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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と複数種類の無線通信方法で
無線通信が可能な画像入出力装置との間で無線による通信を行う無線通信システムにおい
て、
　前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情
報を生成する生成手段と、
　前記画像入出力装置と前記無線通信端末とが協働して実行するジョブの実行の指示を受
け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法
の種類と、前記生成手段が生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通
信可能な無線通信方法に関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線
通信方法を選択する選択手段と、
　を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記無線通信端末は、前記無線通信端末が備える複数の無線通信方法に関する情報を前
記画像入出力装置へ送信する送信手段と、
　前記画像入出力装置から前記画像入出力装置とのデータ通信を可能とする無線通信方法
に関する情報を取得する取得手段とを更に備え、
　前記画像入出力装置は、前記複数の無線通信方法の１つである近接無線通信により前記
無線通信端末との間で無線通信を確立する通信手段と、
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　前記無線通信端末から前記複数の無線通信方法に関する情報を受信する受信手段と、
　前記受信した複数の無線通信方法に関する情報に基づいて、前記無線通信端末と前記画
像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法が存在するか否かを判別する判別手段と
を更に備えることを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記無線通信端末は、前記画像入出力装置と協働して実行するジョブの起動を、前記複
数の無線通信方法の１つである遠隔無線通信による前記画像入出力装置との間の無線通信
の確立に応じて行う制御手段を更に備えることを特徴とする請求項１又は２記載の無線通
信システム。
【請求項４】
　前記生成手段が生成した、前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能
な無線通信方法に関する情報を記憶する記憶手段を更に備えることを特徴とする請求項１
に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記複数種類の無線通信方法は、ＩＣカードによる近接通信、スペクトラム拡散通信、
赤外線通信、及び無線データ通信の少なくとも１つが含まれることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記選択手段は更に、前記無線通信端末と前記画像入出力装置との間で通信を介して協
働して実行されるジョブの操作設定情報、または前記携帯端末装置への電力の供給方法を
含む電源情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択するこ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と複数種類の無線通信方法で
無線通信が可能な画像入出力装置との間で無線による通信を行う無線通信システムにおけ
る制御方法であって、
　前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情
報を生成する生成工程と、
　前記画像入出力装置と前記無線通信端末とが協働して実行するジョブの実行の指示を受
け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法
の種類と、前記生成工程で生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通
信可能な無線通信方法に関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線
通信方法を選択する選択工程と、
　を備えることを特徴とする無線通信システムの制御方法。
【請求項８】
　複数種類の無線通信方法で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信
が可能な無線通信端末と無線による通信を行う画像入出力装置において、
　前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情
報を生成する生成手段と、
　前記無線通信端末と協働して実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョ
ブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成手段
が生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に
関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択
手段と、
　を備えることを特徴とする画像入出力装置。
【請求項９】
　複数種類の無線通信方法で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信
が可能な無線通信端末と無線による通信を行う画像入出力装置の制御方法において、
　前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情
報を生成する生成工程と、
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　前記無線通信端末と協働して実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョ
ブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成工程
で生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に
関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択
工程と、
　を備えることを特徴とする画像入出力装置の制御方法。
【請求項１０】
　複数種類の無線通信方法で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信
が可能な無線通信端末と無線による通信を行う画像入出力装置の制御方法を画像入出力装
置に実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情
報を生成する生成工程と、
　前記無線通信端末と協働して実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョ
ブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成工程
で生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に
関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択
工程と、
　を備え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、複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と画像入出力装置
との間でデータ通信を行う際に、当該複数種類の無線通信方法から最適なものを選択する
無線通信システム及びその制御方法、画像入出力装置及びその制御方法、並びにプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信により各種データ通信を行う電子機器において、従来、複数の異なる無線通信
方式を一つの筐体内に搭載し、いずれかの無線通信方式によりデータ送信を行うものが開
示されている（特許文献１参照）。ここでいう電子機器には、携帯電話機、ＰＤＡ：Pers
onal Digital Assistant、ノートパソコン等が含まれる。かかる従来の電子機器の中には
、ユーザが無線通信方式を指定するのではなく、どのような基準で無線通信方式を指定す
るかの判断基準である優先順位が予め設定されている。この場合、ユーザがデータ送信時
にその優先順位を指定し、指定した優先順位に従って無線通信方式を自動的に選択してデ
ータ送信を行っている。優先順位しては、消費電力の低い方式、通信可能距離の短い方式
、通信速度の速い方式、通信料金の安い方式などが挙げられる。
【特許文献１】特開２００３－１６９３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した従来技術では、無線通信方式の優先順位が予め設定されている
ものの、無線通信を行う相手機がどの無線通信方式を備えているかが不明である。したが
って優先順位の高い通信方式からデータ送信を行って正常にデータ送信を行うことができ
る通信方式を探す必要がある。また、上述した従来技術では、送信するデータのサイズに
よって優先する通信方式の優先順位を異ならせるようにしているが、データのサイズ以外
の条件を加味して最適な通信方式を決定することはできない。よって、上述した従来技術
では、最適な無線通信手段を選択することはできない。
【０００４】
　本発明は、上記問題に鑑みて成されたものであり、複数種類の無線通信方法からユーザ
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の使用環境に最適な無線通信方法を選択することが可能となり、ユーザの利便性を向上さ
せることができる無線通信技術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】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の無線通信システムは、複数種類の無線通信
方法で無線通信が可能な無線通信端末と複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な画像
入出力装置との間で無線による通信を行う無線通信システムにおいて、前記無線通信端末
と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報を生成する生成手
段と、前記画像入出力装置と前記無線通信端末とが協働して実行するジョブの実行の指示
を受け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信
方法の種類と、前記生成手段が生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通
に通信可能な無線通信方法に関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる
無線通信方法を選択する選択手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項７記載の無線通信システムの制御方法は、複数種類
の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と複数種類の無線通信方法で無線通信が
可能な画像入出力装置との間で無線による通信を行う無線通信システムにおける制御方法
であって、前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に
関する情報を生成する生成工程と、前記画像入出力装置と前記無線通信端末とが協働して
実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記ジョブを起動
するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成工程で生成した前記無線通信端末と
前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報とに基づいて、前記
ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択工程と、を備えることを特徴と
する。
　上記目的を達成するために、請求項８記載の画像入出力装置は、複数種類の無線通信方
法で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と
無線による通信を行う画像入出力装置において、前記無線通信端末と前記画像入出力装置
とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報を生成する生成手段と、前記無線通信端
末と協働して実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記
ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成手段が生成した前記無
線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報とに基
づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択手段と、を備える
ことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項９記載の画像入出力装置の制御方法は、複数種類の
無線通信方法で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線
通信端末と無線による通信を行う画像入出力装置の制御方法において、前記無線通信端末
と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報を生成する生成工
程と、前記無線通信端末と協働して実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記
ジョブの種類と、前記ジョブを起動するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成
工程で生成した前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方
法に関する情報とに基づいて、前記ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する
選択工程と、を備えることを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１０記載のプログラムは、複数種類の無線通信方法
で無線通信が可能であり、複数種類の無線通信方法で無線通信が可能な無線通信端末と無
線による通信を行う画像入出力装置の制御方法を画像入出力装置に実行させるためのプロ
グラムであって、前記制御方法は、前記無線通信端末と前記画像入出力装置とが共通に通
信可能な無線通信方法に関する情報を生成する生成工程と、前記無線通信端末と協働して
実行するジョブの実行の指示を受け付けた場合、前記ジョブの種類と、前記ジョブを起動
するのに用いられた無線通信方法の種類と、前記生成工程で生成した前記無線通信端末と
前記画像入出力装置とが共通に通信可能な無線通信方法に関する情報とに基づいて、前記
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ジョブの実行のために用いる無線通信方法を選択する選択工程と、を備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、複数種類の無線通信方法からユーザの使用条件に最適な無線通信方法
を選択することが可能となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体構成を示す図である。
【００１０】
　図１において、無線通信システムは、複合機２００等の画像入出力装置と、携帯電話２
３０，３００、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）５００、ノートＰＣ４００等の携
帯端末装置とで構成される。
【００１１】
　複合機２００は、スキャン機能、プリント機能、ＦＡＸ機能、ネットワーク通信機能に
加えて無線通信機能等を有する。複合機２００は、画像入力デバイスであるスキャナ２０
７０、画像出力デバイスであるプリンタ２０９５、コントローラユニット２０００、及び
ユーザインターフェースである操作部２０１２から構成される。
【００１２】
　スキャナ２０７０、プリンタ２０９５、及び操作部２０１２は、それぞれコントローラ
ユニット２０００に接続されている。コントローラユニット２０００は、複数の無線通信
機能（無線通信手段）を備え、携帯電話３００等の無線通信機能（無線通信手段）を有す
る各種携帯端末装置との間で無線２０１５により接続可能になっている。
【００１３】
　本無線通信システムでは、複合機２００を利用してさまざまなサービスを提供すること
ができる。例えば、携帯電話３００，２３０に記憶された画像やメール文書を無線を通じ
て複合機２００に転送し、プリンタ２０９５で印刷（画像出力）する「携帯プリント」と
呼ばれるサービスが提供できる。また、複合機２００のスキャナ２０７０により画像読み
込み（画像入力）を行い、得られた画像データを無線を通じてノートＰＣ４００等に転送
して記憶させる「プッシュスキャン」と呼ばれるサービスが提供可能である。
【００１４】
　更に、複合機２００のスキャナ２０７０により画像読み込みを行い、得られた電子化デ
ータをメール配信する、いわゆる「スキャン・トゥ・イーメール（Scan to E-mail）」と
呼ばれるサービスの提供も可能である。このサービスでは、ユーザは、例えば、ＰＤＡ５
００に登録されているアドレス帳より所望のE-mailアドレスを選択し、選択したアドレス
を無線を通じて複合機２００に送信して、「Scan to E-mail」の宛先として指定すること
が可能である。
【００１５】
　コントローラユニット２０００は、サービスの内容、通信距離、及び携帯端末装置の電
源などの使用条件に応じて、複数の無線通信手段の中から最適な無線通信手段を選択し、
当該無線通信手段を用いて携帯端末装置とデータ通信を行う。例えば、複合機２００に近
い場所で携帯電話と軽いデータの通信を行う場合、通信範囲は狭いが、バッテリー駆動時
に有利な低消費電力の無線通信手段が選択される。一方、ＡＣ電源を使用したノートＰＣ
から重いデータを遠隔通信する場合は、消費電力は大きくても通信範囲が広く高速な無線
通信手段が選択される。
【００１６】
　図２は、図１のコントローラユニット２０００の内部構成を示すブロック図である。
【００１７】
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　コントローラユニット２０００は、バス２０７１を介してスキャナ２０７０に接続され
、またバス２０９６を介してプリンタ２０９５に接続される。また、コントローラユニッ
ト２０００は、ＬＡＮ２０１１や公衆回線（ＷＡＮ）２０５１や無線２０１５を介して他
の機器に接続して、画像情報やデバイス情報の入出力制御を行う。
【００１８】
　ＣＰＵ２００１はシステム全体を制御するコントローラである。ＲＡＭ２００２はＣＰ
Ｕ２００１が動作するためのシステムワークメモリであり、画像データを一時記憶するた
めの画像メモリでもある。ＲＯＭ２００３はブートＲＯＭであり、ＲＯＭ２００３にはシ
ステムのブートプログラムが格納されている。ＨＤＤ２００４はハードディスクドライブ
であり、システムソフトウェアや画像データ、後述する通信部２０１３が有するすべての
無線通信手段に関する情報（無線通信手段の仕様）を格納する。
【００１９】
　操作部Ｉ／Ｆ２００６は、操作部（ＵＩ）２０１２との間のインターフェース部であり
、操作部２０１２に表示すべき画像データを操作部２０１２に対して出力する。また、操
作部２０１２から本システムのユーザが入力した情報を、ＣＰＵ２００１に伝える役割を
行う。Ｎｅｔｗｏｒｋ部２０１０は、ＬＡＮ２０１１に接続され、情報の入出力を行う。
ＭＯＤＥＭ２０５０は、公衆回線２０５１に接続され、情報の入出力を行う。
【００２０】
　通信部２０１３は、通信部２０１３に接続されるアンテナ部２０１４を介して無線２０
１５に接続され、情報の入出力を行う。また、通信部２０１３は複数種類の無線通信を行
うことが可能である。上記各デバイスがシステムバス２００７上に配置される。
【００２１】
　ＩｍａｇｅＢｕｓＩ／Ｆ２００５は、システムバス２００７と、画像データを高速で転
送する画像バス２００８とを接続し、データ構造を変換するバスブリッジである。画像バ
ス２００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４等で規定されるバスである。
【００２２】
　画像バス２００８上に配置される各デバイスにおいて、ラスターイメージプロセッサ（
ＲＩＰ）２０６０は、ＰＤＬコードをビットマップイメージに展開する。デバイスＩ／Ｆ
部２０２０は、スキャナ２０７０またはプリンタ２０９５をコントローラユニット２００
０に接続し、画像データの同期系／非同期系の変換を行う。スキャナ画像処理部２０８０
は、入力画像データに対して補正、加工、または編集を行う。プリンタ画像処理部２０９
０は、プリント出力画像データに対して、プリンタ２０９５に合った補正、解像度変換等
を行う。画像回転部２０３０は、画像データの回転を行う。画像処理部２０４０は、画像
データに対する、ＪＰＥＧ、ＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理や、ＰＤＦ、ＴＩ
ＦＦ、ＯＣＲ、暗号化等のフォーマット変換処理を行う。
【００２３】
　図３は、図２の通信部２０１３の内部構成を示すブロック図である。
【００２４】
　図３において、インターフェース（Ｉ／Ｆ）変換回路２１１５は、システムバス２００
７と複数の無線通信手段（無線通信部）Ａ２０１６，Ｂ２０１７，Ｃ２０１８，Ｄ２０１
９との間に接続されている。Ｉ／Ｆ変換回路２１１５は、無線通信手段Ａ２０１６～Ｄ２
０１９がＵＳＢ或いはＳＤＩＯなどの異なるインターフェース（Ｉ／Ｆ）を有する場合に
、これらをシステムバス２００７に適合するようにインターフェース（Ｉ／Ｆ）の変換処
理を行っている。
【００２５】
　無線通信手段Ａ２０１６～Ｄ２０１９は、通信距離、通信速度、及び消費電力等が各々
異なる。無線通信手段Ａ２０１６～Ｄ２０１９は、例えば、非接触ＩＣカードによる近接
通信、Bluetooth等のスペクトラム拡散通信、ＩｒＤＡ等の赤外線通信、無線ＬＡＮ等の
各種無線データ通信機能である。そして、アンテナ部２０１４を通じて無線２０１５によ
る情報の入出力を行っている。図示では、無線通信手段Ａ２０１６～Ｄ２０１９は互いに
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異なる無線通信手段であるために異なるアンテナが接続されるが、便宜上アンテナ部２０
１４で代表して記載している。
【００２６】
　図４は、複合機２００の外部から見た構成を示す外観図である。
【００２７】
　スキャナ２０７０は、原稿を照明し、ＣＣＤラインセンサ（図示せず）を走査し、原稿
からの反射光をラスターイメージデータとして電気信号に変換し、バス２０７１を介して
コントローラユニット２０００に送信する。原稿用紙が原稿フィーダ２０７２のトレイ２
０７３にセットされ、ユーザが操作部２０１２から読み取り起動指示を行う。コントロー
ラユニット２０００内のＣＰＵ２００１がバス２０７１を介してスキャナ２０７０に指示
を与えると、原稿フィーダ２０７２は原稿用紙を１枚ずつフィードし、スキャナ２０７０
は原稿画像の読み取り動作を行う。
【００２８】
　プリンタ２０９５は、バス２０９６を介してコントローラユニット２０００から受信し
たラスターイメージデータを用紙上に画像として記録する。その記録方式としては、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など種々の方式が挙げられるが、いずれ
の方式であってもよい。
【００２９】
　プリント動作は、コントローラユニット２０００内のＣＰＵ２００１からのバス２０９
６を介した指示によって開始される。プリンタ２０９５は、異なるサイズ或いは異なる方
向の用紙を選択できるように、複数の給紙段を有し、格段に対応した用紙カセット２１０
１，２１０２，２１０３を備える。また、排紙トレイ２１１１は、印字し終わった用紙を
受ける部分である。なお、用紙カセット２１０１，２１０２，２１０３に収納される記録
媒体は、印刷用紙に限らず、ＯＨＰシート等でもよい。
【００３０】
　図５は、操作部２０１２の外観構成を表す平面図である。
【００３１】
　操作部２０１２は、液晶画面２１０、リセットキー２１１、ガイドキー２１２、ユーザ
モードキー２１３、割り込みキー２１４、暗証キー２１５、テンキー２１６、クリアキー
２１７、スタートキー２１８、ストップキー２１９、及び電源キー２２１を有している。
【００３２】
　液晶画面２１０は、設定内容や装置の動作状況を表示する画面であり、また、液晶画面
２１０上に取り付けられたタッチパネル（不図示）のソフトキー等の押下により設定情報
が入力可能である。
【００３３】
　リセットキー２１１は、設定内容を初期モードにリセットするキーである。ガイドキー
２１２は、操作方法の説明が表示される画面を液晶画面２１０に表示させるためのキーで
ある。ユーザモードキー２１３は、装置の各種設定を行うモードに入るためのキーである
。
【００３４】
　割り込みキー２１４は、装置の動作を一旦停止させ、他のジョブ動作を実行させるため
のキーである。暗証キー２１５は、暗証番号を入力しないと装置を使用することができな
い暗証モード時に、テンキー２１６を用いて暗証番号を押下した後にその暗証番号を入力
するためのキーである。テンキー２１６は、コピー枚数を入力したり、各種設定の値を入
力するキーである。
【００３５】
　クリアキー２１７は、入力した値をクリアするキーである。スタートキー２１８は、装
置に対して画像形成動作を開始する指示を入力するキーである。ストップキー２１９は画
像形成動作を停止させるキーである。電源キー２２１はソフトＳＷであり、本来、装置の
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電源をソフト的にオン／オフするキーであるが、この電源キー２２１を例えば、長押しす
ることにより主電源をオフすることができるようにするものである。
【００３６】
　図６は、携帯電話３００の構成例を示すブロック図である。
【００３７】
　通信システム制御部３０１は、ＣＰＵ及び専用回路から構成され、携帯電話３００全体
を制御する。ＲＯＭ３０５には、通信システム制御部３０１の制御用プログラムや動作用
の各種定数、変数、画像表示制御、及び無線通信手段の通信規約（プロファイル）のソフ
トウェア等が格納されている。
【００３８】
　ＲＡＭ３０４は、通信システム制御部３０１の作業用メモリであるが、マイク３１２で
入力された音声や複合機２００から送信された画像データなどを格納する。また、ＲＡＭ
３０４は、所定時間の音声データや所定枚数の画像データを格納するのに十分な記憶容量
を備えている。さらには、ＲＡＭ３０４は、後述する識別情報テーブルや無線通信手段に
関する情報、または通信回線番号等を記憶及び保存するために、電気的に不揮発な不揮発
メモリ（Flash Memory）などで構成されてもよい。
【００３９】
　表示部３０２は、液晶表示器（ＬＣＤ）等で構成され、通信システム制御部３０１での
プログラムの実行に応じて、ＲＡＭ３０４に格納された画像データや操作部３０３からの
操作指示情報で動作状況やメッセージなどを表示する。
【００４０】
　操作部３０３は、通信システム制御部３０１の各種動作指示を入力するための操作部で
あり、スイッチやダイヤル、タッチパネル、ポインティングデバイスなどの単一或いはこ
れらの組み合わせにより構成される。操作部３０３において、携帯電話３００の電源のオ
ン／オフ、通話の実行／停止、電話番号の入力／選択、通信モードの切替え、機能の選択
等の操作を行うことができる。
【００４１】
　通信部３０６は、各種遠距離無線通信機能を有する。アンテナ３０７は、通信部３０６
により携帯電話３００を他の通信装置や通信基地と回線接続するアンテナである。通信部
３０８は、ＩＣカードによる近接通信、Bluetooth等のスペクトラム拡散通信、ＩｒＤＡ
等の赤外線通信、無線ＬＡＮ等の各種無線データ通信機能を有する。アンテナ３０９は、
通信部３０８により携帯電話３００を他の近距離データ通信装置と接続するアンテナであ
る。
【００４２】
　マイク３１２は、入力した音声を電気信号に変換する。Ａ／Ｄ変換部３１０は、マイク
３１２のアナログ電気信号をデジタル信号に変換する。Ｄ／Ａ変換部３１１は、デジタル
信号をアナログ信号に変換する。スピーカ３１３はアナログ電気信号を音声信号に変換す
る。通信システム制御部３０１の制御に基づいて、ＲＡＭ３０４から読み出されたデジタ
ルデータがＤ／Ａ変換部３１１に入力される。Ｄ／Ａ変換部にて変換されたデジタルデー
タは、アナログデータ、即ち音声データとしてスピーカ３１３に出力される。
【００４３】
　電源部３１４は、ＤＣ－ＤＣコンバータ等で構成され、バッテリー（不図示）などのＤ
Ｃ電源入力からシステムの電源を生成する。
【００４４】
　図７は、ノートＰＣの構成例を示すブロック図である。
【００４５】
　図７において、ＣＰＵ４０１は、ノートＰＣ４００全体を制御するマイクロプロセッサ
であり、ＲＯＭ４０５に格納されている起動プログラム（ＢＩＯＳ）に従って、システム
制御部４０２に指示をする。
【００４６】
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　システム制御部４０２は、専用回路で構成され、ＣＰＵ４０１の指示の基にノートＰＣ
４００のすべての制御を司る制御部であり、記憶装置４０７とのデータの書き込みや読み
出し、表示部４０６に表示データを送信したりする。また、キー操作部４０３からのキー
指示データの読み込みや通信部４０８とのデータの送受信などの制御も行う。
【００４７】
　キー操作部４０３は、システム制御部４０２の各種動作指示を入力するための操作部で
あり、スイッチやダイヤル、タッチパネル、ポインティングデバイスなどの単一或いはこ
れらの組み合わせにより構成される。キー操作部４０３において、ノートＰＣ（情報処理
装置）４００の電源のオン／オフ、通話の実行／停止、情報の入力／選択、通信モードの
切替え、機能の選択等の操作を行うことができる。
【００４８】
　ＲＡＭ４０４は、ＣＰＵ４０１及びシステム制御部４０２の作業用メモリであるが、複
合機２００から送信された動作状態情報などを格納する。また、ＲＡＭ４０４は、電気的
に不揮発な不揮発メモリ（Flash Memory）などで構成されてもよい。ＲＯＭ４０５には、
システム制御部４０２の制御用プログラム、システムの起動用の制御プログラムやBlueto
othやＩｒＤＡ等のプロファイルのソフトウェア等や動作用の各種定数、変数等が格納さ
れている。
【００４９】
　表示部４０６は、液晶表示器（ＬＣＤ）などで構成され、システム制御部４０２でのプ
ログラムの実行に応じて、ＲＡＭ４０４に格納された画像データやキー操作部４０３から
の操作指示情報で動作状況やメッセージなどを表示する。
【００５０】
　記憶装置４０７は、ハードディスク装置や半導体メモリやメモリカードなどで構成され
、一時的にデータを記憶したり、アプリケーションソフトウエアを記憶しておくための記
憶装置である。また、接続先プリンタの切替えを指示するなどの印刷制御プログラムの他
、通信装置と送受信したデータを格納したりするためにも使用される。ＲＯＭ４０５に格
納されているシステム制御プログラムを格納することも可能である。
【００５１】
　通信部４０８は、ＩＣカードによる近接通信、Bluetooth等のスペクトラム拡散通信、
ＩｒＤＡの赤外線通信、無線ＬＡＮ等の各種無線データ通信機能を有する。アンテナ４０
９は、通信部４０８によりノートＰＣ４００を他の近距離データ通信装置と接続するアン
テナである。
【００５２】
　電源部４１０は、ノートＰＣ４００の各部が必要とするシステム電源を生成する回路で
、ＡＣ電源入力からシステムの電源を生成する。通信部４１１は、インターネットなどへ
のデータ通信回線網６００に接続するための通信部であり、電話回線網を使用する場合に
はモデム装置が使用される。また、データ通信回線網に直接接続する場合は、一般的に１
０／１００Ｂａｓｅ－Ｔと呼ばれるＬＡＮアダプタが使用される。最近では、ブロードバ
ンドルータやＡＤＳＬモデムなども使用されている。
【００５３】
　図８は、ＰＤＡ５００の構成例を示すブロック図である。
【００５４】
　ＰＤＡの基本構成は、図７にて説明したノートＰＣの基本構成と類似している。そして
、ＣＰＵ５０１の処理能力やメモリ容量の物理的な制限や電源の消費電力などの点で異な
る以外は同等の機能を有する。ＰＤＡでは、操作部としてタッチパネルを使用し、ペンな
どによる文字認識機能にて情報の入力をしたり、操作の指示をするのが一般的である。
【００５５】
　図８において、ＣＰＵ５０１は、ＰＤＡ５００全体を制御するマイクロプロセッサであ
り、ＲＯＭ５０５に格納されているプログラムに従って、システム制御部５０２に指示を
する。
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【００５６】
　システム制御部５０２は、専用回路で構成され、ＣＰＵ５０１の指示の基にＰＤＡ５０
０のすべての制御を司る制御部であり、記憶装置５０７とのデータの書き込みや読み出し
、表示部５０６に表示データを送信したりする。また、タッチパネル操作部５０３からの
キー指示データの読み込みや通信部５０８とのデータの送受信などの制御も行う。
【００５７】
　タッチパネル操作部５０３は、システム制御部５０２の各種動作指示を入力するための
操作部であり、タッチパネルにより構成される。タッチパネル操作部５０３において、Ｐ
ＤＡ５００の電源のオン／オフ、通話の実行／停止、電話番号の入力／選択、通信モード
の切替え、機能の選択等の操作を行うことができる。
【００５８】
　ＲＡＭ５０４は、ＣＰＵ５０１及びシステム制御部５０２の作業用メモリであるが、複
合機２００から送信された動作状態情報などを格納する。また、ＲＡＭ５０４は、電気的
に不揮発な不揮発メモリ（Flash Memory）などで構成されてもよい。ＲＯＭ５０５には、
システム制御部５０２の制御用プログラム、システムの起動用の制御プログラムやBlueto
othやＩｒＤＡ等のプロファイルのソフトウェア等や動作用の各種定数、変数等が格納さ
れている。
【００５９】
　表示部５０６は、液晶表示器（ＬＣＤ）などで構成され、システム制御部５０２でのプ
ログラムの実行に応じて、ＲＡＭ５０４に格納された画像データやタッチパネル操作部５
０３からの操作指示情報で動作状況やメッセージなどを表示する。
【００６０】
　記憶装置５０７は、メモリカードタイプのマイクロハードディスク装置やメモリカード
などで構成され、一時的にデータを記憶したり、アプリケーションソフトウエアを記憶し
ておくための記憶装置である。また、接続先プリンタの切替えを指示するなどの印刷制御
プログラムの他、通信装置と送受信したデータを格納したりするためにも使用される。Ｒ
ＯＭ５０５に格納されているシステム制御プログラムを格納することも可能である。
【００６１】
　通信部５０８は、ＩＣカードによる近接通信、Bluetooth等のスペクトラム拡散通信、
ＩｒＤＡの赤外線通信、無線ＬＡＮ等の各種無線データ通信機能を有する。アンテナ５０
９は、通信部５０８によりＰＤＡ５００を他の近距離データ通信装置と接続するアンテナ
である。電源部５１０は、ＰＤＡ５００の各部が必要とするシステム電源を生成する回路
で、バッテリー電源からシステムの電源を生成する。
【００６２】
　通信部５１１は、インターネットなどへのデータ通信回線網６００に接続するための通
信部であり、電話回線網を使用する場合にはモデムカード装置が使用される。また、デー
タ通信回線網に直接接続する場合は、一般的に１０／１００Ｂａｓｅ－Ｔと呼ばれるＬＡ
Ｎカードアダプタが使用される。
【００６３】
　本無線通信システムにおいて提供される各種サービスを利用するには、ＩＣカードによ
る近接通信やＩｒＤＡ等の通信範囲が狭い近接無線通信手段を使用して識別情報を取得し
、取得した識別情報に基づいて識別情報テーブルを作成することを前提としている。近接
無線通信手段を使用するのは、画像入出力装置と携帯端末装置を容易に１対１に特定でき
るためである。識別情報は、無線通信手段固有の通信距離、通信速度、及び消費電力など
で構成される。
【００６４】
　なお、図６～図８において、携帯電話、ノートＰＣ、ＰＤＡの構成例を示したが、これ
らは無線通信端末の一例である。無線通信端末は、無線通信機能を備えた端末であれば上
記以外の装置であってもよい。例えば、ゲーム機、タブレットＰＣ、デジタルカメラ、携
帯音楽プレーヤーなども無線通信を行うことが可能であれば、それらは無線通信端末に含
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まれる。
【００６５】
　上記を踏まえて、複合機２００と携帯電話３００との間の識別情報取得処理について説
明する。
【００６６】
　図９は、複合機２００と携帯電話３００との間の識別情報テーブルの作成処理の流れを
示すフローチャートである。
【００６７】
　まず携帯電話３００は、上記識別情報を取得して識別情報テーブルを作成するための識
別情報テーブル作成モードの指示をユーザから操作部３０３を介して受け付ける（ステッ
プＳ４０１）。次に、携帯電話３００と複合機２００との間で近接無線通信を確立する（
ステップＳ４０２）。具体的には、携帯電話３００を複合機２００に接近させて、携帯電
話３００内の通信部３０８が有する近接無線通信手段と複合機２００内の通信部２０１３
が有する近接無線通信手段との間で近接無線通信を確立させる。例えば、ユーザが携帯電
話３００を、複合機２００の通信部２０１３に含まれるＩＣカードリーダにかざすことで
携帯電話３００と複合機２００との間での近接無線通信を確立させることができる。
【００６８】
　近接無線通信が確立すると、携帯電話３００は、通信部３０８が有するすべての無線通
信手段に関する情報を通信システム制御部３０１の制御に基づいてＲＯＭ３０５から読み
出し、アンテナ３０９を介して複合機２００に送信する（ステップＳ４０３）。ここで、
無線通信に関する情報は、無線通信の種類を示す情報を含むものとする。
【００６９】
　次に、複合機２００は、携帯電話３００から無線通信手段に関する情報を受信すると（
ステップＳ４０４）、通信部２０１３が有するすべての無線通信手段に関する情報をＣＰ
Ｕ２００１がＨＤＤ２００４から読み出す。そして、携帯電話３００から受信した当該無
線通信手段に関する情報と比較する（ステップＳ４０５）。
【００７０】
　そして、ステップＳ４０５で比較した結果、複合機２００と携帯電話３００とがそれぞ
れ有する複数の無線通信手段の中で、互いにデータ通信が可能な共通する無線通信手段を
判別する（ステップＳ４０６）。この判別の結果、データ通信が可能な共通する無線通信
手段がなかった場合は（ステップＳ４０６‐Ｎｏ）、本処理を終了する。このとき、近接
無線通信手段以外に共通する無線通信手段が無かった旨のエラーメッセージを携帯電話に
３００に表示するようにしてもよい。この結果、近接無線通信手段が複合機２００と携帯
電話３００と間の唯一の無線通信手段となる。
【００７１】
　一方、ステップＳ４０６の判別の結果、データ通信が可能な共通する無線通信手段があ
った場合は（ステップＳ４０６‐Ｙｅｓ）、共通する無線通信手段の識別情報を複合機２
００から携帯電話３００に通知する（ステップＳ４０７）。つづいて、携帯電話３００が
識別情報を取得する（ステップＳ４０８）。そして、携帯電話３００は、図１０に示すよ
うな、無線通信手段ごとに識別情報をリスト化した機別情報テーブルを作成し、ＲＡＭ３
０４に記憶する（ステップＳ４０９）。
【００７２】
　なお、１台の携帯端末装置を用いて複数の画像入出力装置との間で通信を行う場合は、
これら複数の画像入出力装置に同じ無線通信手段を備えているとは限らないため、携帯端
末装置では各々異なる識別情報テーブルが作成される。また、既に識別情報テーブルを有
する画像入出力装置の無線通信手段と通信を確立する場合、画像入出力装置を特定するた
めのアドレス情報など無線通信手段確立のための設定情報が必要となる。しかし、携帯端
末装置が識別情報の取得時にこれらの設定情報も同時に取得して記憶することが可能であ
る。
【００７３】
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　なお、図９のフローチャートにおいて、複合機２００がステップＳ４０５～Ｓ４０７の
処理を実行するようにしてもよい。その場合、携帯電話３００はステップＳ４０３の処理
を実行する代わりに複合機２００の無線通信手段に関する情報を複合機２００から取得す
ればよい。
【００７４】
　また、識別情報テーブルは、携帯電話３００のみでなく、複合機２００にも記憶してお
くようにしてもよい。例えば、ステップＳ４０９で携帯電話３００が作成した識別情報テ
ーブルを携帯電話３００から複合機２００へ送信し、複合機２００がそれをＨＤＤ２００
４に記憶する。
【００７５】
　また、図９のフローチャートにおいて、携帯電話３００が行う処理を、他の種類の無線
通信端末（例えばＰＤＡ５００）に置き換えてもよい。
【００７６】
　図１０は、識別情報テーブルの一例を示す図である。
【００７７】
　図示例の識別情報テーブルには、識別情報の取得時に使用した近接無線通信手段を含む
無線通信手段Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが、複合機２００と携帯電話３００との間でデータ通信が可
能な共通する無線通信手段として登録されている。そして、無線通信手段Ａ～Ｄごとに固
有の通信距離、通信速度、消費電力などの識別情報が登録されている。なお、識別情報と
しては、図示のような抽象的なもので表されるだけでなく、具体的な単位（メートル、ｂ
ｐｓ、ワット）を有する数値により定量的に表されてもよい。図９のフローチャートを実
行することで、図１０のような識別情報テーブルを自動的に作成することができる。
【００７８】
　図１１は、複合機２００と近接地にあるＰＤＡ５００との間のジョブ実行時の動作処理
を示すフローチャートである。本処理では、上述した「Scan to E-mail」機能実行時の動
作処理の一例について説明する。
【００７９】
　まず、複合機２００は、ユーザからジョブの選択及び設定を受け付ける（ステップＳ５
０１）。ここでは、ユーザは、スキャナ２０７０に原稿をセットした後、操作部２０１２
により「Scan to E-mail」機能を選択し、宛先指定を受け付ける宛先入力モードを選択す
る。また、ユーザは、複合機との近接無線が可能な距離にＰＤＡ５００を置いておく。
【００８０】
　次に、ＰＤＡ５００と複合機２００との間で近接無線通信を確立し、Scan to E-mailジ
ョブを起動する（ステップＳ５０２）。ここでは、ユーザがＰＤＡ５００に登録されてい
るアドレス帳より送信先であるE-mailアドレスを表示選択し、ＰＤＡ５００を複合機２０
０に近接させ、上述した近接無線通信を確立させる。この近接無線通信手段は無線通信手
段の識別情報取得時に使用したもので、この通信が確立したことを「Scan to E-mail」機
能のジョブを開始する起動条件となっている。
【００８１】
　近接無線通信が確立してジョブが起動すると、識別情報テーブルがあるか否かを判別す
る（ステップＳ５０３）。ここでは、ＰＤＡ５００内のＲＡＭ５０４に複合機２００に対
応する識別情報テーブルが記憶されているかが判別される。ステップＳ５０３の判別の結
果、複合機２００に対応する識別情報テーブルがある場合は（ステップＳ５０３‐Ｙｅｓ
）、ＰＤＡ５００の機器情報を取得する（ステップＳ５０５）。機器情報は、携帯端末装
置と画像入出力装置との間でデータ通信を介して実行されるジョブの操作設定情報、携帯
端末装置の電力の供給方法やバッテリーの残量に関する電源情報で構成される。例えば、
近接無線通信の確立によりジョブを起動したので無線通信手段の通信範囲が狭くてよいこ
と、「Scan to E-mail」のアドレス情報を送信するので転送データ量が小さいこと、ＰＤ
Ａがバッテリー駆動であること等の使用条件を表す情報である。
【００８２】
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　一方、ステップＳ５０３の判別の結果、複合機２００に対応する識別情報テーブルがな
い場合は（ステップＳ５０３‐Ｎｏ）、上述した図９に示す識別情報テーブル作成処理を
行った後（ステップＳ５０４）、ステップＳ５０５へ進む。
【００８３】
　次に、機器情報と識別情報テーブルとを比較し（ステップＳ５０６）、データ通信を行
うために最適な無線通信手段を選択する（ステップＳ５０７）。ステップＳ５０７の詳細
については後述するが、例えば、取得した機器情報と識別情報テーブルにより、通信距離
が狭く、通信速度が低速で、消費電力が小さい無線通信手段Ｂが最適と判断された場合は
、当該無線通信手段Ｂが選択される。
【００８４】
　次に、選択された無線通信手段による通信を確立して、選択されたジョブを実行する（
ステップＳ５０８）。ここでは、ＰＤＡ５００から複合機２００へアドレス情報（選択さ
れたE-mailアドレス）が転送され、スキャナ２０７０が画像読み込み（画像入力）を行い
、得られた電子化データがＬＡＮ２０１１を介してメール配信される。なお、図１１のフ
ローチャートにおいて、ＰＤＡ５００が行う処理を、他の種類の無線通信端末（例えば携
帯電話３００）に置き換えてもよい。
【００８５】
　図１２は、複合機２００と遠隔地にある携帯電話２３０との間のジョブ実行時の動作処
理を示すフローチャートである。本処理では、上述した「携帯プリント」機能実行時の動
作処理の一例について説明する。
【００８６】
　まず、携帯電話２３０は、ユーザからジョブの選択及び設定を受け付ける（ステップＳ
６０１）。ここでは、ユーザが通信相手として複合機２００を指定する。そして、携帯電
話２３０内のＲＡＭ３０４から読み出し、表示部３０２にリスト状に表示された複数の画
像から、ユーザが操作部３０３により所望の画像を選択し、印刷指示を行う。
【００８７】
　印刷指示が行われると、印刷処理のためのジョブを起動する（ステップＳ６０２）。す
なわち、携帯電話２３０にて印刷指示が行われることが「携帯プリント」機能のジョブを
開始する起動条件となっている。これは上述した近接無線通信手段とは異なり、携帯電話
２３０と複合機２００との距離が離れた場合の遠隔通信を想定し、遠隔無線通信手段を使
用しているためである。
【００８８】
　遠隔無線通信が確立してジョブが起動すると、携帯電話２３０は複合機２００の識別情
報テーブルがあるか否かを判別する（ステップＳ６０３）。この判別の結果、図９の識別
情報テーブル作成処理により複合機２００の識別情報テーブルを既に作成し記憶している
場合は（ステップＳ６０３‐Ｙｅｓ）、携帯電話２３０の機器情報を取得する（ステップ
Ｓ６０５）。機器情報は、携帯端末装置と画像入出力装置との間でデータ通信を介して実
行されるジョブの操作設定情報、携帯端末装置の電力の供給方法やバッテリーの残量に関
する電源情報で構成される。例えば、遠隔無線通信の確立によりジョブを起動したので無
線通信手段の通信範囲が狭いと不都合を生じること、「携帯プリント」で画像を複数指定
したので転送データ量が比較的大きいこと、携帯電話がバッテリー駆動であること等の使
用条件を表す情報である。
【００８９】
　一方、ステップＳ６０３の判別の結果、複合機２００の識別情報テーブルがない場合（
ステップＳ６０３‐Ｎｏ）、図９の識別情報テーブル作成処理により識別情報テーブルが
作成されていないので、遠隔通信ができない旨の警告を表示する（ステップＳ６０４）。
警告を表示する際には、図９の識別情報テーブル作成処理を実行するように促してもよい
。なお、ステップＳ６０１のジョブの選択及び設定において、識別情報テーブルを取得し
ていない画像入出力装置を指定した時点で警告したり、或いは選択できないように制御し
てもよい。
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【００９０】
　次に、取得した機器情報から得られる使用条件と識別情報テーブルとを比較することに
より（ステップＳ６０６）、データ通信を行うために最適な無線通信手段を選択する（ス
テップＳ６０７）。ステップＳ６０７の処理の詳細については後に詳述するが、例えば、
図１０の識別情報テーブルにおいて、通信距離が中程度、通信速度が中速で、消費電力が
中程度の無線通信手段Ｃが最適と判断される。
【００９１】
　次に、選択された無線通信手段による通信を確立し、画像を複合機２００に転送し、プ
リンタ２０９５で印刷（画像出力）する（ステップＳ６０８）（ジョブの実行）。なお、
図１２のフローチャートにおいて、携帯電話２３０が行う処理を、他の種類の無線通信端
末（例えばノートＰＣ４００）に置き換えてもよい。
【００９２】
　図１３は、図１１のフローチャートのステップＳ５０７の処理及び図１２のフローチャ
ートのステップＳ６０７の処理を実行するために用いられる判断テーブルの一例を示す図
である。判断テーブル１３００は、複合機２００のＨＤＤ２００４或いは携帯電話３００
のＲＡＭ３０４、ノートＰＣの記憶装置４０７、ＰＤＡ５００の記憶装置５０７に記憶さ
れているものとする。
【００９３】
　図１１のフローチャートのステップＳ５０７の処理及び図１２のフローチャートのステ
ップＳ６０７の処理（無線通信手段選択処理）では、以下のようにして無線通信手段を選
択する。
【００９４】
　まず、ステップＳ５０５やステップＳ６０５で取得した機器情報と、判断テーブル１３
００の機器情報項目１３１０とを比較して、同じ内容を有する機器情報をもつレコードを
特定する。そして、特定したレコードに対応する、使用する無線通信手段の条件１３２０
を参照し、選択すべき無線通信手段の条件を特定する。本実施形態では、条件としては、
通信距離、通信速度、消費電力の３つの項目を持つものとする。そして、特定された条件
と、識別情報テーブル（図１０）とを比較して、特定された条件に合致する通信手段を、
ステップＳ５０７やステップＳ６０７で選択すべき通信手段とする。
【００９５】
　例えば、機器情報として、ジョブの種類が「scan to e-mail」、送信するデータが「ア
ドレス」、送信する携帯電話３００の電源がバッテリーで駆動している場合を考える。判
断テーブル１３００を参照すると、使用する無線通信手段の条件としては、通信距離が「
近」または「狭」で、消費電力が「少」の条件が導き出される。この条件と識別情報テー
ブル（図１０）とを比較すると、通信手段Ａと通信手段Ｂが選択されることになる。
【００９６】
　上記実施の形態によれば、近接無線通信手段により携帯電話３００等と複合機２００と
の間で無線通信を確立し、複合機２００が備える複数の無線通信手段のうち、データ通信
が可能な共通する無線通信手段の識別情報から識別情報テーブルを作成して記憶する。一
方、携帯電話３００等と協働して実行するジョブの起動を近接無線通信手段による携帯電
話３００等と複合機２００との間の無線通信の確立に応じて行う。そして、ジョブの起動
時に携帯電話３００等の機器情報を取得して識別情報テーブルと比較し、比較結果に応じ
てデータ通信を行うための無線通信手段を選択する。これにより、複数の無線通信手段を
備える携帯端末装置及び画像入出力装置間でデータ通信を行う無線通信システムにおいて
、複数の無線通信手段からユーザの使用条件に最適な無線通信手段を選択することが可能
となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００９７】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、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（またはＣＰＵやＭ



(15) JP 5219431 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。この場合、記
憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能を実現するこ
とになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を
構成することになる。
【００９８】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００９９】
　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、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、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動している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。
【０１００】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶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
る。その後、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う場合である。
【０１０１】
　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、前述した各
実施の形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、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など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の形態の機能が実現する場合も含まれる。この場
合、上記プログラムは、該プログラムを記憶した記憶媒体から直接、またはインターネッ
ト、商用ネットワーク、若しくはローカルエリアネットワーク等に接続された不図示の他
のコンピュータやデータベース等からダウンロードすることにより供給される。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体構成を示す図である。
【図２】図１のコントローラユニット２０００の内部構成を示すブロック図である。
【図３】図２の通信部２０１３の内部構成を示すブロック図である。
【図４】複合機２００の外部から見た構成を示す外観図である。
【図５】操作部２０１２の外観構成を表す平面図である。
【図６】携帯電話３００の構成例を示すブロック図である。
【図７】ノートＰＣの構成例を示すブロック図である。
【図８】ＰＤＡ５００の構成例を示すブロック図である。
【図９】複合機２００と携帯電話３００との間の識別情報テーブルの作成処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１０】識別情報テーブルの一例を示す図である。
【図１１】複合機２００と近接地にあるＰＤＡ５００との間のジョブ実行時の動作処理を
示すフローチャートである。
【図１２】複合機２００と遠隔地にある携帯電話２３０との間のジョブ実行時の動作処理
を示すフローチャートである。
【図１３】図１１のステップＳ５０７の処理及び図１２のステップＳ６０７の処理を実行
するために用いられる判断テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
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【０１０３】
２００　複合機
２３０，３００　携帯電話
３０６，４１１，５１１，２０１３　通信部
４００　ノートＰＣ
５００　ＰＤＡ
２０００　コントローラユニット
２００１　ＣＰＵ
２０１２　操作部
２０１４　アンテナ
２０１６～２０１９　無線通信手段Ａ～無線通信手段Ｄ
２１１５　Ｉ／Ｆ変換回路

【図１】 【図２】



(17) JP 5219431 B2 2013.6.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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