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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】画像処理装置からスキャンデータを保存する場
合に、携帯端末の記憶領域を好適に公開する仕組みを提
供する。
【解決手段】携帯端末１０２は、ＭＦＰ（ｍｕｌｔｉ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）１０１へ近
づけられると、スキャン開始指示及びアクセス情報を、
近距離無線通信を用いてＭＦＰ１０１へ送信する。さら
に、携帯端末１０２は、ジョブに関連するジョブ関連情
報を受けると、記憶領域をアクセス可能に公開し、ジョ
ブ関連情報に対応するジョブが完了すると公開した記憶
領域を非公開にする。一方、ＭＦＰ１０１は、スキャン
開始指示及びアクセス情報を受信し、ジョブ関連情報を
発行して、近距離無線通信を用いて携帯端末へ通知し、
開始指示に従って原稿から読み取った画像データを、公
開された記憶領域へアクセスして格納する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、画像処理装置とが通信可能なシステムであって、
　前記携帯端末は、
　前記画像処理装置に画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセスするた
めのアクセス情報を、近距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送信手段と、
　前記開始指示に応答して前記画像処理装置から該開始指示に対応するジョブに関連する
ジョブ関連情報を受けると、前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記憶領域をアク
セス可能に公開する公開手段と、
　前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公開手段によって公開した記憶
領域を非公開にする非公開手段と
を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記送信手段によって送信された前記開始指示及び前記アクセス情報を受信し、前記ジ
ョブ関連情報を発行して、該ジョブ関連情報を前記携帯端末に前記近距離無線通信を用い
て通知するジョブ関連情報通知手段と、
　前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって原稿から読み取られた画像データを、前記公開手段によって公開
された記憶領域へ前記アクセス情報を用いてアクセスして格納する格納手段と
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ジョブ関連情報は、対応するジョブのジョブＩＤであり、
　前記画像処理装置は、さらに、
　前記ジョブＩＤに対応するジョブが完了すると、該ジョブが完了したことを前記携帯端
末に通知するジョブ完了通知手段を備え、
　前記非公開手段は、
　前記ジョブ完了通知手段による通知を受信すると、前記公開手段に公開した記憶領域を
非公開にすることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ジョブ完了通知手段は、無線ＬＡＮを介して前記ジョブが完了したことを前記携帯
端末に通知することを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ジョブ関連情報は、前記記憶領域へ格納するデータのファイル名であり、
　前記非公開手段は、
　前記ジョブに対応するファイル名のデータが前記記憶領域へ格納されると、前記公開手
段に公開した記憶領域を非公開にすることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記非公開手段は、
　前記公開手段によって前記記憶領域を公開してから、所定の時間が経過すると、前記ジ
ョブに対応するファイル名のデータが前記記憶領域へ格納される前であっても、前記公開
手段に公開した記憶領域を非公開にすることを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、さらに、
　前記公開手段によって前記記憶領域を公開してから、所定の時間が経過すると、表示部
にエラーを表示する表示制御手段をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載のシス
テム。
【請求項７】
　前記画像処理装置は、さらに、ＮＦＣタグを備え、
　前記送信手段は、前記開始指示及び前記アクセス情報を、前記近距離無線通信を介して
、前記ＮＦＣタグに書き込むことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載のシス
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テム。
【請求項８】
　前記ジョブ関連情報通知手段は、前記ジョブ関連情報を前記ＮＦＣタグに書き込み、
　前記携帯端末は、前記ＮＦＣタグに書き込まれた前記ジョブ関連情報を読み込むことを
特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記格納手段は、
　無線ＬＡＮを介して、前記携帯端末にアクセスすることを特徴とする請求項１乃至８の
何れか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　画像処理装置と通信可能な携帯端末であって、
　前記画像処理装置に画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセスするた
めのアクセス情報を、近距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送信手段と、
　前記開始指示に応答して前記画像処理装置から該開始指示に対応するジョブに関連する
ジョブ関連情報を受けると、前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記憶領域をアク
セス可能に公開する公開手段と、
　前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公開手段によって公開した記憶
領域を非公開にする非公開手段と
を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項１１】
　携帯端末と通信可能な画像処理装置であって、
　前記携帯端末から送信された画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセ
スするためのアクセス情報を近距離無線通信を用いて受信し、該開始指示に対応するジョ
ブに関連するジョブ関連情報を発行して、該ジョブ関連情報を前記携帯端末に前記近距離
無線通信を用いて通知するジョブ関連情報通知手段と、
　前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって原稿から読み取られた画像データを、前記ジョブ関連情報通知手
段によって前記ジョブ関連情報を通知することにより公開された記憶領域へ前記アクセス
情報を用いてアクセスして格納する格納手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　携帯端末と、画像処理装置とが通信可能なシステムの制御方法であって、
　前記携帯端末は、
　送信手段が、前記画像処理装置に画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へア
クセスするためのアクセス情報を、近距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送
信工程と、
　公開手段が、前記開始指示に応答して前記画像処理装置から該開始指示に対応するジョ
ブに関連するジョブ関連情報を受けると、前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記
憶領域をアクセス可能に公開する公開工程と、
　非公開手段が、前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公開工程におい
て公開した記憶領域を非公開にする非公開工程と
を実行し、
　前記画像処理装置は、
　ジョブ関連情報通知手段が、前記送信工程によって送信された前記開始指示及び前記ア
クセス情報を受信し、前記ジョブ関連情報を発行して、該ジョブ関連情報を前記携帯端末
に前記近距離無線通信を用いて通知するジョブ関連情報通知工程と、
　読取手段が、前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る読取工程と、
　格納手段が、前記読取工程において原稿から読み取られた画像データを、前記公開工程
において公開された記憶領域へ前記アクセス情報を用いてアクセスして格納する格納工程
と
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を実行することを特徴とするシステムの制御方法。
【請求項１３】
　画像処理装置と通信可能な携帯端末の制御方法であって、
　送信手段が、前記画像処理装置に画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へア
クセスするためのアクセス情報を、近距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送
信手段と、
　公開手段が、前記開始指示に応答して前記画像処理装置から該開始指示に対応するジョ
ブに関連するジョブ関連情報を受けると、前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記
憶領域をアクセス可能に公開する公開手段と、
　非公開手段が、前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公開手段によっ
て公開した記憶領域を非公開にする非公開手段と
を備えることを特徴とする携帯端末の制御方法。
【請求項１４】
　携帯端末と通信可能な画像処理装置の制御方法であって、
　ジョブ関連情報通知手段が、前記携帯端末から送信された画像の読取を開始する開始指
示及び前記携帯端末へアクセスするためのアクセス情報を近距離無線通信を用いて受信し
、該開始指示に対応するジョブに関連するジョブ関連情報を発行して、該ジョブ関連情報
を前記携帯端末に前記近距離無線通信を用いて通知するジョブ関連情報通知工程と、
　読取手段が、前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る読取工程と、
　格納手段が、前記読取工程において原稿から読み取られた画像データを、前記ジョブ関
連情報通知工程において前記ジョブ関連情報を通知することにより公開された記憶領域へ
前記アクセス情報を用いてアクセスして格納する格納工程と
を備えることを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１５】
　請求項１０の携帯端末としてコンピュータを機能させるための該コンピュータで読み取
り可能なプログラム。
【請求項１６】
　請求項１１の画像処理装置としてコンピュータを機能させるための該コンピュータで読
み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近距離無線通信機器との近距離無線通信を用いた複合機やプリンタ等の画像
処理装置のシステムに関するものであり、特に連携した際の画像処理装置、携帯端末、シ
ステム、それらの制御方法、及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、近距離無線通信を実現するＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ）と呼ばれる技術がスマートフォンやタブレットＰＣといった携帯端末へと急加速
で普及している。ＮＦＣの仕様には３つの機能が規定されている。１つ目は、リーダ／ラ
イタ機能であり、ＮＦＣカードやＮＦＣタグに対するデータのリード及びライトを実施す
ることができる。２つ目は、ピア・ツー・ピア機能であり、ＮＦＣを介して様々なデータ
の送受信が可能である。それぞれ、ユーザが各々の機器をタッチさせるような所作で通信
を確立できる気軽さと便利さが特徴である。また、ＷｅｂＤＡＶ（Ｗｅｂ－ｂａｓｅｄ 
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ Ａｕｔｈｏｒｉｎｇ ａｎｄ Ｖｅｒｓｉｏｎｉｎｇ）やＳＭＢ
Ｓｅｒｖｅｒ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｂｌｏｃｋ）プロトコルを用いて情報機器の記憶領域をネ
ットワーク上へ公開する技術がある。さらに、特許文献１には、それらプロトコルを用い
てＭＦＰと情報機器との間でプリントデータの送受信を行う技術を提案している。また、
上記技術を応用し携帯端末の記憶領域を公開し、ＭＦＰからスキャンしたデータを送信す
る技術や、携帯端末の記憶領域へアクセスするための情報（例えばＩＰアドレス）を携帯
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端末からＮＦＣを介して受信する技術もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５０６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術には以下に記載する問題がある。例えば、ＷｅｂＤＡＶや
ＳＭＢプロトコルを用いて公開した携帯端末の記憶領域にＭＦＰからスキャンデータを保
存する際、携帯端末は、スキャンデータの保存が完了したか分からないため、記憶領域を
公開し続けることになってしまう。そのため、ユーザにとってセキュリティ上好ましくな
い。また、ユーザ自らが携帯端末の記憶領域にスキャンデータが保存されたかを監視し、
記憶領域を非公開に変更するのはユーザにとって手間がかかってしまい、効率的でない。
【０００５】
　本発明は、上述の問題に鑑みて成されたものであり、画像処理装置からスキャンデータ
を保存する場合に、携帯端末の記憶領域を好適に公開する仕組み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】
【０００６】
　本発明は、携帯端末と、画像処理装置とが通信可能なシステムであって、前記携帯端末
は、前記画像処理装置に画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセスする
ためのアクセス情報を、近距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送信手段と、
前記開始指示に応答して前記画像処理装置から該開始指示に対応するジョブに関連するジ
ョブ関連情報を受けると、前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記憶領域をアクセ
ス可能に公開する公開手段と、前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公
開手段によって公開した記憶領域を非公開にする非公開手段とを備え、前記画像処理装置
は、前記送信手段によって送信された前記開始指示及び前記アクセス情報を受信し、前記
ジョブ関連情報を発行して、該ジョブ関連情報を前記携帯端末に前記近距離無線通信を用
いて通知するジョブ関連情報通知手段と、前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る
読取手段と、前記読取手段によって原稿から読み取られた画像データを、前記公開手段に
よって公開された記憶領域へ前記アクセス情報を用いてアクセスして格納する格納手段と
を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明は、画像処理装置と通信可能な携帯端末であって、前記画像処理装置に画
像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセスするためのアクセス情報を、近
距離無線通信を用いて該画像処理装置へ送信する送信手段と、前記開始指示に応答して前
記画像処理装置から該開始指示に対応するジョブに関連するジョブ関連情報を受けると、
前記アクセス情報で指定した前記携帯端末の記憶領域をアクセス可能に公開する公開手段
と、前記ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると前記公開手段によって公開した記
憶領域を非公開にする非公開手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、携帯端末と通信可能な画像処理装置であって、前記携帯端末から送信
された画像の読取を開始する開始指示及び前記携帯端末へアクセスするためのアクセス情
報を近距離無線通信を用いて受信し、該開始指示に対応するジョブに関連するジョブ関連
情報を発行して、該ジョブ関連情報を前記携帯端末に前記近距離無線通信を用いて通知す
るジョブ関連情報通知手段と、前記開始指示に従って原稿から画像を読み取る読取手段と
、前記読取手段によって原稿から読み取られた画像データを、前記ジョブ関連情報通知手
段によって前記ジョブ関連情報を通知することにより公開された記憶領域へ前記アクセス
情報を用いてアクセスして格納する格納手段とを備えることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、画像処理装置からスキャンデータを保存する場合に、携帯端末の記憶
領域を好適に公開することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係るモバイルＳＥＮＤシステムの概要を示すシステム構成を示
す図。
【図２】別の実施形態に係るモバイルＳＥＮＤシステムの概要を示すシステム構成を示す
図。
【図３】第１の実施形態に係るＭＦＰのハードウェア構成を示す図。
【図４】第１の実施形態に係る携帯端末のハードウェア構成を示す図。
【図５】第１の実施形態に係る携帯端末のＭＦＰ連携アプリケーションの画面を示す図。
【図６】第１の実施形態に係るＳＥＮＤ動作の全体フローを表す図。
【図７】第２の実施形態に係るＳＥＮＤ動作の全体フローを表す図。
【図８】第３の実施形態に係るＳＥＮＤ動作の全体フローを表す図。
【図９】第３の実施形態に係るＳＥＮＤアプリケーションのＳＥＮＤジョブがエラー終了
したことを表示する画面を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態
は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている
特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　＜システム構成＞
　以下では、本発明の第１の実施形態について説明する。まず、図１を参照して、本発明
の実施形態に係るモバイルＳＥＮＤシステムの概要について説明する。モバイルＳＥＮＤ
システム１００は、ＭＦＰ１０１、携帯端末１０２、アクセスポイント１０３、及びパー
ソナルコンピュータ（情報処理装置）１０７、１１０を含んで構成される。各装置は、無
線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）１０４やネットワーク１０５を介して相互に情
報を送受信できるように接続されている。なお、図１に示すシステムにおける装置の数や
種類を限定する意図はなく、他の形態のシステムにおいても本発明を適用することができ
る。例えば、モバイルＳＥＮＤシステム１００は、図１に示す装置の他に、図３に示すＦ
ＡＸ（ファクシミリ）装置１０９を含んで構成することができる。
【００１３】
　ＭＦＰ（ｍｕｌｔｉ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）１０１は、ネットワ
ークＩ／Ｆを有し、ネットワーク１０５を介して、パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ
と略記する。）１０７や、アクセスポイント１０３と接続されている。また、ＭＦＰ１０
１には、ＮＦＣタグ１０６が搭載されており、ＮＦＣ搭載機器との通信ができるように構
成されている。ＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）とは、近距
離無線通信を表す。さらに、ＭＦＰ１０１は、公衆回線網１０８とのＩ／Ｆも持ち、公衆
回線網１０８を介して接続されたＦＡＸ装置１０９とＦＡＸ送受信ができるように構成さ
れている。なお、ＭＦＰ１０１は、画像処理装置の一例である。
【００１４】
　携帯端末１０２は、無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆを有しており、無線ＬＡＮ１０４を介してアク
セスポイント１０３と接続される。ここでは、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に対応している
ことを前提として記載する。本実施形態では、図１に示すように、無線ＬＡＮ１０４とネ
ットワーク１０５を介してＭＦＰ１０１と携帯端末１０２が通信し、連携するように構成
されている。ＰＣ１０７、１１０は、ネットワーク１０５を介して、ＭＦＰ１０１や携帯
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端末１０２と通信を行うことができ、例えば、ＭＦＰ１０１に画像データを入力して印刷
させたりすることができる。
【００１５】
　＜他のシステム構成＞
　次に、図２を参照して、本発明の別の実施形態に係るモバイルＳＥＮＤシステム２００
の構成例について説明する。なお、ここでは、図１のモバイルＳＥＮＤシステム１００と
異なる部分についてのみ説明を記載する。ＭＦＰ１０１は、無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆを有して
おり、ネットワーク１０５を介することなく、無線ＬＡＮ１０４を介してアクセスポイン
ト１０３と接続される。したがって、無線ＬＡＮ１０４だけを介してＭＦＰ１０１と携帯
端末１０２が通信し、連携するように構成されているところが、図１と異なるところであ
る。
【００１６】
　＜画像処理装置の構成＞
　次に、図３を参照して、図１に示したモバイルＳＥＮＤシステム１００に含まれるＭＦ
Ｐ１０１のハードウェア構成について説明する。ＭＦＰ１０１は、コントローラボード３
００、スキャナ３０９、プリンタエンジン３０７、操作パネル３１２、及びＮＦＣアンテ
ナ３１４を備える。これら各部がそれぞれ連動し、印刷、スキャン、コピー、ＦＡＸなど
の機能を実現する。
【００１７】
　スキャナ３０９は、原稿を読み取って画像（印刷）データを出力する。プリンタエンジ
ン３０７は、印刷データに従って用紙への印刷を行う。操作パネル３１２は、各種設定操
作、及びアラーム等の表示を受け持つ。スキャナには、原稿検知を行う原稿検知センサ３
２０が接続されている。原稿検知センサ３２０は、圧板部（原稿台スキャナ部）とＡＤＦ
部（Ａｕｔｏ Ｄｏｃｕｍｅｎｔｏ Ｆｅｅｄｅｒ部）にそれぞれ備わっている。圧板部の
場合、原稿台ガラス上に原稿が置かれた場合に、原稿が置かれたことを検知して、その旨
をスキャナ３０９へ通知する。ＡＤＦ部の場合、フィーダーに原稿が置かれた場合に、原
稿が置かれたことを検知してその旨をスキャナ３０９へ通知する。
【００１８】
　コントローラボード３００は、ＣＰＵ３０１、ＲＡＭ３０２、ＲＯＭ３０３、記憶装置
３０４、画像処理部３０５、エンジンＩ／Ｆ（インタフェース）３０６、スキャナＩ／Ｆ
３０８、無線ＬＡＮＩ／Ｆ３１０、ＮＦＣコントローラ３１３、ＵＳＢＩ／Ｆ３１５、ネ
ットワークＩ／Ｆ３１７、及びＦＡＸＩ／Ｆ３１８を備える。ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１
０１全体を制御するコントローラであり、各部とシステムバス３１９で接続されている。
外部との通信は、各外部Ｉ／Ｆを介して通信可能に構成されている。ＦＡＸＩ／Ｆ３１８
は、モジュラージャックを介し、公衆回線網１０８に接続され、ＦＡＸ装置１０９とＦＡ
Ｘ送受信を行う。
【００１９】
　ネットワークＩ／Ｆ３１７は、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆコネクタを介し、ネットワーク１０５に
接続し、ＰＣ１０７、１１０とネットワーク通信を行う。ネットワーク１０５には、アク
セスポイント１０３も接続されており、無線ＬＡＮ１０４を介して携帯端末１０２とネッ
トワーク通信を行う。ＵＳＢＩ／Ｆ３１５は、ＵＳＢコネクタを介し、ＰＣ３１６とロー
カル接続し、ＵＳＢ通信を行う。無線ＬＡＮＩ／Ｆ３１０は、無線ＬＡＮアンテナ３１１
を介し、無線ＬＡＮによりアクセスポイント１０３に接続し、無線ＬＡＮ通信を行う。Ｎ
ＦＣコントローラ３１３は、ＮＦＣアンテナ３１４を介し、ＮＦＣを搭載した携帯端末と
近距離無線通信（ＮＦＣ）を行う。
【００２０】
　コントローラボード３００と、ＭＦＰ１０１内部の他の部との通信は、各内部Ｉ／Ｆを
介して通信可能に構成されている。スキャナ３０９とは、スキャナＩ／Ｆ３０８を介し、
データ通信を行う。プリンタエンジン３０７とは、エンジンＩ／Ｆ３０６を介し、データ
通信を行う。操作パネル３１２とは、システムバス３１９を介し、データ通信を行う。
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【００２１】
　ＲＯＭ３０３は、ブートＲＯＭであり、ＭＦＰ１０１のブートプログラムが格納されて
いる。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモリであり、Ｃ
ＰＵ３０１の演算データや各種プログラムが記憶される。また、ＲＡＭ３０２は、印刷時
等に画像処理部３０５で種々の画像処理を施された画像データを保持する画像メモリとし
ても利用される。記憶装置３０４は、サイズの大きなプログラムやデータを保存しておく
ための不揮発の２次記憶装置であり、保存してあるサイズの大きなプログラムやデータは
ＲＡＭ３０２に展開して使用する。
【００２２】
　＜携帯端末の構成＞
　次に、図４を参照して、図１に示したモバイルＳＥＮＤシステム１００に含まれる携帯
端末のハードウェア構成について説明する。携帯端末１０２は、コントローラボード４０
０、表示部４０６、タッチパネル４０８、キー４０９、及びＮＦＣアンテナ４１４を備え
る。これら各部がそれぞれ連動し、携帯端末１０２の機能を実現している。表示部４０６
は、表示コントローラ４０５の制御に従って各種表示を行う。タッチパネル４０８及びキ
ー４０９は、操作部コントローラ４０７の制御に従って各種操作を行い、それぞれ連動し
操作可能に構成されている。
【００２３】
　コントローラボード４００は、ＣＰＵ４０１、ＲＡＭ４０２、ＲＯＭ４０３、記憶装置
４０４、表示コントローラ４０５、操作部コントローラ４０７、無線ＬＡＮＩ／Ｆ４１０
、通話部４１２、及びＮＦＣコントローラ４１３を備える。ＣＰＵ４０１は、携帯端末全
体を制御するコントローラであり、各部とシステムバス４１５で接続されている。無線Ｌ
ＡＮＩ／Ｆ４１０は、無線ＬＡＮアンテナ４１１を介し、無線ＬＡＮによりアクセスポイ
ント１０３に接続し、外部との無線ＬＡＮ通信を行う。通話部４１２は、不図示のマイク
やスピーカと接続され、公衆回線に接続し、電話として動作する。ＮＦＣコントローラ４
１３は、ＮＦＣアンテナ４１４を介し、ＮＦＣを搭載した機器と近距離無線通信を行う。
【００２４】
　ＲＯＭ４０３は、ブートＲＯＭであり、携帯端末１０２のブートプログラムが格納され
ている。ＲＡＭ４０２は、ＣＰＵ４０１が動作するためのシステムワークメモリであり、
ＣＰＵ４０１の演算データや各種プログラムが記憶される。記憶装置４０４は、サイズの
大きなプログラムやデータを保存しておくための不揮発の２次記憶装置であり、保存して
あるサイズの大きなプログラムやデータはＲＡＭ４０２に展開して使用する。
【００２５】
　＜ＭＦＰ連携アプリケーション＞
　次に、図５を参照して、携帯端末１０２上で動作するＭＦＰ連携アプリケーション（本
実施形態では、モバイルＳＥＮＤ、モバイルＦＡＸと称する。）の動作と画面について説
明する。前述の通り、本実施形態に係る携帯端末１０２には表示部４０６とタッチパネル
４０８が備わっている。ユーザは、表示部４０６に表示されるメニューやボタンに対して
、タッチパネル４０８を指などでスライドやタッチすることでメニューのスクロールやボ
タンの押下などの指示を与えることができる。以下で説明する画面はタッチパネルによる
入力を前提としている。なお、本発明においてはこのような入力方式に限定する必要はな
く、他の入力方式を適用することもできる。
【００２６】
　図５は、ＭＦＰ連携アプリケーションのトップ画面を示す。本実施形態においては、携
帯端末１０２とＭＦＰ１０１とが連携してＳＥＮＤを行うモバイルＳＥＮＤアプリケーシ
ョンについて説明する。トップ画面５００には、ＳＥＮＤボタン５０１、ＣＯＰＹボタン
、及びＦＡＸボタン５０３が含まれる。ＳＥＮＤボタン５０１を押下すると、モバイルＳ
ＥＮＤアプリケーションの設定画面６００が表示される。送信形式など設定可能な項目が
表示され、タッチパネルの操作で各項目を設定できるようになっている。また、ＳＥＮＤ
の際に設定可能な種々のモードもタッチパネルの操作で各項目を設定できるようになって
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いる。
【００２７】
　送信形式の設定は、送信形式設定ボタン６０１に候補が表示され、変更したい場合には
ボタンを押下することで別の候補も含めた画面に切り替わりその中から選択することがで
きる。変更しない場合は、送信形式設定ボタン６０１に表示されている設定（ＷｅｂＤＡ
Ｖ）で設定される。変更した場合は、送信形式設定ボタン６０１に変更した設定が表示さ
れる。保存形式の設定は、保存形式設定ボタン６０２に候補が表示され、変更したい場合
にはボタンを押下することで別の候補も含めた画面に切り替わりその中から選択すること
ができる。変更しない場合は、保存形式設定ボタン６０２に表示されている設定（ｐｄｆ
）で設定される。変更した場合は、保存形式設定ボタン６０２に変更した設定が表示され
る。解像度設定ボタン６０３、濃度設定ボタン６０４、及び両面設定ボタン６０５も、送
信形式設定ボタン６０１や保存形式設定ボタン６０２と同様の操作で設定値を変更するこ
とができる。
【００２８】
　設定画面６００の次へボタン６０６を押下することで、各項目が設定され、画面７００
に切り替わる。この画面７００は、次の処理へ進むメッセージ表示７０１と、処理を中止
するためのキャンセルボタン９０２とを含んで構成される。そして、ＭＦＰ１０１側のＳ
ＥＮＤ処理が完了すると画面８００に切り替わる。この画面８００は、ＳＥＮＤが完了し
たことをユーザへ伝えるメッセージ表示８０１と、処理を完了させるＯＫボタン８０２と
を含んで構成される。
【００２９】
　＜ＳＥＮＤ処理＞
　次に、図６のフローチャートを用いて、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが連携して実
現するＳＥＮＤの処理手順について説明する。本フローチャートのうち、携帯端末１０２
の処理Ｓ９０１乃至Ｓ９０９は、図４のＲＯＭ４０３、記憶装置４０４、ＲＡＭ４０２の
いずれかに記憶されたプログラムに基づき、ＣＰＵ４０１によって実行される。また、本
フローチャートのうち、ＭＦＰ１０１の処理Ｓ９１０乃至Ｓ９１７は、図３のＲＯＭ３０
３、記憶装置３０４、ＲＡＭ３０２のいずれかに記憶されたプログラムに基づき、ＣＰＵ
３０１によって実行される。
【００３０】
　まず、Ｓ９１０において、ＭＦＰ１０１は、主電源が投入されると前述の通り、コント
ローラボード３００のＲＯＭ３０３に記憶されたプログラムに基づきＣＰＵ３０１を起動
させる。一方、Ｓ９０１において、携帯端末１０２は、モバイルＳＥＮＤを行うためにモ
バイルＳＥＮＤアプリケーションを起動する。起動すると、Ｓ９０２において、モバイル
ＳＥＮＤアプリケーションは、前述の画面６００を表示部４０６に表示し、ユーザ入力に
従って、送信形式、保存形式や原稿スキャン（読取）の設定が行われる。ユーザが送信形
式などの設定を完了すると、Ｓ９０２のサブルーチンを抜ける。
【００３１】
　本実施形態においては、ＳＥＮＤの設定情報や原稿スキャンの開始指示の送信を、携帯
端末１０２に備わるＮＦＣライタによってＭＦＰ１０１に備わるＮＦＣタグへ書き込むこ
とによって行う。具体的には、Ｓ９０３において、ＣＰＵ４０１は、携帯端末１０２のＮ
ＦＣコントローラ４１３をライタモードで起動させる。その後、ユーザが携帯端末１０２
をＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６に近づけると、Ｓ９０４において、ＣＰＵ４０１は、
ＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６へ設定情報及びスキャン開始指示、携帯端末１０２の記
憶装置４０４へのアクセス情報を書き込む。なお、本実施形態において上記アクセス情報
は、携帯端末１０２のＩＰアドレス、ポート番号である。
【００３２】
　Ｓ９１１において、ＣＰＵ３０１は、携帯端末１０２から設定情報を受信すると、ＮＦ
Ｃタグに書き込まれた設定情報、スキャン指示及びアクセス情報を読み出す。続いて、Ｓ
９１２において、ＣＰＵ３０１は、ジョブ関連情報通知手段として機能し、スキャン指示



(10) JP 2015-106838 A 2015.6.8

10

20

30

40

50

に応答して、ＳＥＮＤジョブ関連情報（ジョブＩＤ）を発行し、Ｓ９１３でジョブＩＤを
ＮＦＣタグ１０６に書き込む。
【００３３】
　本実施形態におけるジョブＩＤの受信については、携帯端末１０２に備わるＮＦＣリー
ダによってＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６から情報を読み出すことによって行う。従っ
て、Ｓ９０５において、ＣＰＵ４０１は、携帯端末１０２のＮＦＣコントローラ４１３を
リーダモードに切り替える。続いて、Ｓ９０６において、ＣＰＵ４０１は、ＭＦＰ１０１
のＮＦＣタグ１０６からスキャンジョブ関連情報（例えば、ジョブＩＤ）を読み出す。な
お、Ｓ９０４乃至Ｓ９０６及びＳ９１１乃至Ｓ９１３の処理は、ユーザが携帯端末１０２
をＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６に一度近づけるだけで実行される。
【００３４】
　次に、Ｓ９０７において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ９０４でＭＦＰ１０１へ送信したアクセ
ス情報に含まれるポート番号のポートを開放してアクセス情報で指定した記憶領域をアク
セス可能に公開する。これにより、ＭＦＰ１０１が携帯端末１０２の記憶装置（記憶領域
）４０４へアクセスできる状態になる。一方、Ｓ９１４において、ＣＰＵ３０１は、Ｓ９
１１で受信した原稿のスキャン指示によって、原稿のスキャンを開始する。続いて、Ｓ９
１５において、ＣＰＵ３０１は、スキャンが完了すると携帯端末１０２の公開された記憶
装置４０４へネットワーク１０５経由でアクセスし、スキャンデータを記憶装置４０４へ
保存する。Ｓ９１６において、ＣＰＵ３０１は、スキャンデータの保存が完了したか否か
を判定する。保存が完了すると、Ｓ９１７に進み、ＣＰＵ３０１は、ジョブ完了通知手段
として機能し、ジョブＩＤと紐づいたジョブ完了パケットを携帯端末１０２へネットワー
ク１０５経由で送信し、処理を終了する。一方、Ｓ９０８において、ＣＰＵ４０１は、Ｍ
ＦＰ１０１からジョブ完了パケットを受信したか否かを判定する。ジョブ完了パケットを
受信するとＳ９０９に進み、ＣＰＵ４０１は、ポートの開放を停止し、処理を終了する。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態に係るモバイルＳＥＮＤシステム１００、２００は、
通信可能に接続された携帯端末１０２と、ＭＦＰ１０１とを含む。携帯端末１０２は、Ｍ
ＦＰ１０１へ近づけられると、スキャン開始指示及びアクセス情報を、近距離無線通信を
用いてＭＦＰ１０１へ送信する。さらに、携帯端末１０２は、ジョブに関連するジョブ関
連情報（例えば、ジョブＩＤやファイル名）を受けると、記憶領域をアクセス可能に公開
し、ジョブ関連情報に対応するジョブが完了すると公開した記憶領域を非公開にする。一
方、ＭＦＰ１０１は、スキャン開始指示及びアクセス情報を受信し、ジョブ関連情報を発
行して、近距離無線通信を用いて携帯端末へ通知し、開始指示に従って原稿から読み取っ
た画像データを、公開された記憶領域へアクセスして格納する。このように、本実施形態
によれば、携帯端末１０２は、ジョブを投入する画像処理装置に対して近距離無線通信を
用いて携帯端末１０２の記憶領域へのアクセス情報を通知し、当該ジョブが実行されて完
了する前での間に上記記憶領域をアクセス可能に公開する。よって、本実施形態によれば
、携帯端末の記憶領域のセキュリティを向上するとともに、ユーザが当該記憶領域を公開
又は非公開にするかを意識することなく簡易な操作でＭＦＰ１０１と連携した処理を実行
することができる。
【００３６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、図７を用いて本発明に係る第２の実施形態について説明する。図７のフローチャ
ートは、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが連携して実現するＳＥＮＤの処理手順を示す
。本フローチャートのうち、携帯端末１０２の処理Ｓ１００１乃至Ｓ１００９は、図４の
ＲＯＭ４０３、記憶装置４０４、ＲＡＭ４０２のいずれかに記憶されたプログラムに基づ
き、ＣＰＵ４０１によって実行される。また、本フローチャートのうち、ＭＦＰ１０１の
処理Ｓ１０１０乃至Ｓ１０１６は、図３のＲＯＭ３０３、記憶装置３０４、ＲＡＭ３０２
のいずれかに記憶されたプログラムに基づき、ＣＰＵ３０１によって実行される。
【００３７】
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　まず、Ｓ１０１１において、ＭＦＰ１０１は、主電源が投入されると前述の通り、コン
トローラボード３００のＲＯＭ３０３に記憶されたプログラムに基づきＣＰＵ３０１を起
動させる。一方、Ｓ１００１において、携帯端末１０２では、モバイルＳＥＮＤを行うた
めにモバイルＳＥＮＤアプリケーションを起動する。起動すると、Ｓ１００２において、
モバイルＳＥＮＤアプリケーションは、前述の画面６００を表示部４０６に表示し、ユー
ザ入力に従って、送信形式、保存形式や原稿スキャンの設定が行われる。ユーザが送信形
式などの設定を完了すると、サブルーチンＳ１００２を抜ける。
【００３８】
　本実施形態においては、ＳＥＮＤの設定情報や原稿スキャンの開始指示の送信を、携帯
端末１０２に備わるＮＦＣライタによってＭＦＰ１０１に備わるＮＦＣタグへ書き込むこ
とによって行う。具体的には、Ｓ１００３において、ＣＰＵ４０１は、携帯端末１０２の
ＮＦＣコントローラ４１３をライタモードで起動させる。その後、ユーザが携帯端末１０
２をＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６に近づけると、Ｓ１００４において、ＣＰＵ４０１
は、ＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６へ設定情報及びスキャン開始指示、携帯端末の記憶
装置４０４へのアクセス情報を書き込む。なお、本実施形態において上記アクセス情報は
、携帯端末１０２のＩＰアドレス、ポート番号である。
【００３９】
　Ｓ１０１１において、ＣＰＵ３０１は、携帯端末１０２から設定情報を受信Ｓ１０１１
すると、ＮＦＣタグに書き込まれた設定情報、スキャン指示及びアクセス情報をを読み出
す。続いて、Ｓ１０１２において、ＣＰＵ３０１は、スキャン指示に応答して、ＳＥＮＤ
ジョブ関連情報（ファイル名）を発行し、Ｓ１０１３でファイル名をＮＦＣタグ１０６に
書き込む。
【００４０】
　本実施形態におけるファイル名の受信については、携帯端末１０２に備わるＮＦＣリー
ダによってＭＦＰ１０１のＮＦＣタグ１０６から情報を読み出すことによって行う。従っ
て、Ｓ１００５において、ＣＰＵ４０１は、携帯端末１０２のＮＦＣコントローラ４１３
をリーダモードに切り替える。続いて、Ｓ１００６において、ＣＰＵ４０１は、ＭＦＰ１
０１のＮＦＣタグ１０６からＳＥＮＤジョブのファイル名を読み出す。なお。Ｓ１００４
乃至Ｓ１００６及びＳ１０１１乃至Ｓ１０１３の処理は、ユーザが携帯端末１０２をＭＦ
Ｐ１０１のＮＦＣタグ１０６に一度近づけるだけで実行される。
【００４１】
　次に、Ｓ１００７において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ１００４でＭＦＰ１０１へ送信したア
クセス情報に含まれるポート番号のポートを開放してアクセス情報で指定した記憶領域を
アクセス可能に公開する。これにより、ＭＦＰ１０１が携帯端末１０２の記憶装置４０４
へアクセスできる状態になる。一方、Ｓ１０１４において、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０１１
で受信した原稿のスキャン指示によって、原稿のスキャンを開始する。続いて、Ｓ１０１
５において、ＣＰＵ３０１は、受信した原稿のスキャンが完了すると携帯端末１０２の公
開された記憶装置４０４へネットワーク１０５経由でアクセスし、スキャンデータを記憶
装置４０４へ保存する。Ｓ１０１６において、ＣＰＵ３０１は、スキャンデータの保存が
完了したか否かを判定する。保存が完了すると、処理を終了する。一方、Ｓ１００８にお
いて、ＣＰＵ４０１は、記憶装置４０４にＭＦＰ１０１から受信したファイル名のファイ
ルの保存が完了したか否かを判定する。保存が完了すると、Ｓ１００９において、ＣＰＵ
４０１は、ポートの開放を停止し、処理を終了する。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、上記第１の実施形態と異なり、記憶領域へ
格納するデータのファイル名をジョブ関連情報として携帯端末１０２へ通知する。したが
って、携帯端末１０２は、公開した記憶領域を監視し、当該ファイル名のデータが格納さ
れると、記憶領域を非公開にする。このように、本実施形態では、携帯端末１０２は、Ｍ
ＦＰ１０１からジョブ完了通知を受ける必要がないため、上記第１の実施形態と比較して
処理を軽減することができる。
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　＜第３の実施形態＞
　次に、図８を用いて本発明に係る第３の実施形態について説明する。図８のフローチャ
ートは、ＭＦＰ１０１と携帯端末１０２とが連携して実現するＳＥＮＤの処理手順を示す
。本フローチャートのうち、携帯端末１０２の処理Ｓ１１０１乃至Ｓ１１０９、Ｓ１１１
７及びＳ１１１８は、図４のＲＯＭ４０３、記憶装置４０４、ＲＡＭ４０２のいずれかに
記憶されたプログラムに基づき、ＣＰＵ４０１によって実行される。また、本フローチャ
ートのうち、ＭＦＰ１０１の処理Ｓ１１１０乃至Ｓ１１１６は、図３のＲＯＭ３０３、記
憶装置３０４、ＲＡＭ３０２のいずれかに記憶されたプログラムに基づき、ＣＰＵ３０１
によって実行される。なお、以下では、上記第２の実施形態で説明した図７の処理と異な
る部分についてのみ説明を記載する。即ち、Ｓ１１０１乃至Ｓ１１０７は、Ｓ１００１乃
至Ｓ１００７の処理と同様であり、Ｓ１１１０乃至Ｓ１１１６の処理は、Ｓ１０１０乃至
Ｓ１０１６の処理と同様であるため説明を省略する。
【００４４】
　Ｓ１１０８において、携帯端末１０２のＣＰＵ４０１は、記憶装置４０４にＭＦＰ１０
１から受信したファイル名のファイルの保存が完了したか否かを判定する。ここで、保存
が完了していればＳ１１０９に進み、完了していなければＳ１１１７に進む。Ｓ１１１７
において、ＣＰＵ４０１は、記憶領域を公開してから所定時間が経過したか否かを判定す
る。即ち、ここでは、ファイルの保存処理においてエラーが発生したか否かを判定してい
る。ここで、所定時間が経過するとＳ１１１８に進み、ＣＰＵ４０１は、ユーザやＭＦＰ
１０１へエラー通知を行い、Ｓ１１０９に進む。なお、Ｓ１１０９において、ＣＰＵ４０
１は、表示制御手段として機能し、図９に示す画面１２００を表示部４０６に表示する。
画面１２００は、スキャンデータが正しく保存されなかった旨の表示１２０１と、ＯＫボ
タン１２０２とで構成される。ユーザは、表示１２０１を確認すると、ＯＫボタン１２０
２を押下して画面１２００を、例えば画面５００へ遷移させることができる。一方、所定
時間が経過していない場合はＳ１１０８に処理を戻す。Ｓ１１０９において、ＣＰＵ４０
１は、ポートの開放を停止し、処理を終了する。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、上記第２の実施形態の構成に加えて、携帯
端末１０２は、記憶領域を公開してから所定時間が経過すると、当該記憶領域へ、対応す
るファイル名のデータが格納される前であっても、当該記憶領域を非公開にする。さらに
、携帯端末１０２は、格納処理においてエラーが発生したと判断して、ユーザにエラーを
通知する。これにより、上記第２の実施形態において、格納処理にエラーが発生した場合
であっても、公開した記憶領域を非公開にすることができ、無駄に記憶領域を公開するこ
とを防止することができる。
【００４６】
　＜その他の実施形態＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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