通信圏内に存在すると判断した場合は（
ステップＳ１８０２：Ｙｅｓ）、ＮＦＣ通信部１０１は機能ＩＤと時間を携帯端末装置１
１００から受信する（ステップＳ１８０５）。データ処理部１００６は、機能ＩＤに対応
する機能、例えばオーブン機能やレンジ機能を指定時間実行する（ステップＳ１８０６）
。
【０１４７】
　このように、現在調理しているレシピに応じた電子レンジの設定が携帯端末装置１１０
０を電子レンジ装置１０００に近づけるだけでできるため、ユーザの使い勝手が大幅に向
上する。
【０１４８】
　なお、上述した実施の形態では、電子レンジ装置を一例として説明したが、本発明は電
子レンジ装置に限る必要はなく、家電に格納されている情報を家電から離れた場所で確認
したり、利用したい機能を携帯端末装置から指示したりするような家電に適用することが
できる。
【０１４９】
　以上、本発明を第１～第４の実施の形態を用いて説明してきたが、上述した実施の形態
に多様な変更または改良を加えることができる。なお、上述した第１～第４の実施の形態
において説明した構成や機能は、自由に組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】認証データ記憶部のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図３－１】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示す
フローチャートである。
【図３－２】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示す
フローチャートである。
【図４】本実施の形態にかかる複合機のハードウェア構成を示す説明図である。
【図５】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図６】設定候補データ記憶部のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図７】操作表示部で表示される表示画面の一例を示す説明図である。
【図８】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順および設定候補データ送信処理手
順を示すフローチャートである。
【図９】情報処理システムが行う無線通信確立処理手順およびデータ処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】第３の実施の形態にかかるカーナビゲーションシステムの構成を示すブロック
図である。
【図１１】目的地情報の入力画面の一例を示す説明図である。
【図１２】経路情報を表示した表示画面の一例を示す説明図である。
【図１３】カーナビゲーションシステムが行う経路情報表示処理手順を示すフローチャー
トである。
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【図１４】第４の実施の形態にかかる家電システムの構成を示すブロック図である。
【図１５】レシピ情報記憶部のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図１６】家電システムが行うインデックス情報取得処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１７】家電システムが行うレシピ表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】家電システムが行う電子レンジ装置操作処理手順を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１５１】
　　　１０　２０　情報処理システム
　　１００　６００　複合機
　　１０１　ＮＦＣ通信部
　　１０２　ブルートゥース通信部
　　１０３　認証部
　　１０４　利用可否判定部
　　１０５　スキャナ部
　　１０６　８０６　１００６　データ処理部
　　１０７　プリンタ部
　　１０８　ファクシミリ送受信部
　　１０９　認証データ記憶部
　　２００　７００　９００　１１００　携帯端末装置
　　２０１　ＮＦＣ通信部
　　２０２　ブルートゥース通信部
　　２０３　データ記憶部
　　３００　ネットワーク
　　４００　複合機
　　６１０　設定候補データ記憶部
　　７０４　９０４　１１０４　操作表示部
　　８００　カーナビゲーション装置
　　８１１　１０１１　操作表示部
　　８１２　ＧＰＳ部
　　８１３　経路情報記憶部
　　９０５　ＧＰＳ部
　１０００　電子レンジ装置
　１０１４　レシピ情報記憶部
　１０１５　インターネット通信部
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