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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に画像を記録する画像記録装置及び前記画像記録装置を無線通信により操作可
能であると共にディスプレイを有する携帯端末を含む画像記録システムであって、
　前記携帯端末から当該携帯端末の操作対象となる前記画像記録装置までの距離を検出す
る距離検出手段と、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する前記画像
記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末の前記ディスプレイに表示させる表示制御
手段とを備え、
　前記画像記録装置が、
　記録媒体に画像を記録する記録ヘッドと、
　前記携帯端末から受信した画像データが認証処理を必要としているか否かを判断する判
断手段と、
　前記携帯端末に入力されたユーザ情報と前記画像データに関連付けられたユーザ情報と
が一致しているときに当該画像データに係る前記認証処理を行う認証手段と、
　前記画像データが前記認証処理を必要としていると前記判断手段が判断したときは、前
記認証手段が当該画像データについて前記認証処理を行った後に、当該画像データの画像
が記録媒体に記録されるように前記記録ヘッドを制御する記録制御手段とを有しており、
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　前記表示制御手段は、前記携帯端末が認証処理を必要としている前記画像データを前記
画像記録装置に送信したとき、ユーザ情報を入力するための画面が示された前記操作画面
を、前記複数の範囲のうちの一つである最も短い前記距離を含む最短距離範囲に対応する
前記操作画面として当該携帯端末の前記ディスプレイに表示させることを特徴とする画像
記録システム。
【請求項２】
　記録媒体に画像を記録する画像記録装置及び前記画像記録装置を無線通信により操作可
能であると共にディスプレイを有する携帯端末を含む画像記録システムであって、
　前記携帯端末から当該携帯端末の操作対象となる前記画像記録装置までの距離を検出す
る距離検出手段と、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する前記画像
記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末の前記ディスプレイに表示させる表示制御
手段とを備え、
　前記表示制御手段は、管理者登録されている前記携帯端末に関して前記距離検出手段が
検出した前記距離が所定値以下になったとき、管理者用の前記操作画面を当該携帯端末の
前記ディスプレイに表示させることを特徴とする画像記録システム。
【請求項３】
　前記記憶手段において、前記画像記録装置に関する設定及び前記画像記録装置に対する
画像記録指示の少なくともいずれかを行うための前記操作画面が、所定値以上の前記距離
を含む前記範囲に対応していることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像記録システ
ム。
【請求項４】
　記録媒体に画像を記録する画像記録手段と、
　携帯端末と無線通信を行う通信手段と、
　前記携帯端末までの距離を検出する距離検出手段と、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する複数の操
作画面を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末のディスプレイに表示させる表示制御手段
とを備え、
　無線通信可能な複数の前記携帯端末のうち、前記距離検出手段が検出した前記距離が短
い順に前記携帯端末に関する画像の記録を行うことを特徴とする画像記録装置。
【請求項５】
　待機時の消費電力が低くなる省電力状態とそれ以外の通常状態とを選択的に切り替え可
能であり、前記省電力状態となっている場合、前記距離検出手段が所定値以下の前記距離
を検出したとき、前記省電力状態から前記通常状態に切り替えることを特徴とする請求項
４に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　記録媒体に画像を記録する記録ヘッド、携帯端末と無線通信を行う通信手段、前記携帯
端末から受信した画像データが認証処理を必要としているか否かを判断する判断手段、前
記携帯端末に入力されたユーザ情報と前記画像データに関連付けられたユーザ情報とが一
致しているときに当該画像データに係る前記認証処理を行う認証手段、前記画像データが
前記認証処理を必要としていると前記判断手段が判断したときは、前記認証手段が当該画
像データについて前記認証処理を行った後に、当該画像データの画像が記録媒体に記録さ
れるように前記記録ヘッドを制御する記録制御手段、及び、前記携帯端末までの距離を検
出する距離検出手段を有する画像記録装置を、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する複数の操
作画面を記憶する記憶手段、及び、
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　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末のディスプレイに表示させる表示制御手段
として機能させ、
　前記表示制御手段は、前記携帯端末から認証処理を必要としている前記画像データを受
信したとき、ユーザ情報を入力するための画面が示された前記操作画面を、前記複数の範
囲のうちの一つである最も短い前記距離を含む最短距離範囲に対応する前記操作画面とし
て当該携帯端末の前記ディスプレイに表示させることを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　記録媒体に画像を記録する記録ヘッド、無線通信を行う画像記録装置側通信手段、前記
画像記録装置側通信手段により受信した画像データが認証処理を必要としているか否かを
判断する判断手段、ユーザに入力されたユーザ情報と前記画像データに関連付けられたユ
ーザ情報とが一致しているときに当該画像データに係る前記認証処理を行う認証手段、及
び、前記画像データが前記認証処理を必要としていると前記判断手段が判断したときは、
前記認証手段が当該画像データについて前記認証処理を行った後に、当該画像データの画
像が記録媒体に記録されるように前記記録ヘッドを制御する記録制御手段を有する画像記
録装置と無線通信を行う携帯端末側通信手段と、
　ディスプレイと、
　前記画像記録装置までの距離を検出する距離検出手段と、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する前記画像
記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、認証処理を必要としている前記画像データを前記画像記録装置に
送信したときに、ユーザがユーザ情報を入力するための画面が示された前記操作画面を、
前記複数の範囲のうちの一つである最も短い前記距離を含む最短距離範囲に対応する前記
操作画面として前記ディスプレイに表示させることを特徴とする携帯端末。
【請求項８】
　記録媒体に画像を記録する記録ヘッド、無線通信を行う画像記録装置側通信手段、前記
画像記録装置側通信手段により受信した画像データが認証処理を必要としているか否かを
判断する判断手段、ユーザに入力されたユーザ情報と前記画像データに関連付けられたユ
ーザ情報とが一致しているときに当該画像データに係る前記認証処理を行う認証手段、及
び、前記画像データが前記認証処理を必要としていると前記判断手段が判断したときは、
前記認証手段が当該画像データについて前記認証処理を行った後に、当該画像データの画
像が記録媒体に記録されるように前記記録ヘッドを制御する記録制御手段を有する画像記
録装置と無線通信を行う携帯端末側通信手段と、ディスプレイと、前記画像記録装置まで
の距離を検出する距離検出手段とを有する携帯端末を、
　連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する前記画像
記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段、及び、
　前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前
記距離に対応する前記操作画面を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段として機能
させ、
　前記表示制御手段は、認証処理を必要としている前記画像データを前記画像記録装置に
送信したときに、ユーザがユーザ情報を入力するための画面が示された前記操作画面を、
前記複数の範囲のうちの一つである最も短い前記距離を含む最短距離範囲に対応する前記
操作画面として前記ディスプレイに表示させることを特徴とするプログラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に画像を記録する画像記録装置、この画像記録装置を操作可能な携
帯端末、これらを含む画像記録システム及びプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　携帯端末から通信可能範囲にある複数のプリンタを操作することが可能なシステムにお
いて、携帯端末が所定のプリンタに近づいた時、当該携帯端末のユーザがカスタマイズし
た当該プリンタの操作画面を当該携帯端末の表示部に表示させる技術が知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－５１９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した技術において、ユーザが携帯端末から指示できる指令は、操作画面の内容に限
定される。従って、操作画面に表示されていない指令を行うときは、その指令に対応した
キーが表示されるように操作画面を切り替えなければならず、その切り替え操作が煩わし
い。
【０００５】
　本発明の目的は、ユーザが希望する操作画面を携帯端末に効率よく表示させることがで
きる画像記録装置、この画像記録装置を操作可能な携帯端末、画像記録システム及びプロ
グラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の画像記録システムは、記録媒体に画像を記録する画像記録装置及び前記画像記
録装置を無線通信により操作可能であると共にディスプレイを有する携帯端末を含む画像
記録システムであって、前記携帯端末から当該携帯端末の操作対象となる前記画像記録装
置までの距離を検出する距離検出手段と、連続するように決定された前記距離に関する複
数の範囲のそれぞれに対応する前記画像記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手
段と、前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出し
た前記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末の前記ディスプレイに表示させる表示
制御手段とを備えている。
【０００７】
　本発明の画像記録装置は、記録媒体に画像を記録する画像記録手段と、携帯端末と無線
通信を行う通信手段と、前記携帯端末までの距離を検出する距離検出手段と、連続するよ
うに決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する複数の操作画面を記憶
する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手
段が検出した前記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末のディスプレイに表示させ
る表示制御手段とを備えている。
【０００８】
　本発明のプログラムは、記録媒体に画像を記録する画像記録機構、携帯端末と無線通信
を行う通信手段、及び、前記携帯端末までの距離を検出する距離検出手段を有する画像記
録装置を、連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する
複数の操作画面を記憶する記憶手段、及び、前記記憶手段に記憶された前記複数の操作画
面のうち、前記距離検出手段が検出した前記距離に対応する前記操作画面を前記携帯端末
のディスプレイに表示させる表示制御手段として機能させる。
【０００９】
　本発明の携帯端末は、ディスプレイと、記録媒体に画像を記録する画像記録装置と無線
通信を行う通信手段と、前記画像記録装置までの距離を検出する距離検出手段と、連続す
るように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応する前記画像記録装置
に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記複数の操作
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画面のうち、前記距離検出手段が検出した前記距離に対応する前記操作画面を前記ディス
プレイに表示させる表示制御手段とを備えている。
【００１０】
　本発明のプログラムは、ディスプレイ、記録媒体に画像を記録する画像記録装置と無線
通信を行う通信手段、及び、前記画像記録装置までの距離を検出する距離検出手段を有す
る携帯端末を、連続するように決定された前記距離に関する複数の範囲のそれぞれに対応
する前記画像記録装置に係る複数の操作画面を記憶する記憶手段、及び、前記記憶手段に
記憶された前記複数の操作画面のうち、前記距離検出手段が検出した前記距離に対応する
前記操作画面を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段として機能させる。
【００１１】
　本発明によると、記録装置からの距離に応じて携帯端末に表示させる操作画面が変化す
るため、従来に比べて、ユーザが希望する操作画面を携帯端末に効率よく表示させること
ができる。
【００１２】
　本発明の第１の観点によれば、このとき、前記画像記録装置が、記録媒体に画像を記録
する記録ヘッドと、前記携帯端末から受信した画像データが認証処理を必要としているか
否かを判断する判断手段と、前記携帯端末に入力されたユーザ情報と前記画像データに関
連付けられたユーザ情報とが一致しているときに当該画像データに係る前記認証処理を行
う認証手段と、前記画像データが前記認証処理を必要としていると前記判断手段が判断し
たときは、前記認証手段が当該画像データについて前記認証処理を行った後に、当該画像
データの画像が記録媒体に記録されるように前記記録ヘッドを制御する記録制御手段とを
有しており、前記表示制御手段は、前記携帯端末が認証処理を必要としている前記画像デ
ータを前記画像記録装置に送信したとき、ユーザ情報を入力するための画面が示された前
記操作画面を、前記複数の範囲のうちの一つである最も短い前記距離を含む最短距離範囲
に対応する前記操作画面として当該携帯端末の前記ディスプレイに表示させる。これによ
ると、ユーザが認証処理を素早く開始することができる。 
【００１５】
　本発明では、前記記憶手段において、前記画像記録装置に関する設定及び前記画像記録
装置に対する画像記録指示の少なくともいずれかを行うための前記操作画面が、所定値以
上の前記距離を含む前記範囲に対応していることが好ましい。これによると、ユーザが画
像記録装置に関する設定及び画像記録装置に対する画像記録指示を素早く開始することが
できる。
【００１６】
　また、本発明の第２の観点によれば、前記表示制御手段が、管理者登録されている前記
携帯端末に関して前記距離検出手段が検出した前記距離が所定値以下になったとき、管理
者用の前記操作画面を当該携帯端末の前記ディスプレイに表示させる。これによると、管
理者作業を素早く開始することができる。 
【００１７】
　本発明の画像記録装置においては、待機時の消費電力が低くなる省電力状態とそれ以外
の通常状態とを選択的に切り替え可能であり、前記省電力状態となっている場合、前記距
離検出手段が所定値以下の前記距離を検出したとき、前記省電力状態から前記通常状態に
切り替えることが好ましい。これによると、ユーザが近づいてきたときに通常状態に切り
替えられるため、画像記録を素早く行うことができる。
【００１８】
　また、本発明の第３の観点による画像記録装置においては、無線通信可能な複数の前記
携帯端末のうち、前記距離検出手段が検出した前記距離が短い順に前記携帯端末に関する
画像の記録を行う。これによると、ユーザの待機時間を短くすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、記録装置からの距離に応じて携帯端末に表示させる操作画面が変化す
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るため、従来に比べて、ユーザが希望する操作画面を携帯端末に効率よく表示させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態によるプリントシステムの概略構成図である。
【図２】図１に示すプリンタの機能ブロック図である。
【図３】図１に示す携帯端末の機能ブロック図である。
【図４】図１に示すプリンタの動作を示すフローチャートである。
【図５】図１に示すプリンタの動作を示すフローチャートである。
【図６】図１に示す携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態によるプリンタの機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の好適な第１実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２２】
　図１に示すように、プリントシステム７０は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を介
して互いに無線通信可能となっているプリンタ１と１又は複数の携帯端末７１とを有して
いる。ユーザは携帯端末７１を介してプリンタ１に対する各種操作を行うことができる。
【００２３】
　図２に示すように、プリンタ１は、用紙に画像を印刷する記録ヘッド２と、画像が印刷
された用紙を４つのトレイ（図１参照）のいずれかに排出する排出機構４５と、タッチパ
ネルディスプレイが配置された操作パネル４２と、これらを制御する制御装置１６とを有
している。
【００２４】
　制御装置１６は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ＣＰＵが実行するプログラ
ム及びこれらプログラムに使用されるデータを書き替え可能に記憶する不揮発メモリと、
プログラム実行時にデータを一時的に記憶するＲＡＭ（Random Access Memory）とを含ん
でいる。制御装置１６を構成する各機能部は、これらハードウェアと不揮発メモリ内のソ
フトウェアとが協働して構築されている。制御装置１６は、通信部６１と、認証要否判断
部６２と、認証判断部６３と、画像データ記憶部６４と、印刷制御部６５と、電力制御部
６７とを有している。
【００２５】
　通信部６１は、無線通信機能を有しており、無線ＬＡＮによって携帯端末７１との間で
データ通信を行う。通信部６１は携帯端末７１からの印刷指令を受信する。印刷指令には
、印刷モードを示すデータと用紙に印刷されるべき画像に係る画像データとが含まれてい
る。印刷モードにはセキュア印刷と通常印刷とがある。セキュア印刷とは、携帯端末７１
から印刷指令を送信したユーザが、プリンタ１において操作パネル４２又は携帯端末７１
を用いて認証情報を入力するまで、プリンタ１が当該印刷指令に係る印刷を開始しない印
刷動作である。このように、セキュア印刷においては、ユーザ監視の元で印刷が開始され
るため、印刷物のセキュリティが高くなる。また、通常印刷とは、通信部６１が携帯端末
７１から送信された印刷指令を受信したとき、当該印刷指令に係る印刷を即座に開始する
印刷動作である。
【００２６】
　認証要否判断部６２は、通信部６１が印刷指令を受信したとき、当該印刷指令がセキュ
ア印刷か通常印刷かを判断する。通常、印刷指令に含まれる識別データ（印刷モードを示
す符号やパスワードなどの認証情報）や画像データの形式などに基づいて、この判断がな
される。
【００２７】
　認証判断部６３は、セキュア印刷において、操作パネル４２又は携帯端末７１によって
ユーザに入力された認証情報が、画像データに関連付けられた認証情報とが一致している
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か否かの判断を行う。認証情報は、印刷指令に含まれたパスワードや、プリンタに記憶さ
れたユーザ情報などが該当する。なお、ユーザによる入力については、カードなどに記憶
された認証情報を、プリンタ１に接続された読取装置で読み取らせることにより入力して
もよい。
【００２８】
　画像データ記憶部６４は、通信部６１が受信した印刷指令に含まれる画像データを記憶
する。
【００２９】
　印刷制御部６５は、通信部６１が受信した印刷指令がセキュア印刷であると認証要否判
断部６２か判断したときは、セキュア印刷が実行されるように、通信部６１が受信した印
刷指令がセキュア印刷でないと認証要否判断部６２か判断したときは、通常印刷が実行さ
れるように記録ヘッド２を制御する。また、印刷制御部６５は、携帯端末７１が検出した
プリンタ１からの距離（後述）を記憶する検出距離記憶部６５ａを有している。印刷制御
部６５は、プリンタ１が複数の携帯端末７１からの通常印刷に関する印刷指令を受信した
とき、検出距離記憶部６５ａを参照し、検出距離が短い順に各携帯端末７１からの印刷指
令に係る印刷が実行されるように記録ヘッド２を制御する。印刷制御部６５は、印刷され
た用紙が４つのトレイのいずれかに排出されるように排出機構４５を制御すると共に、印
刷された用紙が排出されたトレイの位置がどこであるかをユーザが識別可能な画像を操作
パネル４２に表示させる。
【００３０】
　電力制御部６７は、プリンタ１が印刷動作可能な動作モードと、プリンタ１の機能部の
一部に対する電力の供給を停止するスリープモードとを選択的に切り替える。スリープモ
ードは、プリンタ１に対する最後の操作から所定時間が経過した後に開始され、プリンタ
１に対する操作（操作パネル４２を利用した操作、及び、携帯端末７１を介した操作を含
む）が行われたときに解除される。
【００３１】
　携帯端末７１は、ＣＰＵと、ＣＰＵが実行するプログラム及びこれらプログラムに使用
されるデータを書き替え可能に記憶する不揮発メモリと、プログラム実行時にデータを一
時的に記憶するＲＡＭとを含んでいる。携帯端末７１を構成する各機能部は、これらハー
ドウェアと不揮発メモリ内のソフトウェアとが協働して構築されている。図３に示すよう
に、携帯端末７１は、通信部７２と、距離検出部７３と、制御部７４と、操作パネル７５
と、操作画面記憶部７６とを有している。
【００３２】
　通信部７２は、無線通信機能を有しており、無線ＬＡＮによってプリンタ１との間でデ
ータ通信を行う。
【００３３】
　距離検出部７３は、プリンタ１から送信された無線信号を通信部７２が受信したとき、
通信部７２が受信した無線信号の信号強度を解析することによりプリンタ１との距離を検
出する。プリンタ１（通信部６１）は、携帯端末７１から送信された無線信号を受信する
毎に当該携帯端末７１に対して所定の無線信号を返信する。距離検出部７３は、通信部７
２に一定時間毎にプリンタ１に対して無線信号を送信させつつプリンタ１から返信された
無線信号を受信させることにより、一定時間毎にプリンタ１との距離を検出する。また、
距離検出部７３は、距離を検出する毎に、検出した距離を通信部７２からプリンタ１に送
信させる。プリンタ１において、受信した検出距離は検出距離記憶部６５ａに記憶される
。
【００３４】
　操作パネル７５は、タッチパネルディスプレイが配置されたユーザーインターフェース
である。
【００３５】
　操作画面記憶部７６は、操作パネル７５に表示される操作画面として、プリンタ１へ印
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刷指示を行うための印刷指示用ＵＩ（User Interface）、セキュア印刷に関する認証を行
うための認証用ＵＩ、印刷された用紙の排出先のトレイを指示するための排出先トレイＵ
Ｉ、携帯端末７１に管理者登録されているときにプリンタ１の管理を行うための管理者用
ＵＩ及びプリンタ１の各種設定を行うための設定用ＵＩを記憶している。これら操作画面
は、所定距離を境に連続するように決定された２つの距離の範囲である近距離範囲（最短
距離範囲）及び遠距離範囲のいずれかに関連付けられている。具体的には、印刷指示用Ｕ
Ｉが遠距離範囲に関連付けられている。また、認証用ＵＩ、排出先トレイＵＩ、管理者用
ＵＩ、及び、設定用ＵＩが近距離範囲に関連付けられている。
【００３６】
　制御部７４は、携帯端末７１全体を制御する。制御部７４は、ユーザがプリンタ１に関
する操作を行う操作画面を表示させようとしたとき、距離検出部７３が検出した距離と所
定距離との大小比較に基づき、当該携帯端末７１がプリンタ１に関して近距離範囲にある
か遠距離範囲にあるかを判断する。そして、制御部７４は、近距離範囲にあると判断すれ
ば近距離範囲に関連付けられた４つの操作画面のうち情況に応じた１つの操作画面（後に
詳述）を、遠距離範囲にあると判断すれば遠距離範囲に関連付けられた印刷指示用の操作
画面を操作パネル７５に表示させる。
【００３７】
　図４を参照しつつ、プリンタ１の印刷動作について説明する。図４に示すように、携帯
端末７１から印刷指令が送信されると、通信部６１が印刷指令を受信する（Ｓ１０１）。
このとき、印刷指令に係る画像データが画像データ記憶部６４に記憶される。そして、認
証要否判断部６２が、当該印刷指令がセキュア印刷か通常印刷かを判断する（Ｓ１０２）
。通信部６１が受信した印刷指令がセキュア印刷でなければ（Ｓ１０２：ＮＯ）、印刷制
御部６５が、当該印刷指令に係る画像データの画像が用紙に印刷されるように記録ヘッド
２を制御すると共に、印刷された用紙が所定のトレイに排出されるように排出機構４５を
制御する（Ｓ１０３）。
【００３８】
　通信部６１が受信した印刷指令がセキュア印刷であれば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、認証判
断部６３は、ユーザによって操作パネル４２又は携帯端末７１の操作パネル７５に表示さ
れた認証用ＵＩから認証情報が入力されたとき、入力された認証情報が所定の情報を具備
しているか否かの判断を行う（Ｓ１０４）。具体的には、ユーザに入力された認証情報が
、画像データに関連付けられた認証情報とが一致しているか否かの判断を行う。一致して
いなければ、一致する認証情報が入力されるまで待機する（Ｓ１０４：ＮＯ）。ユーザに
入力された認証情報が画像データに関連付けられた認証情報と一致すれば（Ｓ１０４：Ｙ
ＥＳ）、通信部６１が携帯端末７１から受信した検出距離を参照し、当該プリンタ１の近
距離範囲に他の携帯端末７１が存在しているか否かを判断する（Ｓ１０５）。近距離範囲
に他の携帯端末７１が存在していれば、近距離範囲に他の携帯端末７１が存在しなくなる
まで待機する（Ｓ１０５：ＹＥＳ）。近距離範囲に他の携帯端末７１が存在していなけれ
ば（Ｓ１０５：ＮＯ）、印刷制御部６５が、当該印刷指令に係る画像データの画像が用紙
に印刷されるように記録ヘッド２を制御すると共に、印刷された用紙が所定のトレイに排
出されるように排出機構４５を制御する（Ｓ１０６）。そして、印刷制御部６５は、印刷
された用紙が排出されたトレイを操作パネル４２に表示させる（Ｓ１０７）。以上で、図
４のフローチャートを終了する。
【００３９】
　図５を参照しつつ、プリンタ１におけるスリープモードから通常モードへの復帰動作に
ついて説明する。図５に示すように、プリンタ１がスリープモードとなっているとき、通
信部６１が受信した携帯端末７１からの検出距離を参照し、当該プリンタ１の近距離範囲
に携帯端末７１が存在しているか否かを判断する（Ｓ２０１）。近距離範囲に携帯端末７
１が存在していなければ、近距離範囲に携帯端末７１が存在するまで待機する（Ｓ２０１
：ＮＯ）。近距離範囲に携帯端末７１が存在していれば（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、電力制御
部６７が、スリープモードを解除して電力の供給が停止された一部の機能に対して電力の
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供給を再開させる（Ｓ２０２）。
【００４０】
　そして、印刷制御部６５が、排出機構４５に設けられた用紙センサ（図示せず）から、
印刷された用紙がトレイに排出されているか否かを判断する（Ｓ２０３）。用紙がトレイ
に排出されていれば（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、印刷制御部６５が、用紙センサが検知したト
レイの位置がどこであるかをユーザが識別可能な画像を操作パネル４２に表示させ、トレ
イに用紙が排出されていなければ（Ｓ２０３：ＮＯ）、図５のフローチャートが終了する
。
【００４１】
　図６を参照しつつ、携帯端末７１における表示動作について説明する。図６に示すよう
に、距離検出部７３は、通信部７２からプリンタ１に対して無線信号を送信させる（Ｓ３
０１）。これにより、当該無線信号を受信したプリンタ１から携帯端末７１に対して無線
信号が返信される。距離検出部７３は、通信部７２が返信された無線信号を受信したとき
、受信した無線信号の信号強度を解析することによりプリンタ１との距離を検出する（Ｓ
３０２）。
【００４２】
　制御部７４は、検出距離が近距離範囲にあるか否かを判断する（Ｓ３０３）。制御部７
４は、検出距離が近距離範囲にあると判断すれば（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、当該携帯端末７
１から受信したセキュア印刷に係る画像データが画像データ記憶部６４に記憶されている
かか否かを判断する（Ｓ３０４）。具体的には、当該携帯端末７１から受信したセキュア
印刷に係る画像データがプリンタ１の画像データ記憶部６４に記憶されているか否かを確
認する信号を、制御部７４から通信部７２を介してプリンタ１の制御装置１６に送信する
。通信部６１を介してこの信号を受信した制御装置１６は、当該携帯端末７１から受信し
たセキュア印刷に係る画像データが画像データ記憶部６４に記憶されているか否かを判断
し、判断結果を制御部７４に返信する。そして制御部７４はこの判断結果によりこの判断
を行う。制御部７４は、当該携帯端末７１から受信したセキュア印刷に係る画像データが
画像データ記憶部６４に記憶されていると判断すれば（Ｓ３０４：ＹＥＳ）、操作画面記
憶部７６から近距離範囲に関連付けられた認証用ＵＩを読み出して操作パネル７５に表示
させる（Ｓ３０５）。そして、ユーザは、認証用ＵＩを用いてセキュア印刷に係る認証処
理を行う。その後、距離検出部７３は、通信部７２からプリンタ１に対して無線信号を送
信させる（Ｓ３０１）。
【００４３】
　制御部７４は、当該携帯端末７１から受信したセキュア印刷に係る画像データが画像デ
ータ記憶部６４に記憶されていないと判断すれば（Ｓ３０４：ＮＯ）、現在の時点から過
去に遡って最も近く、最後に送信した印刷指示が印刷済み（用紙回収前）になっているか
否かを判断する（Ｓ３０６）。具体的には、この最後に送信した印刷指示に係る画像デー
タについて用紙への印刷が完了しているか、及び、どのトレイに排出されているかを確認
する信号を、制御部７４から通信部７２を介してプリンタ１の制御装置１６に送信する。
通信部６１を介してこの信号を受信した制御装置１６は、この最後に送信した印刷指示に
係る画像データについて用紙への印刷が完了しているか、及び、どのトレイに排出されて
いるかを判断し、判断結果を制御部７４に返信する。そして制御部７４はこの判断結果に
よりこの判断を行う。また、別の判断方法としては、この最後に送信した印刷指示を送信
してから所定時間（例えば１分などの短い時間）以内で、且つ、初めて携帯端末７１とプ
リンタ１との距離が近距離範囲に入った場合に、まだ印刷済みの用紙が回収前であること
を判断してもよい。なお、用紙がトレイから回収されているかどうかを確実に判断するた
め、トレイに用紙検知センサを設け、用紙の回収を検知するようにしてもよい。制御部７
４は、印刷済みになっていると判断すれば（Ｓ３０６：ＹＥＳ）、操作画面記憶部７６か
ら近距離範囲に関連付けられた排出先トレイＵＩを読み出し操作パネル７５に表示させる
（Ｓ３０７）。そして、ユーザは、排出先トレイＵＩを参照しつつ印刷が完了した用紙を
回収する。その後、距離検出部７３は、通信部７２からプリンタ１に対して無線信号を送
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信させる（Ｓ３０１）。
【００４４】
　制御部７４は、最後に送信した印刷指示が印刷済みになっていないと判断すれば（Ｓ３
０６：ＮＯ）、当該携帯端末７１が管理者登録されているか否かを判断する（Ｓ３０８）
。具体的には、当該携帯端末７１が管理者登録されているか否かを確認する信号を、制御
部７４から通信部７２を介してプリンタ１の制御装置１６に送信する。通信部６１を介し
てこの信号を受信した制御装置１６は、不揮発メモリに記憶された情報を参照して当該携
帯端末７１が管理者登録されているか否かを判断し、判断結果を制御部７４に返信する。
そして制御部７４はこの判断結果によりこの判断を行う。制御部７４は、当該携帯端末７
１が管理者登録されていると判断すれば（Ｓ３０８：ＹＥＳ）、操作画面記憶部７６から
近距離範囲に関連付けられた管理者用ＵＩを読み出し操作パネル７５に表示させる（Ｓ３
０９）。そして、ユーザは、管理者用ＵＩを用いて管理作業を行う。その後、距離検出部
７３は、通信部７２からプリンタ１に対して無線信号を送信させる（Ｓ３０１）。
【００４５】
　制御部７４は、当該携帯端末７１が管理者登録されていないと判断すれば（Ｓ３０８：
ＮＯ）、操作画面記憶部７６から近距離範囲に関連付けられた設定用ＵＩを読み出し操作
パネル７５に表示させる（Ｓ３１０）。そして、ユーザは、設定用ＵＩを用いてプリンタ
１の設定作業を行う。その後、距離検出部７３は、通信部７２からプリンタ１に対して無
線信号を送信させる（Ｓ３０１）。
【００４６】
　一方、制御部７４は、検出距離が近距離範囲になければ、つまり、検出距離が遠距離範
囲にあると判断すれば（Ｓ３０３：ＮＯ）、操作画面記憶部７６から遠距離範囲に関連付
けられた印刷指示用ＵＩを操作パネル７５に表示させる（Ｓ３１１）。そして、ユーザは
印刷指示用ＵＩを用いて印刷指示を行う。その後、距離検出部７３は、通信部７２からプ
リンタ１に対して無線信号を送信させる（Ｓ３０１）。
【００４７】
　以上のように、本実施形態のプリントシステム７０によると、プリンタ１からの距離に
応じて携帯端末７１に表示される操作画面が変化するため、従来に比べて、ユーザが希望
する操作画面を携帯端末７１に効率よく表示させることができる。
【００４８】
　また、ユーザが近距離範囲にいるとき、近距離範囲に関連付けられた特定の操作画面を
携帯端末７１に表示させることができるため、ユーザが希望する可能性の高い操作画面を
、ユーザが画面の切り替えをすることなく表示させることができる。
【００４９】
　さらに、セキュア印刷に係る画像データが画像データ記憶部６４に記憶されているユー
ザが近距離範囲にいるとき、操作パネル７５に認証用ＵＩが表示されるため、ユーザが認
証処理を素早く開始することができる。
【００５０】
　加えて、ユーザが近距離範囲にいるとき、現在の時点から過去に遡って最も近く、最後
に送信した印刷指示が印刷済みになっていれば、操作パネル７５に排出先トレイＵＩが表
示され、どのトレイに用紙が排出されたかを表示させることができるため、ユーザが印刷
済みの用紙を素早く回収することができる。
【００５１】
　また、ユーザが遠距離範囲にいるとき、操作パネル７５に印刷指示用ＵＩが表示される
ため、近距離範囲に関係するＵＩの表示が抑制され、印刷指示を素早く行うことができる
。
【００５２】
　さらに、管理者登録されたユーザが近距離範囲にいるとき、操作パネル７５に管理者用
ＵＩが表示されるため、管理作業を素早く開始することができる。
【００５３】
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　加えて、ユーザが近距離範囲に移動したとき、プリンタ１のスリープモードが解除され
るため、印刷を素早く行うことができる。
【００５４】
　また、プリンタ１が複数の携帯端末７１からの印刷指令を受信しているとき、検出距離
が短い順に各携帯端末７１からの印刷指令に係る印刷を実行するため、ユーザの待機時間
を短くすることができる。
【００５５】
　図７を参照しつつ第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と実質的に同様
な部材及び機能部については同一の符号を付して説明を省略する。図７に示すように、プ
リンタ２０１の制御装置２１６は、通信部６１と、認証要否判断部６２と、認証判断部６
３と、画像データ記憶部６４と、制御部２６５と、電力制御部６７と、距離検出部２７３
と、操作画面記憶部２７６とを有している。
【００５６】
　距離検出部２７３は、携帯端末から送信された無線信号を通信部６１が受信したとき、
通信部６１が受信した無線信号の信号強度を解析することにより当該携帯端末との距離を
検出する。距離検出部２７３は、携帯端末から一定時間毎に送信された無線信号を受信す
る度に携帯端末との距離を検出する。また、距離検出部２７３は、検出距離を検出距離記
憶部６５ａに記憶させる。なお、距離検出部２７３で検出した当該距離について、プリン
タ２０１の制御装置２１６は通信部６１を介して、携帯端末に送信する。
【００５７】
　操作画面記憶部２７６は、第１実施形態の操作画面記憶部７６と実質的に同様であり、
印刷指示用ＵＩ、認証用ＵＩ、排出先トレイＵＩ、管理者用ＵＩ及び設定用ＵＩを記憶し
ている。
【００５８】
　制御部１６５は、距離検出部２７３が距離を検出したとき、検出距離と所定距離との大
小比較に基づき、当該携帯端末７１がプリンタ１に関して近距離範囲（最短距離範囲）に
あるか遠距離範囲にあるかを判断する。そして、制御部１６５は、近距離範囲にあると判
断すれば近距離範囲に関連付けられた４つの操作画面のうち情況に応じた１つの操作画面
を、遠距離範囲にあると判断すれば遠距離範囲に関連付けられた印刷指示用の操作画面を
通信部６１から当該携帯端末に送信する。当該携帯端末は受信した操作画面を操作パネル
７５に表示させる。
【００５９】
　以上のように、本実施形態のプリンタ１によると、プリンタ１からの距離に応じて携帯
端末７１に表示される操作画面が変化するため、従来に比べて、ユーザが希望する操作画
面を携帯端末７１に効率よく表示させることができる。
【００６０】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限られ
るものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なものである
。上述の実施形態においては、各携帯端末又はプリンタ１のどちらかが距離検出部を有す
る構成であるが、プリンタ１及び携帯端末７１のそれぞれが独立して当該距離を検出する
構成であってもよい。
【００６１】
　さらに、上述の第１及び第２実施形態においては、複数種類の操作画面が遠距離範囲及
び近距離範囲のいずれかに関連付けられる構成であるが、各操作画面が連続するように決
定された３つ以上の距離範囲の少なくともいずれかに関連付けられる構成であってもよい
。その場合に、携帯端末７１がプリンタ１に関して最も近い近距離範囲（最短距離範囲）
において、近距離範囲に関連付けられた４つの操作画面のうち情況に応じた１つの操作画
面を表示させるようにしてもよい。さらにこの場合に、携帯端末７１がプリンタ１に関し
て最も遠い遠距離範囲において近距離範囲に関連付けられた４つの操作画面のいずれも表
示させないのであれば、携帯端末７１がプリンタ１に関して最も近い近距離範囲に連続す
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る距離範囲を近距離範囲に含めて、当該距離範囲において近距離範囲に関連付けられた４
つの操作画面のうち情況に応じた１つの操作画面を表示させるようにしてもよい。さらに
、携帯端末７１がプリンタ１に関して最も近い近距離範囲から連続する複数の範囲を近距
離範囲に含めて、同様の表示を行うようにしてもよい。
【００６２】
　また、上述の第１及び第２実施形態においては、操作画面として印刷指示用ＵＩ、認証
用ＵＩ、排出先トレイＵＩ、管理者用ＵＩ、及び、設定用ＵＩが表示される構成について
説明したが、これらは操作画面の例示であり、携帯端末にこれらの一部のみが表示される
構成であってもよい。この場合、通常は隠されているＵＩが携帯端末の一部に表示される
ことで、ユーザが画面切り替えをすることなく、操作をすることが可能となる。また、他
の操作画面が表示される構成であってもよい。また、各操作画面と距離範囲との関連付け
も任意に決定されてよい。例えば、印刷指示用ＵＩの替りに設定用ＵＩが遠距離範囲に関
連付けられてもよいし、両者が共に遠距離範囲に関連付けられてもよい。
【００６３】
　さらに、上述の第１及び第２実施形態においては、プリンタ１は印刷機能のみを有する
構成であるが、プリンタが複写機構を有していてもよい。この場合、近距離範囲において
複写機構に関する操作画面が携帯端末に表示されることが好ましい。これによると、複写
機構に関する操作は複写機の元で行われるため、ユーザが複写機構に関する操作を素早く
開始することができる。
【００６４】
　加えて、上述の第１実施形態においては、プリンタ１が複数の携帯端末７１からの印刷
指令を受信しているとき、検出距離が短い順に各携帯端末７１からの印刷指令に係る印刷
を実行する構成であるが、印刷順はこれに限られない。例えば、印刷指令の受信順に印刷
を実行する構成であってもよい。
【００６５】
　また、上述の第１実施形態においては、セキュア印刷を行う際、近距離範囲に他の携帯
端末７１が存在していれば、近距離範囲に他の携帯端末７１が存在しなくなるまで待機す
る構成であるが、近距離範囲に他の携帯端末７１が存在している状態でセキュア印刷を行
う構成であってもよい。また、この場合に、ユーザにセキュア印刷の実行を確認してから
セキュア印刷を実行してもよい。近距離範囲に他の携帯端末７１が存在しているとセキュ
ア印刷の機密性が損なわれる可能性があるが、セキュア印刷を実行するユーザがプリンタ
１の前で待たされることにもなるので、ユーザの利便性を担保するものである。
【００６６】
　また、上述の第１及び第２実施形態においては、携帯端末７１とプリンタ１（２０１）
間の距離を無線信号の信号強度を解析することで検出しているが、他の方法、例えばＧＰ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて位置を特定し、位
置情報から携帯端末７１とプリンタ１（２０１）間の距離を検出するようにしてもよい。
【００６７】
　本発明は、プリンタに限定されず、ファクシミリやコピー機などにも適用可能である。
【符号の説明】
【００６８】
１     プリンタ
２     記録ヘッド
１６   制御装置
４２   操作パネル
４５   排出機構
６１   通信部
６２   認証要否判断部
６３   認証判断部
６４   画像データ記憶部
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６５   印刷制御部
６５ａ 検出距離記憶部
６７   電力制御部
７０   プリントシステム
７１   携帯端末
７２   通信部
７３   距離検出部
７４   制御部
７５   操作パネル
７６   操作画面記憶部

【図１】 【図２】
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