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(57)【要約】
【課題】端末装置から処理条件を画像処理装置に送った
後に、他の端末装置から処理条件を変更できないように
することができる画像処理装置等を提供する。
【解決手段】携帯端末３に保存され、携帯端末３で指定
される画像処理を行なうための処理条件に関する情報の
受信を行なうＮＦＣ接続部７０２と、ＮＦＣ接続部７０
２にて無線通信を行なう携帯端末３から処理条件に関す
る情報を受け付け、一の携帯端末３以外の他の携帯端末
３からは受け付けない状態にする画像処理装置側制御部
７０３と、画像処理を行なう画像処理部７０４と、を備
えることを特徴とする画像処理装置２。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置に保存され、当該端末装置で指定される画像処理を行なうための処理条件に関
する情報の受信を行なう通信部と、
　前記通信部にて無線通信を行なう一の端末装置から前記処理条件に関する情報を受け付
け、当該一の端末装置以外の他の端末装置からは受け付けない状態にする制御部と、
　前記画像処理を行なう画像処理部と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記通信部は、前記処理条件に関する情報の受信を無線通信にて行なうことを特徴とす
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記通信部が前記処理条件に関する情報を受信できる状態にする受信指示をユーザが入
力する入力部をさらに備え、
　前記制御部は、ユーザが前記受信指示を入力したときに、前記一の端末装置から前記処
理条件に関する情報を受け付ける状態にすることを特徴とする請求項１または２に記載の
画像処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記通信部にて前記一の端末装置から前記処理条件に関する情報を受信
したときに、前記他の端末装置からの当該処理条件に関する情報を受け付けない状態とす
ることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記入力部は、ユーザが前記画像処理を実行する実行指示をさらに入力可能であり、
　前記制御部は、ユーザが前記実行指示を予め定められた時間内に入力しないときは、前
記他の端末装置からの前記処理条件に関する情報を受け付けない状態を解除することを特
徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　画像の処理を行なう画像処理装置と、
　前記画像処理装置で画像処理を行なうための処理条件を作成するとともに当該画像処理
装置に当該処理条件を送信する端末装置と、
　を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記処理条件に関する情報の受信を行なう通信部と、
　前記通信部にて無線通信を行なう一の端末装置から前記処理条件に関する情報を受け付
け、当該一の端末装置以外の他の端末装置からは受け付けない状態にする制御部と、
　前記画像処理を行なう画像処理部と、
　を備えることを特徴とする画像処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ＣＰＵは、赤外線通信装置を利用してデスクＰＣとの間でＰＣリンク
処理を実行し、表示部に表示した初期メニュー画面において「ＰＣリンク」ボタンが操作
されると、ＰＣリンク関係を設定するため、まずチェック信号をデスクＰＣに送信して応
答を確認した後、ＰＣリンク信号をデスクＰＣに送信してリンク状態を確立して、表示中
のメニュー画面内に「メール転送」ボタンを表示する。そしてＣＰＵは、デスクＰＣから
メール送信要求があれば、メール通信プログラムを起動してメールウインドウ画面を表示
部２１に表示して、メール本文を入力させるとともに、デスクＰＣから送信対象のファイ
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ル、データを受信すると、メール本文に添付して無線通信インターフェースにより外部の
通信サービスセンターに対する無線メール送信を実行する携帯通信端末装置が開示されて
いる。
　また特許文献２には、親機装置と、複数の子機装置のうちのいずれか１つの発信元子機
装置との間で、利用者識別情報、利用者識別情報の照合結果、及び設定情報を含む各種デ
ータを適時に交換しながら、発信元子機装置が各種情報サービスの正当な利用権を保有し
ているか否かの認証を行い、この認証の結果、発信元子機装置が正当な利用権を保有して
いれば、発信元子機装置からの設定情報の受信入力を許可することで、発信元子機装置か
ら送信された設定情報を記憶し、記憶された設定情報を、各種情報サービスのうち該当す
る情報サービスの利用時に設定するインターネット端末システムが開示されている。
　さらに特許文献３には、サーバ装置と予め定められた通信フォーマットにより通信を行
うことにより、サーバ装置からの情報の提供を受ける情報通信端末とからなる情報提供シ
ステムであり、情報通信端末は、使用者による提供情報の要求操作に基づいて、通信フォ
ーマットにおける付加情報の伝送部分に情報通信端末またはその使用者の識別情報や、端
末の環境情報などを含めた情報提供要求をサーバ装置に送信し、サーバ装置は、付加情報
に基づいて、情報通信端末に対する情報の提供を制限したり、端末環境に応じた情報を選
択して提供したりするものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１０８９３号公報
【特許文献２】特開平１１－２８８４０２号公報
【特許文献３】特開平１１－３２８０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、画像処理装置にて印刷を行なうときに、近接場型の無線通信等により端末装置
側から予め印刷条件等の処理条件を画像処理装置に送信して印刷することができる。本発
明の目的は、端末装置から無線通信により処理条件を画像処理装置に送った後に、他の端
末装置から処理条件を変更できないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、端末装置に保存され、当該端末装置で指定される画像処理を
行なうための処理条件に関する情報の受信を行なう通信部と、前記通信部にて無線通信を
行なう一の端末装置から前記処理条件に関する情報を受け付け、当該一の端末装置以外の
他の端末装置からは受け付けない状態にする制御部と、前記画像処理を行なう画像処理部
と、を備えることを特徴とする画像処理装置である。
　請求項２に記載の発明は、前記通信部は、前記処理条件に関する情報の受信を無線通信
にて行なうことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記通信部が前記処理条件に関する情報を受信できる状態に
する受信指示をユーザが入力する入力部をさらに備え、前記制御部は、ユーザが前記受信
指示を入力したときに、前記一の端末装置から前記処理条件に関する情報を受け付ける状
態にすることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記制御部は、前記通信部にて前記一の端末装置から前記処
理条件に関する情報を受信したときに、前記他の端末装置からの当該処理条件に関する情
報を受け付けない状態とすることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の画像
処理装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記入力部は、ユーザが前記画像処理を実行する実行指示を
さらに入力可能であり、前記制御部は、ユーザが前記実行指示を予め定められた時間内に
入力しないときは、前記他の端末装置からの前記処理条件に関する情報を受け付けない状
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態を解除することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像処理装置である
。
　請求項６に記載の発明は、画像の処理を行なう画像処理装置と、前記画像処理装置で画
像処理を行なうための処理条件を作成するとともに当該画像処理装置に当該処理条件を送
信する端末装置と、を備え、前記画像処理装置は、前記処理条件に関する情報の受信を行
なう通信部と、前記通信部にて無線通信を行なう一の端末装置から前記処理条件に関する
情報を受け付け、当該一の端末装置以外の他の端末装置からは受け付けない状態にする制
御部と、前記画像処理を行なう画像処理部と、を備えることを特徴とする画像処理システ
ムである。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の発明によれば、端末装置から処理条件を画像処理装置に送った後に、他の端
末装置から処理条件を変更できないようにすることができる。
　請求項２発明によれば、ユーザの利便性がさらに向上する。
　請求項３の発明によれば、処理条件を画像処理装置に送りたいユーザの意思を、より確
実に反映させることができる。
　請求項４の発明によれば、他の端末装置から処理条件を変更できないようにしようとす
る設定がより容易になる。
　請求項５の発明によれば、ユーザが画像処理装置を使用する意思をなくしたときには、
他の端末装置から処理条件を変更できない設定を解除することができる。
　請求項６の発明によれば、端末装置で設定された処理条件を基に画像処理装置で画像処
理を行なう場合に、より利便性の高い画像処理システムが提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施の形態に係る画像処理システムの全体構成例を示した図である。
【図２】本実施の形態に係る画像処理装置の外観図である。
【図３】本実施の形態に係る画像処理装置の内部構造を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｂ）は、本実施の形態に係る携帯端末の外観図である。
【図５】画像処理装置および携帯端末の機能構成例を示したブロック図である。
【図６】第１の実施形態における画像処理装置および携帯端末の動作について説明したフ
ローチャートである。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、このとき携帯端末の液晶パネルに表示される画面の一例であ
る。
【図８－１】（ａ）～（ｂ）は、このとき画像処理装置のユーザインタフェースに表示さ
れる画面の一例について示した図である。
【図８－２】（ｃ）～（ｅ）は、このとき画像処理装置のユーザインタフェースに表示さ
れる画面の一例について示した図である。
【図９】第２の実施形態における画像処理装置および携帯端末の動作について説明したフ
ローチャートである。
【図１０－１】（ａ）～（ｃ）は、このとき携帯端末の液晶パネルに表示される画面の一
例である。
【図１０－２】（ｄ）～（ｆ）は、このとき携帯端末の液晶パネルに表示される画面の一
例である。
【図１１－１】（ａ）～（ｃ）は、このとき画像処理装置のユーザインタフェースに表示
される画面の一例について示した図である。
【図１１－２】（ｄ）～（ｆ）は、このとき画像処理装置のユーザインタフェースに表示
される画面の一例について示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
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＜画像処理システム１の全体構成の説明＞
　まず、本実施の形態に係る画像処理システム１の全体構成について説明する。
　図１は、本実施の形態に係る画像処理システム１の全体構成例を示した図である。
　図示するように、画像処理システム１は、画像処理装置２Ａ、画像処理装置２Ｂと、携
帯端末３Ａ、携帯端末３Ｂ、携帯端末３Ｃと、操作端末４Ａと、操作端末４Ｂと、管理サ
ーバ５とを備えている。また、画像処理装置２Ａ、画像処理装置２Ｂと、携帯端末３Ａ、
携帯端末３Ｂ、携帯端末３Ｃとの間では、無線通信が行われる。さらに、画像処理装置２
Ａ、画像処理装置２Ｂ、操作端末４Ａ、操作端末４Ｂ、管理サーバ５は、ネットワーク６
に接続され、各装置間で相互に通信が行われる。
【０００９】
　なお、図１には画像処理装置２Ａ、画像処理装置２Ｂを示したが、これらを区別する必
要がない場合には画像処理装置２と称する。同様に、図１には携帯端末３Ａ、携帯端末３
Ｂ、携帯端末３Ｃを示したが、これらを区別する必要がない場合には携帯端末３と称する
。さらに、図１には操作端末４Ａ、操作端末４Ｂを示したが、これらを区別する必要がな
い場合には操作端末４と称する。また、図１に示す例では２つの画像処理装置２を示した
が、３つ以上の画像処理装置２を設けてもよい。さらに、図１に示す例では３つの携帯端
末３を示したが、４つ以上の携帯端末３を設けてもよい。そして、図１に示す例では２つ
の操作端末４を示したが、３つ以上の操作端末４を設けてもよい。
【００１０】
　画像処理装置２は、画像の処理を行なう装置であり、例えば、スキャン機能、プリント
（印刷）機能、コピー機能およびファクシミリ機能等を備えた装置であって、用紙等の記
録媒体に画像を形成して出力する。ここで、画像処理装置２は、携帯端末３や操作端末４
等から印刷ジョブを受信し、受信した印刷ジョブをもとに印刷処理を実行する。印刷ジョ
ブとは、印刷対象となる画像データと、印刷処理における設定が記述された制御命令とを
含み、画像処理装置２で実行される印刷処理の単位となるデータである。
【００１１】
　携帯端末３は、画像処理装置２で画像処理を行なうための処理条件を作成するとともに
画像処理装置２に送信する端末装置の一例であり、携帯型のコンピュータ装置である。携
帯端末３としては、例えば、スマートフォン、タブレットＰＣ（Personal Computer）、
ノートＰＣ等を用いるとよい。
【００１２】
　操作端末４は、ユーザが文書ファイルの閲覧、編集等を行う際に用いられるコンピュー
タ装置である。操作端末４としては、例えば、ノートＰＣ、デスクトップＰＣ等を用いる
とよい。但し、操作端末４として、スマートフォン等の携帯型のコンピュータ装置を用い
てもよい。
【００１３】
　管理サーバ５は、画像処理システム１で処理される各種データを格納するコンピュータ
装置である。
【００１４】
　ネットワーク６は、画像処理装置２、操作端末４、管理サーバ５の各装置間の情報通信
に用いられる通信手段であり、例えば、有線ＬＡＮ（Local Area Network）である。
【００１５】
　また、本実施の形態では、画像処理装置２と携帯端末３との間で、近距離無線通信（例
えば、近接場型の無線通信：ＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
））、および近距離無線通信より高速な別の通信規格（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃ
ｔ）を用いた無線通信が行われる。ＮＦＣとは、通信距離が約１０ｃｍに限定された無線
通信の規格である。また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔとは、Ｗｉ－Ｆｉ端末間で直接通信
するための規格であり、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、各Ｗｉ－Ｆｉ対応機器がアクセ
スポイントとして動作する機能を搭載する。アクセスポイントとは、機器間の通信を無線
により中継する中継機器である。付言すると、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、ネットワ
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ークに参加する複数台のＷｉ－Ｆｉ対応機器の中で、いずれか一台の通信装置が実際にア
クセスポイントとして動作し、アクセスポイントとなる機器と他のＷｉ－Ｆｉ対応機器と
の間で直接通信が行われる。
【００１６】
　また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、ある一つのネットワークに参加する各通信装置
がＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅとして定義され、そのネットワークがＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐとして
定義される。そして、Ｐ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐにおいて、実際にアクセスポイントとして動作
するＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅがＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒとして定義され、Ｐ２Ｐ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒ以外のＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅがＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌｉｅ
ｎｔとして定義される。各Ｐ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅは、他のＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅと信号の
やり取りを行うことで、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔの接続先の候補となるＰ２Ｐ　Ｄｅｖ
ｉｃｅを検出し、複数のＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅからＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒが選
出される。
【００１７】
　本実施の形態では、画像処理装置２がＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒとして機能する
。また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、Ｐ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒに同時に接続
しているＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌｉｅｎｔの数に上限が設けられるのが一般的である
。本実施の形態では、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔにより画像処理装置２に同時に接続して
いる携帯端末３の数の上限は、例えば、３台である。
【００１８】
　上述した画像処理システム１では、ユーザは、携帯端末３や操作端末４から、ネットワ
ーク６やＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔを用いた無線通信により、印刷ジョブを画像処理装置
２に送信し、画像処理装置２において印刷を行なうことができる。
　またユーザは、画像処理装置２の設置場所に行くことで、原稿のスキャン（画像の読み
取り）を行なったり、原稿のコピーを行なうことができる。さらに読み取った画像をネッ
トワーク６や図示しない公衆通信網を介してファクシミリ送信することもできる。
　なお管理サーバ５は、画像処理装置２で印刷する印刷ジョブを管理し、印刷ジョブを適
切な順序で並び替え、画像処理装置２に対して送信することもできる。この場合、管理サ
ーバ５は、プリントサーバとして機能する。また管理サーバ５は、ファイルを管理するこ
とで、携帯端末３や操作端末４でファイルを共有することができる。この場合、管理サー
バ５は、ファイルサーバとして機能する。
【００１９】
＜画像処理装置２の説明＞
　図２は、本実施の形態に係る画像処理装置２の外観図である。図３は、本実施の形態に
係る画像処理装置２の内部構造を示す図である。
　画像処理装置２は、原稿の画像を読み取る画像読取装置１００と、記録媒体（用紙）上
に画像を形成する画像形成装置２００と、を備えている。また、画像処理装置２は、装置
全体の動作を制御する制御装置３００と、ユーザから受けた指示を制御装置３００に出力
するとともに制御装置３００からの情報をユーザに提示するユーザインタフェース（ＵＩ
）４００を備えている。またさらに画像処理装置２は、携帯端末３との間でＷｉ－Ｆｉ　
Ｄｉｒｅｃｔによる無線通信を行う無線インタフェース（以下、無線Ｉ／Ｆと称する）５
００と、携帯端末３との間でＮＦＣ通信を行うＮＦＣインタフェース（以下、ＮＦＣＩ／
Ｆと称する）６００とを備える。
【００２０】
　画像読取装置１００は、画像処理装置２の上部に配置される。また画像形成装置２００
は、画像読取装置１００の下側に配置され、制御装置３００を内蔵している。ユーザイン
タフェース４００は、画像処理装置２の上部の手前側の中央部、つまり画像読取装置１０
０の後述する画像読取部１１０の手前側中央部に配置されている。さらに無線Ｉ／Ｆ５０
０は、画像処理装置２の上部の手前側左端部に配置され、ＮＦＣＩ／Ｆ６００は、画像処
理装置２の上部に内蔵されている。
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【００２１】
　先ずは、画像読取装置１００について説明する。
　画像読取装置１００は、原稿の画像を読み取る画像読取部１１０と、この画像読取部１
１０に原稿を搬送する原稿搬送部１２０と、を備えている。原稿搬送部１２０は、画像読
取装置１００の上部に配置され、画像読取部１１０は、画像読取装置１００の下部に配置
されている。
　原稿搬送部１２０は、原稿を収容する原稿収容部１２１と、この原稿収容部１２１から
搬送された原稿が排出される原稿排出部１２２とを有し、原稿収容部１２１から原稿排出
部１２２へ原稿を搬送する。原稿搬送部１２０は、原稿自動送り装置（ＡＤＦ：Auto Doc
ument Feeder）とも呼ばれる。
【００２２】
　画像読取部１１０は、プラテンガラス１１１と、光を原稿の被読取面（画像面）へ照射
する光照射ユニット１１２と、光照射ユニット１１２から原稿の被読取面へ光Ｌが照射さ
れて原稿の被読取面で反射した光Ｌを導く導光ユニット１１３と、導光ユニット１１３に
よって導かれた光Ｌの光学像を結像する結像レンズ１１４と、を備えている。また、画像
読取部１１０は、結像レンズ１１４によって結像された光Ｌを光電変換するＣＣＤ（Char
ge Coupled Device）イメージセンサ等の光電変換素子で構成され、結像された光学像を
検出する検出部１１５と、検出部１１５と電気的に接続されて、検出部１１５によって得
られた電気信号が送られる信号処理部１１６と、を備えている。
　画像読取部１１０は、原稿搬送部１２０によって搬送される原稿の画像、及びプラテン
ガラス１１１に載せられた原稿の画像を読み取る。
【００２３】
　次に、画像形成装置２００について説明する。
　画像形成装置２００は、用紙上に画像を形成する画像形成部２０と、画像形成部２０に
対して用紙Ｐを供給する用紙供給部６０と、画像形成部２０にて画像が形成された用紙Ｐ
を排出する用紙排出部７０と、画像形成部２０にて一方の面に画像が形成された用紙Ｐの
表裏を反転させて再度画像形成部２０に向けて搬送する反転搬送部８０と、を備えている
。
【００２４】
　画像形成部２０は、一定の間隔を置いて並列的に配置されるイエロー(Ｙ）、マゼンタ(
Ｍ）、シアン(Ｃ）、黒(Ｋ）の４つの画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋ
を備えている。各画像形成ユニット２１は、感光体ドラム２２と、感光体ドラム２２の表
面を一様に帯電する帯電器２３と、後述する光学系ユニット５０によるレーザ照射によっ
て形成された静電潜像を予め定められた色成分トナーで現像し可視化する現像器２４とを
備えている。また、画像形成部２０には、画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２
１Ｋの現像器２４に対して各色のトナーを供給するためのトナーカートリッジ２９Ｙ，２
９Ｍ，２９Ｃ，２９Ｋが設けられている。
【００２５】
　画像形成部２０は、画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの下方に、画像
形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの感光体ドラム２２に対してレーザ光を照
射する光学系ユニット５０を備えている。光学系ユニット５０は、図示しない半導体レー
ザ、変調器の他、半導体レーザから出射されたレーザ光を偏向走査するポリゴンミラー（
不図示）と、レーザ光を通過するガラス製のウィンドウ（不図示）と、各構成部材を密閉
するためのフレーム（不図示）とを備えている。
【００２６】
　また、画像形成部２０は、画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの感光体
ドラム２２に形成された各色のトナー像を中間転写ベルト３１上に多重転写させる中間転
写ユニット３０と、中間転写ユニット３０上に重畳されて形成されたトナー像を用紙Ｐに
転写する二次転写ユニット４０と、用紙Ｐ上に形成されたトナー像を加熱および加圧して
定着する定着装置４５と、を備えている。
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【００２７】
　中間転写ユニット３０は、中間転写ベルト３１と、この中間転写ベルト３１を駆動する
ドライブローラ３２と、中間転写ベルト３１に一定のテンションを付与するテンションロ
ーラ３３と、を備えている。また、中間転写ユニット３０は、各感光体ドラム２２と中間
転写ベルト３１を挟んで対向して感光体ドラム２２上に形成されたトナー像を中間転写ベ
ルト３１上に転写するための複数（本実施の形態においては４つ）の一次転写ローラ３４
と、中間転写ベルト３１を介して後述する二次転写ローラ４１と対向するバックアップロ
ーラ３５とを備えている。
【００２８】
　中間転写ベルト３１は、ドライブローラ３２、テンションローラ３３、複数の一次転写
ローラ３４、バックアップローラ３５および従動ローラ３６などの複数の回転部材に張り
かけられている。そして、中間転写ベルト３１は、駆動モータ（不図示）によって回転駆
動されるドライブローラ３２により、矢印方向に予め定められた速度で循環駆動される。
この中間転写ベルト３１は、例えば、ゴムまたは樹脂にて成形されたものが使用される。
　また、中間転写ユニット３０は、中間転写ベルト３１上に存在する残留トナー等を除去
するクリーニング装置３７を備えている。クリーニング装置３７は、トナー像の転写工程
が終了した後の中間転写ベルト３１の表面から残留トナーや紙粉等を除去する。
【００２９】
　二次転写ユニット４０は、二次転写位置に設けられ中間転写ベルト３１を介してバック
アップローラ３５を押圧し、用紙Ｐ上に画像を二次転写する二次転写ローラ４１を備えて
いる。二次転写ローラ４１と、中間転写ベルト３１を介して二次転写ローラ４１と対向す
るバックアップローラ３５とで、中間転写ベルト３１に転写されたトナー画像が用紙Ｐに
転写される二次転写位置が構成される。
　定着装置４５は、中間転写ユニット３０によって二次転写された用紙Ｐ上の画像(トナ
ー像）を、加熱定着ローラ４６と加圧ローラ４７とにより、熱および圧力を用いて用紙Ｐ
に定着させる。
【００３０】
　用紙供給部６０は、画像が形成される用紙Ｐを収容する用紙収容部６１と、用紙収容部
６１の各々に収容された用紙Ｐを送り出す送出ロール６２と、送出ロール６２にて送り出
された用紙Ｐが搬送される搬送路６３と、搬送路６３に沿って配置され送出ロール６２に
よって送り出された用紙Ｐを二次転写位置へ搬送する搬送ロール６４、６５、６６と、を
備えている。
【００３１】
　用紙排出部７０は、画像形成部２０の上方に設けられて、画像形成部２０にて画像が形
成された用紙Ｐを積載する第１の積載トレイ７１と、この第１の積載トレイ７１と画像読
取装置１００との間に設けられて、画像形成部２０にて画像が形成された用紙Ｐを積載す
る第２の積載トレイ７２と、を備えている。
　用紙排出部７０は、定着装置４５よりも搬送方向下流側に設けられて、トナー画像が定
着された用紙Ｐを搬送する搬送ロール７５と、この搬送ロール７５の搬送方向下流側に設
けられて、用紙Ｐの搬送方向を切り替える切替ゲート７６と、を備えている。また、用紙
排出部７０は、切替ゲート７６の搬送方向下流側に、切替ゲート７６によって切り替えら
れた搬送方向の一方側（図３における右側）に搬送される用紙Ｐを第１の積載トレイ７１
に排出する第１の排出ロール７７を備えている。また、用紙排出部７０は、切替ゲート７
６の搬送方向下流側に、切替ゲート７６によって切り替えられた搬送方向の他方側（図３
における上側）に搬送される用紙Ｐを搬送する搬送ロール７８と、搬送ロール７８によっ
て搬送される用紙Ｐを第２の積載トレイ７２に排出する第２の排出ロール７９と、を備え
ている。
【００３２】
　反転搬送部８０は、定着装置４５の側方に、搬送ロール７８を第２の積載トレイ７２に
用紙Ｐを排出する方向とは反対の方向に回転させることで反転された用紙Ｐが搬送される
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反転搬送路８１を備えている。この反転搬送路８１には、反転搬送路８１に沿って複数の
搬送ロール８２が設けられている。これらの搬送ロール８２によって搬送された用紙Ｐは
、搬送ロール８２によって、再度二次転写位置へ送り込まれる。
【００３３】
　また、画像形成装置２００は、画像形成部２０、用紙供給部６０、用紙排出部７０、反
転搬送部８０および制御装置３００を、直接的または間接的に支持する装置本体フレーム
１１と、この装置本体フレーム１１に取り付けられて画像処理装置２の外面を形成する装
置筐体１２と、を備えている。
　装置本体フレーム１１は、画像処理装置２における横方向の一方の端部側で、内部に、
切替ゲート７６、第１の排出ロール７７、搬送ロール７８および第２の排出ロール７９な
どを備えるとともに上下方向に伸びて、画像読取装置１００を支持する読取装置支持部１
３を備えている。読取装置支持部１３は、装置本体フレーム１１における奥側の部位と協
働して画像読取装置１００を支持する。
【００３４】
　制御装置３００は、装置全体の動作を制御する以外に、入力される画像データに色補正
や階調補正等の画像処理を施す機能を有し、画像処理が施された画像データを生成する。
　制御装置３００は、実際には、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）などからなるコンピュータ装置である。
つまりＣＰＵが、ＯＳ（Operating System）やアプリケーション等の各種ソフトウェアを
実行する。またＲＡＭは、ＣＰＵの作業用メモリ等として用いられるメモリである。さら
にＲＯＭは、ＣＰＵが実行する各種プログラム等を記憶するメモリである。そして、ＣＰ
Ｕは、ＲＯＭ等に記憶された各種プログラムをＲＡＭにロードして実行することにより、
画像処理装置２の各機能を実現する。なお制御装置３００は、画像形成動作で用いる画像
データ等を記憶する、磁気ディスク装置であるＨＤＤ（Hard Disk Drive）などを備えて
いてもよい。
【００３５】
　ユーザインタフェース４００は、各種情報の表示やユーザからの操作入力の受付を行う
タッチパネルである。ここで、ユーザインタフェース４００は、各種情報が表示されるデ
ィスプレイと、指やスタイラスペン等で接触された位置を検出する位置検出シートとから
なる。接触された位置を検出する手段としては、接触による圧力をもとに検出する手段や
、接触した物の静電気をもとに検出する手段等、どのようなものが用いられてもよい。ま
た、タッチパネルに代えて、ディスプレイ、およびキーボード等の入力手段を用いてもよ
い。
【００３６】
　無線Ｉ／Ｆ５００は、携帯端末３との間でＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔによる無線通信を
行うためのアンテナを含み、携帯端末３との間で各種データの送受信を行う通信インタフ
ェースとして機能する。
【００３７】
　ＮＦＣＩ／Ｆ６００は、携帯端末３との間でＮＦＣ通信を行うためのアンテナを含み、
携帯端末３との間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機能する。
【００３８】
　以上のように構成された画像処理装置２は、以下のように動作する。
　例えば、画像形成装置２００でコピーや印刷を行なう場合は、次のようになる。
　コピーを行なうために画像読取装置１００によって読み取られた原稿の画像データや、
印刷を行なうために携帯端末３、操作端末４、または管理サーバ５から受信した画像デー
タは、制御装置３００において予め定められた画像処理が施される。画像処理が施された
画像データは、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の４色の色材
階調データに変換され、光学系ユニット５０に出力される。
【００３９】
　光学系ユニット５０は、入力された色材階調データに応じて、半導体レーザ（図示せず
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）から出射されたレーザ光を、ｆ－θレンズ（不図示）を介してポリゴンミラーに出射す
る。ポリゴンミラーでは、入射されたレーザ光を各色の階調データに応じて変調し、偏向
走査して、図示しない結像レンズおよび複数枚のミラーを介して画像形成ユニット２１Ｙ
，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの感光体ドラム２２に照射する。
【００４０】
　画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの感光体ドラム２２では、帯電器２
３で帯電された表面が走査露光され、静電潜像が形成される。形成された静電潜像は、各
々の画像形成ユニット２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋにて、イエロー（Ｙ）、マゼンタ
（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー像として現像される。画像形成ユニット
２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋの感光体ドラム２２上に形成されたトナー像は、中間転
写体である中間転写ベルト３１上に多重転写される。
【００４１】
　一方、用紙供給部６０では、画像形成のタイミングに合わせて送出ロール６２が回転し
て用紙収容部６１に収容されている用紙Ｐを取り上げ、搬送路６３を介して搬送ロール６
４、６５にて搬送される。その後、トナー像が形成された中間転写ベルト３１の移動タイ
ミングに合わせて搬送ロール６６が回転し、用紙Ｐは、バックアップローラ３５および二
次転写ローラ４１によって形成される二次転写位置に搬送される。二次転写位置にて、下
方から上方に向けて搬送される用紙Ｐには、圧接力および予め定められた電界を用いて、
４色が多重されているトナー像が副走査方向に順次、転写される。そして、各色のトナー
像が転写された用紙Ｐは、定着装置４５によって熱および圧力で定着処理を受けた後に排
出され、第１の積載トレイ７１あるいは第２の積載トレイ７２に積載される。
【００４２】
　両面印刷の要求があった場合には、一方の面に画像が形成された用紙Ｐは、反転搬送部
８０にて表裏が反転するように搬送され、再度二次転写位置に送られる。そして、二次転
写位置にて、用紙Ｐの他方の面にトナー像が転写され、定着装置４５にて転写された画像
が定着される。その後、両面に画像が形成された用紙Ｐは、排出され、第１の積載トレイ
７１あるいは第２の積載トレイ７２に積載される。
【００４３】
　また画像読取装置１００によって読み取られた原稿の画像データは、画像形成装置２０
０で印刷を行なわずに、制御装置３００で保存することができる。またこの画像データは
、携帯端末３、操作端末４、または管理サーバ５に対し、ネットワーク６やＷｉ－Ｆｉ　
Ｄｉｒｅｃｔを用いて送信することもできる。さらにこの画像データを、制御装置３００
から外部装置に対しファクシミリ送信することもできる。
【００４４】
＜携帯端末３の説明＞
　携帯端末３は、上述したように携帯型のコンピュータ装置であり、ＣＰＵ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭなどを備える。そしてＣＰＵは、ＲＯＭ等に記憶された各種プログラムをＲＡＭにロ
ードしてＯＳや各種ソフトウェアを実行する。なお携帯端末３の場合、この各種ソフトウ
ェアは、アプリと呼ばれる場合がある。
【００４５】
　なお携帯端末３は、記憶手段として、例えばＨＤＤやフラッシュメモリなどを備えてい
てもよい。ＨＤＤやフラッシュメモリは、各種ソフトウェアに対する入力データや各種ソ
フトウェアからの出力データ等を記憶する。また携帯端末３は、さらにキーボードやマウ
ス等の入力デバイスを備えていてもよい。
　そして携帯端末３は、本実施の形態では、さらに次のものを備えている。
【００４６】
　図４（ａ）～（ｂ）は、本実施の形態に係る携帯端末３の外観図である。
　このうち図４（ａ）は、携帯端末３をユーザが通常の操作を行なう側から見た図であり
、図４（ｂ）は、図４（ａ）で図示する側を表面とした場合に裏面から携帯端末３を見た
図である。
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　ここで図示する携帯端末３は、いわゆるスマートフォンである。そして画像表示手段と
してタッチパネルを採用している。そのため携帯端末３は、図４（ａ）に示すように予め
定められた領域でコンテンツ等の情報を画像として表示する液晶パネル３ａを備えるとと
もに、液晶パネル３ａに人の指、スタイラスペンに代表される接触物が接触したときに、
接触物が液晶パネル３ａに接触した位置を検知する位置検知部（図示せず）を備えている
。本実施の形態において液晶パネル３ａとして使用するタッチパネルは、特に限定される
ものではなく、抵抗膜方式や静電容量方式など種々の方式のものが採用される。
【００４７】
　また携帯端末３は、図４（ｂ）に示すように、無線Ｉ／Ｆ３ｂと、ＮＦＣＩ／Ｆ３ｃと
を備える。無線Ｉ／Ｆ３ｂ、ＮＦＣＩ／Ｆ３ｃは、上述した画像処理装置２の無線Ｉ／Ｆ
５００、ＮＦＣＩ／Ｆ６００とそれぞれ同様の構造、機能を有する。ユーザが、携帯端末
３と画像処理装置２との間でＮＦＣ通信を行なう際は、携帯端末３を画像処理装置２のＮ
ＦＣＩ／Ｆ６００の上でかざしたりタッチをする。これにより携帯端末３のＮＦＣＩ／Ｆ
３ｃと画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００との間で自動的にＮＦＣ通信が行なわれる。
【００４８】
　上記構成の画像処理システム１において、例えば、ユーザが原稿のコピーを行ないたい
場合、ユーザは、まず画像処理装置２の設置場所まで行く。そして画像処理装置２の前で
ユーザインタフェース４００を操作して、コピーを行なうための処理条件（例えば、解像
度、用紙サイズ、拡大縮小の倍率などのパラメータ）を設定して、スタートキー（図示せ
ず）を押下することでコピーする。そのため、ユーザが原稿のコピーを行ないたいと思い
、画像処理装置２の設置場所に行ったときに他人が画像処理装置２を使っていると、その
人が終了するまで何もできずに待たされてしまう。
【００４９】
　このような問題を抑制するため、近年の携帯端末３の発達により、携帯端末３に予めコ
ピーを行なう際の処理条件を設定し、画像処理装置２が空いたら携帯端末３から画像処理
装置２にこの処理条件を送ることで、すぐにコピーをスタートできるようにする機能が提
案されている。
【００５０】
　しかしながら携帯端末３で設定した処理条件を画像処理装置２に送った後に、他の携帯
端末から別の処理条件が画像処理装置２に送られた場合、処理条件が変更されてしまう問
題がある。これは、例えば、一人のユーザが携帯端末３で処理条件を画像処理装置２に送
った後で、用紙の交換などにより画像処理装置２から離れたときに生じやすい。つまりこ
の場合、ユーザが画像処理装置２の前にいないため、他人が他の携帯端末３により別の処
理条件を画像処理装置２に送ることができてしまう。この場合、ユーザが戻ってきたとき
には、元の処理条件とは異なる処理条件が設定されているため、異なる処理条件で画像処
理を行なってしまうなど、ユーザにとって利便性の悪いものとなっていた。
【００５１】
　そこで本実施の形態では、ユーザが携帯端末３で設定した処理条件を画像処理装置２に
送った後に、処理条件を変更できないようにすることでこの問題の抑制を図っている。
　以下、この事項を実現するための画像処理装置２の構成について説明を行なう。
【００５２】
＜画像処理装置２、携帯端末３の機能構成の説明＞
　図５は、画像処理装置２および携帯端末３の機能構成例を示したブロック図である。
　図示するように画像処理装置２は、Ｗｉ－Ｆｉ接続部７０１と、ＮＦＣ接続部７０２と
、画像処理装置側制御部７０３と、画像処理部７０４と、表示部７０５と、入力部７０６
とを備える。また携帯端末３は、Ｗｉ－Ｆｉ接続部８０１と、ＮＦＣ接続部８０２と、携
帯端末側制御部８０３と、表示部８０４とを備える。なおここでは、画像処理装置２およ
び携帯端末３が有する種々の機能のうち本実施の形態に関係するものを選択して図示して
いる。
【００５３】
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　Ｗｉ－Ｆｉ接続部７０１は、画像処理装置２側でＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔによる無線
通信を行なうための機能部である。Ｗｉ－Ｆｉ接続部７０１は、図２の無線Ｉ／Ｆ５００
に対応する。
【００５４】
　ＮＦＣ接続部７０２は、画像処理装置２側でＮＦＣによる無線通信を行なうための機能
部である。ＮＦＣ接続部７０２は、図２のＮＦＣＩ／Ｆ６００に対応する。ＮＦＣ接続部
７０２は、携帯端末３に保存され、携帯端末３で指定される画像処理を行なうための処理
条件に関する情報の受信を無線通信にて行なう通信部の一例として機能する。
【００５５】
　画像処理装置側制御部７０３は、ＮＦＣ接続部７０２にて無線通信を行なう一の携帯端
末３から処理条件に関する情報を受け付け、一の携帯端末３以外の他の携帯端末３からは
受け付けない状態にする制御部の一例である。この場合、一の携帯端末３は、画像処理装
置２の前でＮＦＣを用いて処理条件の送信を行なうユーザの携帯端末３であり、他の携帯
端末３は、このユーザ以外の他人の携帯端末３である。また画像処理装置側制御部７０３
は、Ｗｉ－Ｆｉ接続部７０１、ＮＦＣ接続部７０２、および画像処理部７０４、表示部７
０５、入力部７０６の制御を行なう。画像処理装置側制御部７０３は、図３の制御装置３
００に対応する。
【００５６】
　画像処理部７０４は、画像の処理を行なう機能部である。本実施の形態で画像処理部７
０４は、画像を形成する画像形成装置２００および原稿の画像を読み取る画像読取装置１
００の少なくとも一方に対応する。
　よってここで処理条件と言った場合、画像形成装置２００や画像読取装置１００で実行
される画像処理の処理条件となる。具体的には、処理条件は、画像形成装置２００で画像
を形成する条件、画像読取装置１００で画像を読み取る条件、および画像読取装置１００
で読み取った画像の情報を外部装置に出力する条件の少なくとも１つである。なおこの場
合、読み取った画像の情報を外部装置に出力する、というのは、ファクシミリ送信に対応
する。
【００５７】
　本実施の形態では、画像処理部７０４で画像形成を行なうための画像情報（画像データ
）は、ＮＦＣ接続部７０２ではなく、Ｗｉ－Ｆｉ接続部７０１で受信する。これは一般に
ＮＦＣよりＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔの方が通信速度が速く、そのため画像情報のように
そのデータ量が大きくなりやすいものについては、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔを利用した
方が画像情報の送信がより高速になるためである。一方、処理条件については、一般にデ
ータ量が少ないため、ＮＦＣを使用する場合でも問題は生じにくい。
【００５８】
　表示部７０５は、画像処理を行なうための処理条件について表示を行なう機能部である
。
　また入力部７０６は、ＮＦＣ接続部７０２が処理条件に関する情報を受信できる状態に
する受信指示をユーザが入力する機能部である。
【００５９】
　本実施の形態では、画像処理装置側制御部７０３は、ユーザが入力部７０６により受信
指示を入力したときに、一の携帯端末３から処理条件に関する情報を受け付ける状態とす
ることができる。この受信指示は、例えば、画像処理装置２に備えられるボタンを押すこ
とで入力することができる。そして画像処理装置２の前にいるユーザがこのボタンを押す
ことで、画像処理装置２は、携帯端末３から処理条件に関する情報を受け付ける状態とな
る。このようにすることで画像処理装置２の前にいるユーザは、明示的に携帯端末３から
処理条件を受け付ける状態に画像処理装置２の状態を遷移させる。この後ユーザは、自分
が所持する携帯端末３による処理条件の送信を行なう。そして画像処理装置側制御部７０
３は、この処理条件を受信した後は、他の携帯端末３からの処理条件の受信はできないよ
うにする。つまりこれによりＮＦＣ接続部７０２にて無線通信を行なう一の携帯端末３か
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ら処理条件に関する情報を受け付け、一の携帯端末３以外の他の携帯端末３からは受け付
けない状態にする機能を実現できる。
【００６０】
　ただし受信指示の入力は、必ずしも行なう必要はない。例えば、画像処理装置側制御部
７０３は、ＮＦＣ接続部７０２にて一の携帯端末３から処理条件に関する情報を受信した
ときに、他の携帯端末３からの処理条件に関する情報を受け付けない状態とするようにし
てもよい。つまりユーザが、自分の携帯端末３によりＮＦＣ通信により処理条件を送った
ときに、他の携帯端末３からの処理条件に関する情報は、受け付けられない状態となる。
【００６１】
　さらに入力部７０６は、ユーザが画像処理を実行する実行指示をさらに入力可能である
。即ち、ユーザが実行指示を入力することで、ユーザが携帯端末３で設定した処理条件に
従い画像処理が開始される。なお画像処理装置側制御部７０３は、ユーザが実行指示を予
め定められた時間内に入力しないときは、他の携帯端末３からの処理条件に関する情報を
受け付けない状態を解除する。
【００６２】
　表示部７０５および入力部７０６は、図２のユーザインタフェース４００に対応する。
即ち、ユーザインタフェース４００は、本実施の形態ではタッチパネルであり、処理条件
の表示を行なう。
　またユーザインタフェース４００がタッチパネルの場合、このタッチパネルに受信指示
や実行指示を入力するためのボタンを表示し、ユーザは、このボタンをタッチすることで
受信指示や実行指示を入力することができる。ただしこれに限られるものではなく、別途
スイッチ機構を備えた通常のボタンを用意してもよい。なお実行指示を入力するボタンは
、スタートキーとして捉えることができる。
【００６３】
　Ｗｉ－Ｆｉ接続部８０１は、携帯端末３側でＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔで通信を行なう
ための機能部である。Ｗｉ－Ｆｉ接続部８０１は、図４の無線Ｉ／Ｆ３ｂに対応する。
【００６４】
　ＮＦＣ接続部８０２は、携帯端末３側でＮＦＣで通信を行なうための機能部である。Ｎ
ＦＣ接続部８０２は、図４のＮＦＣＩ／Ｆ３ｃに対応する。
【００６５】
　携帯端末側制御部８０３は、Ｗｉ－Ｆｉ接続部８０１、ＮＦＣ接続部８０２の制御を行
なう。携帯端末側制御部８０３は、携帯端末３に備えられるＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭに対
応する。
【００６６】
　表示部８０４は、携帯端末３でコンテンツ等の情報を画像として表示する機能部であり
、図４の液晶パネル３ａに対応する。
【００６７】
＜画像処理装置２、携帯端末３の動作の説明＞
　次に画像処理装置２および携帯端末３の動作の説明を行なう。
【００６８】
［第１の実施形態］
　まず第１の実施形態について説明を行なう。
　図６は、第１の実施形態における画像処理装置２および携帯端末３の動作について説明
したフローチャートである。また図７（ａ）～（ｄ）は、このとき携帯端末３の液晶パネ
ル３ａに表示される画面の一例を示している。さらに図８－１（ａ）～（ｂ）、図８－２
（ｃ）～（ｅ）は、このとき画像処理装置２のユーザインタフェース４００に表示される
画面の一例について示した図である。
　以下、図５～図８－２を使用して画像処理装置２および携帯端末３の動作について説明
を行なう。なおここでは、ユーザが画像処理装置２および携帯端末３を使用して原稿のコ
ピーを行なう場合について例示して説明する。
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【００６９】
　まずユーザが携帯端末３を操作し、画像処理装置２にて原稿のコピーを行なうための処
理条件を設定する（ステップ１０１）。これはユーザが携帯端末３の表示部８０４に表示
される画面を見ながら操作をすることで行なう。
【００７０】
　実際には、ユーザは、携帯端末３においてこの処理条件を設定するアプリを起動し、こ
のアプリを使用して処理条件を設定する。具体的には、処理条件を設定するアプリを起動
すると図７（ａ）の画面が液晶パネル３ａに表示される。この画面は、ユーザに画像処理
装置２で行なわせる機能を選択させるものであり、この場合、ユーザは、「コピー」をタ
ップすることでコピー機能の選択を行なう。
【００７１】
　図７（ｂ）は、「コピー」をタップした後に液晶パネル３ａに表示される画面であり、
原稿としてどのようなものをコピーするのかを選択させる画面である。この画面では、ユ
ーザは、「ふつうのコピー」（片面コピー）、「免許証／名刺コピー」、「両面コピー」
、「２枚を１枚コピー」（２アップ）、「ポスターコピー」の中から選択できる。そして
ここではユーザは、「ふつうのコピー」をタップするものとする。
【００７２】
　この場合、画面は、図７（ｃ）のものに切り替わる。図７（ｃ）は、コピーを行なう際
の種々の条件であり、ここでは、カラーモード、用紙サイズ、倍率、コピー濃度、原稿の
画質の設定を行なうことができる。そしてユーザは、カラーモードとして「白黒」、用紙
サイズとして「Ａ４」、倍率として「１００％」、コピー濃度として「ふつう」、原稿の
画質として「文字／写真」を設定したものとする。
　以上のようにして携帯端末３において、画像処理装置２でコピーを行なうための処理条
件を設定することができる。
【００７３】
　そしてユーザは、図７（ｃ）の画面が表示されている状態で、「これで決定」のボタン
をタップすると、図７（ｄ）の画面に切り替わる。図７（ｄ）の画面は、画像処理装置２
に対し処理条件をＮＦＣにより送信するための待機画面である。
【００７４】
　図６に戻り、ユーザは、ＮＦＣを用いて携帯端末３から画像処理装置２に対し、処理条
件の送信を行なう（ステップ１０２）。即ち、携帯端末３のＮＦＣ接続部８０２と画像処
理装置２のＮＦＣ接続部７０２との間で自動的にＮＦＣによる接続が行なわれ、携帯端末
３から画像処理装置２に対し、処理条件の送信が行なわれる。処理条件は、例えば、ＮＤ
ＥＦ（NFC Data Exchange Format）を利用して送信がなされる。
【００７５】
　実際には、ユーザは、図７（ｄ）の画面が表示されている状態で、携帯端末３を画像処
理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００の上にかざす。そして画面の何れかの箇所をタップすると
、携帯端末３のＮＦＣＩ／Ｆ３ｃから画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００へ処理条件の
送信が行なわれる。
【００７６】
　また画像処理装置２側では、ＮＦＣ接続部７０２が処理条件を受信したときには、画像
処理装置側制御部７０３は、表示部７０５において表示される画面を処理条件を表示する
ものに切り替える（ステップ１０３）。この画面は、ユーザが処理条件を確認する画面で
ある。またこの画面においてユーザが入力部７０６から処理条件の変更の入力を行なうこ
とで処理条件を変更できるようにしてもよい。
【００７７】
　さらに画像処理装置側制御部７０３は、ＮＦＣ接続部７０２から処理条件を受信したと
きには、他の携帯端末３から処理条件に関する情報を受け付けない状態とする（ステップ
１０４）。
【００７８】
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　次に画像処理装置側制御部７０３は、入力部７０６から実行指示が入力されたか否かを
判定する（ステップ１０５）。
　そして入力部７０６から実行指示が入力されていない場合（ステップ１０５でＮｏ）、
ＮＦＣ接続部７０２から処理条件を受信してからの時間が予め定められた時間以上経過し
たか否かを判定する（ステップ１０６）。そして予め定められた時間以上経過していた場
合（ステップ１０６でＹｅｓ）、画像処理装置側制御部７０３は、他の携帯端末３からの
処理条件に関する情報を受け付けない状態を解除する（ステップ１０７）。また予め定め
られた時間以上経過していなかった場合（ステップ１０６でＮｏ）、ステップ１０５に戻
る。
【００７９】
　一方ユーザが原稿をセットして入力部７０６から実行指示が入力された場合（ステップ
１０５でＹｅｓ）、画像処理部７０４により原稿のコピーが行なわれる（ステップ１０８
）。
【００８０】
　実際には、画像処理装置２では、最初に操作の待ち受け画面である図８－１（ａ）の画
面がユーザインタフェース４００に表示されている。そしてこの状態からＮＦＣＩ／Ｆ６
００が携帯端末３から処理条件の受信をしたときは、図８－１（ｂ）の画面に切り替わる
。
　図８－１（ｂ）で示した画面は、処理条件を表示するものであり、上述した図７（ｃ）
のものと同様のものがユーザインタフェース４００に表示される。そしてユーザは、ユー
ザインタフェース４００に表示された処理条件を見て、変更を行いたいときには、ユーザ
インタフェース４００をタッチして変更後の処理条件を入力することができる。変更後の
処理条件は、ユーザインタフェース４００の表示に反映される。なおこの状態において、
他の携帯端末３を画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００の上にかざしても、処理条件の変
更は受け付けられない。
【００８１】
　また本実施の形態では、図８－１（ｂ）の画面から「原稿セット方法へ」のボタンをタ
ッチすることで、ユーザインタフェース４００で表示する画面を、図８－２（ｃ）、図８
－２（ｄ）に示すような画面へ移行させてもよい。
【００８２】
　このうち図８－２（ｃ）は、画像読取部１１０のプラテンガラス１１１（図３参照）に
原稿をセットする方法を説明する画面である。図示するように用紙の大きさとプラテンガ
ラス１１１上で原稿をセットする位置との関係について図を併用して説明している。
【００８３】
　また図８－２（ｄ）は、原稿搬送部１２０（図３参照、原稿自動送り装置）を使用でき
る場合に原稿をセットする方法を説明する画面である。図８－２（ｄ）では、「原稿送り
装置を使う場合」にチェックを入れない状態では、図８－２（ｃ）と同様の画面がユーザ
インタフェース４００に表示される。対してユーザがチェックを入れると、図８－２（ｅ
）の画面に表示が切り替わり、原稿自動送り装置上で原稿をセットする方法を説明する画
面となる。
【００８４】
　そしてユーザが、図８－２（ｃ）～（ｅ）で例示した画面の指示に従い原稿をセットし
、スタートキーを押下すると、原稿のコピーが行なわれる。ただし予め定められ時間内に
スタートキーを押下しなかった場合は、処理条件はクリアされ、図８－１（ａ）の画面に
戻る。
【００８５】
［第２の実施形態］
　次に第２の実施形態について説明を行なう。
　図９は、第２の実施形態における画像処理装置２および携帯端末３の動作について説明
したフローチャートである。また図１０－１（ａ）～（ｃ）、図１０－２（ｄ）～（ｆ）
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は、このとき携帯端末３の液晶パネル３ａに表示される画面の一例を示している。さらに
図１１－１（ａ）～（ｃ）、図１１－２（ｄ）～（ｆ）は、このとき画像処理装置２のユ
ーザインタフェース４００に表示される画面の一例について示した図である。
　以下、図９～図１１－２を使用して画像処理装置２および携帯端末３の動作について説
明を行なう。なおここでも、ユーザが画像処理装置２および携帯端末３を使用して原稿の
コピーを行なう場合について例示して説明する。
【００８６】
　図９のステップ２０１は、図６のステップ１０１と同様である。またこのとき携帯端末
３のユーザインタフェース４００に表示される画面である図１０－１（ａ）～（ｃ）は、
図７（ａ）～（ｃ）と同様である。
【００８７】
　本実施の形態では、図１０－１（ｃ）の画面が表示されている状態で、「これで決定」
のボタンをタップすると、図１０－２（ｄ）の画面に切り替わる。図１０－２（ｄ）の画
面は、画像処理装置２において、後述する「モバイル受け付け」ボタンを押すことを促す
画面である。
　そして図１０－２（ｄ）の画面で「次へ」をタッチすると、図１０－２（ｅ）の画面に
切り替わる。図１０－２（ｅ）の画面は、携帯端末３を画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６
００にかざすことを促す画面であり、続けて図１０－２（ｆ）の画面に切り替わる。図１
０－２（ｆ）の画面は、画像処理装置２に対し処理条件をＮＦＣにより送信するための待
機画面である。
【００８８】
　図９に戻り、画像処理装置２側では、入力部７０６が、ユーザからの受信指示の入力を
受け付ける（ステップ２０２）。
【００８９】
　実際には、画像処理装置２では、最初に操作の待ち受け画面である図１１－１（ａ）の
画面がユーザインタフェース４００に表示されている。そしてこの状態から「モバイル受
け付け」ボタンをタッチすると、図１１－１（ｂ）の画面に切り替わる。この「モバイル
受け付け」ボタンをタッチすることは、ユーザが受信指示の入力をすることに対応する。
　図１１－１（ｂ）は、携帯端末３から処理条件をＮＦＣにより受信するための待機画面
である。
【００９０】
　また次のステップ２０３は、図６のステップ１０２と同様である。
　実際には、図１０－２（ｆ）および図１１－１（ｂ）の画面が表示されている状態で、
携帯端末３を画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００の上にかざし、画面の何れかの箇所を
タップすると、携帯端末３のＮＦＣＩ／Ｆ３ｃから画像処理装置２のＮＦＣＩ／Ｆ６００
へ処理条件の送信が行なわれる。そしてこの後、他の携帯端末３を画像処理装置２のＮＦ
ＣＩ／Ｆ６００の上にかざしても、処理条件の変更は受け付けられない。
【００９１】
　以後、ステップ２０４～ステップ２０９は、ステップ１０３～ステップ１０８と同様で
ある。そしてこのときユーザインタフェース４００に表示される画面である図１１－１（
ｃ）、図１１－２（ｄ）～（ｆ）は、図８－１（ｂ）、図８－２（ｃ）～（ｅ）と同様で
ある。
【００９２】
　以上詳述した例によれば、携帯端末３から画像処理装置２にＮＦＣにより処理条件が送
信された後は、他の携帯端末３からの処理条件は、受け付けられない。これによりユーザ
が例えば、画像処理装置２から離れた場合でも、他人により処理条件が変更されることが
抑制される。よってユーザは想定しない処理条件で画像処理が行なわれるのを抑制でき、
ユーザの利便性がより向上する。またユーザが実行指示を予め定められた時間内に入力し
ないときは、他の携帯端末３からの処理条件に関する情報を受け付けない状態を解除する
。これによりユーザが画像処理を行なう意思をなくしたときに、他人に処理条件の送信を
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　従来は、画像処理等の要求は、極力制限されることなく受け付けられるようにするのが
通常であり、処理条件の受け付けに対し制限を設けることは、ほとんどない。対して本実
施の形態では、処理条件の受け付けに対し制限を設け、これによりユーザの利便性の向上
を図っている。
【００９３】
　なお上述した例では、画像処理装置２の通信部はＮＦＣ接続部７０２であり、ＮＦＣ通
信を行なうものであったが、これに限られるものではない。例えば、画像処理装置２と携
帯端末３とが赤外線通信やBluetooth（登録商標）（ブルートゥース）で通信を行ない、
処理条件の送受信を行なってもよい。
　また図６～図１１－２では、画像処理装置２と携帯端末３を使用して原稿のコピーを行
なう場合について説明したが、印刷、スキャン、ファクシミリ送信を行なう場合にも適用
できることはもちろんである。
　さらに上述した例では、画像形成装置２００は、電子写真方式のものを例に採り説明を
行なったが、インクジェット方式のものでもよい。
　さらに上述した例では、画像処理装置２側では、ＮＦＣ接続部７０２により画像処理を
行なうための処理条件に関する情報の受信を無線通信にて行なっていたがこれに限られる
ものではない。例えば、図１の操作端末４や管理サーバ５等からネットワーク６などを使
用して処理条件に関する情報を有線通信にて送信し、画像処理装置２の有線Ｉ／Ｆ等で受
信してもよい。この場合、有線Ｉ／Ｆが通信部として機能する。
【００９４】
　以上、本実施の形態について説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載
の範囲には限定されない。上記実施の形態に、種々の変更または改良を加えたものも、本
発明の技術的範囲に含まれることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【００９５】
１…画像処理システム、２…画像処理装置、３…携帯端末、３ａ…液晶パネル、３ｂ…無
線Ｉ／Ｆ、３ｃ…ＮＦＣＩ／Ｆ、１００…画像読取装置、２００…画像形成装置、３００
…制御装置、４００…ユーザインタフェース（ＵＩ）、５００…無線Ｉ／Ｆ、６００…Ｎ
ＦＣＩ／Ｆ、７０１、８０１…Ｗｉ－Ｆｉ接続部、７０２、８０２…ＮＦＣ接続部、７０
３…画像処理装置側制御部、７０４…画像処理部、７０５、８０４…表示部、７０６…入
力部、８０３…携帯端末側制御部
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