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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装置と接続して情報を送受信し、
前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置とを含む情報
処理システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　ワンタイムパスワードを生成する生成手段と、
　該生成手段が生成したワンタイムパスワードを出力する出力手段と、
　前記生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき、前記通信装置からの通信接続
の認証処理を行なう認証手段と、
　認証後に前記通信装置から送信される情報を受信する手段と、
　前記通信装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間
に制限する制限手段と
　を備え、
　前記通信装置は、
　前記ワンタイムパスワードを取得する手段と、
　取得したワンタイムパスワードに基づき前記情報処理装置へ接続する手段と、
　接続中に前記情報処理装置へ情報を送信する手段と
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
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　前記情報は、画像データであり、
　前記所定の処理は、印刷出力であること
　を特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記情報は、画像データであり、
　前記所定の処理は、画像読取及び画像データの送信であること
　を特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　無線通信の無効化／有効化を制御する制御手段を備え、
　該制御手段により無線通信を有効化した場合に、前記出力手段によりワンタイムパスワ
ードを出力するようにしてあり、
　前記制御手段は、前記所定の処理の開始後又は完了後に、前記無線通信を無効化するよ
うにしてあること
　を特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記認証手段は、前記生成手段が生成した一のワンタイムパスワードに対し、一の通信
端末装置からの通信接続のみ認証するようにしてあり、
　前記一の通信装置と接続している間は、他の通信装置との通信接続を禁止する手段を備
えること
　を特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の情報処理システム。
【請求項６】
　無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装置と接続して情報を送受信し、
前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置とを含む情報
処理システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　前記通信装置からの通信接続に係る所定のパスワードに基づき、前記通信装置からの通
信接続に対して認証処理を行なう第１認証手段と、
　前記通信装置からの情報受信に係るワンタイムパスワードを生成する生成手段と、
　該生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき、前記所定の処理を行なうための
前記通信装置からの情報受信可否に対する認証処理を行なう第２認証手段と、
　前記所定のパスワード及び前記ワンタイムパスワードを出力する出力手段と、
　第２認証手段による認証後に前記通信装置から送信される情報を受信する手段と、
　前記通信装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間
に制限する制限手段と
　を備え、
　前記通信装置は、
　前記所定のパスワードを取得する手段と、
　取得した前記所定のパスワードに基づき前記情報処理装置へ接続する手段と、
　前記ワンタイムパスワードを取得する手段と、
　接続中に取得した前記ワンタイムパスワードを前記情報処理装置へ送信する手段と、
　前記ワンタイムパスワードに基づく認証がされた場合に、情報を送信する手段と
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項７】
　無線通信により外部装置と接続し、情報を送受信し、前記外部装置から受信する情報に
対する所定の処理を行なう情報処理装置において、
　ワンタイムパスワードを生成する手段と、
　該手段が生成したワンタイムパスワードを出力する手段と、
　生成したワンタイムパスワードに基づき、外部装置からの通信接続に対して認証処理を
行なう手段と、
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　認証後に前記外部装置から送信される情報を受信する手段と、
　前記外部装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間
に制限する制限手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　無線通信により外部装置と接続し、情報を送受信し、前記外部装置から受信する情報に
対する所定の処理を行なう情報処理装置において、
　通信接続に係る所定のパスワードに基づき、外部装置からの通信接続に対して認証処理
を行なう第１認証手段と、
　前記外部装置からの情報受信に係るワンタイムパスワードを生成する生成手段と、
　前記生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき、前記所定の処理を行なうため
の前記外部装置からの情報受信可否に対する認証処理を行なう第２認証手段と、
　前記所定のパスワード及び前記ワンタイムパスワードを出力する出力手段と、
　第２認証手段による認証後に前記外部装置から送信される情報を受信する手段と、
　前記外部装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間
に制限する制限手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装置と接続して情報を送受信し、
前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置とを含む情報
処理システムにおける前記通信装置と情報処理装置との間の通信接続方法において、
　前記情報処理装置は、
　ワンタイムパスワードを生成し、
　生成したワンタイムパスワードを出力し、
　前記通信装置は、
　出力されたワンタイムパスワードを取得し、
　取得したワンタイムパスワードに基づき、前記情報処理装置へ接続を試み、
　前記情報処理装置は、生成したワンタイムパスワードに基づき、前記通信装置からの通
信接続の認証処理を行ない、
　前記通信装置は、前記通信接続が認証された場合、前記情報処理装置へ情報を送信し、
　前記情報処理装置は、認証後に前記通信装置から送信される情報を受信し、
　前記情報処理装置は、前記通信装置との通信接続を、受信した情報に対する前記所定の
処理の開始又は完了のタイミングに係る期間に制限する
　ことを特徴とする通信接続方法。
【請求項１０】
　無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装置と接続して情報を送受信し、
前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置とを含む情報
処理システムにおける前記通信装置と情報処理装置との間の通信接続方法において、
　前記情報処理装置は、
　通信接続に係る所定のパスワードを出力し、
　前記通信装置は、
　出力された前記所定のパスワードを取得し、
　取得した前記所定のパスワードに基づき、前記情報処理装置へ接続を試み、
　前記情報処理装置は、
　前記所定のパスワードに基づき、前記通信装置からの通信接続の認証処理を行ない、
　前記通信接続を認証した場合、前記通信装置からの情報受信に係るワンタイムパスワー
ドを生成し、
　生成したワンタイムパスワードを出力し、
　前記通信装置は、
　前記ワンタイムパスワードを取得し、
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　接続中に取得した前記ワンタイムパスワードを前記情報処理装置へ送信し、
　前記情報処理装置は、前記ワンタイムパスワードに基づき、前記所定の処理を行なうた
めの前記通信装置からの情報受信可否に対する認証処理を行ない、
　前記通信装置は、認証された場合に、情報を送信し、
　前記情報処理装置は、前記ワンタイムパスワードに基づき認証した場合、認証後に前記
通信装置から送信される情報を受信し、
　前記通信装置との通信接続を、受信した情報に対する前記所定の処理の開始又は完了の
タイミングに係る期間に制限する
　ことを特徴とする通信接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置と情報処理装置とが、無線通信により情報を送受信する情報処理シ
ステムに関する。特に、通信装置における操作を簡易化し、且つ接続のセキュリティを確
保することができる情報処理システム、該情報処理システムを構成する情報処理装置、及
び通信装置と情報処理装置との間の通信接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所謂スマートフォンと呼ばれる可搬型の通信端末装置が広く普及している。この手の通
信端末装置は、カメラ、ゲーム、及びメディアプレーヤーなどの機能に加え、種々のアプ
リケーションを追加して多様な機能を持たせることができるなど利便性が高い。
【０００３】
　昨今では、無線通信機能を有する印刷出力装置（プリンタ）が接続されているネットワ
ークに、通信端末装置が無線通信により接続し、通信端末装置が印刷出力装置との間で情
報を送受信する技術が普及している。なかでも、カメラ機能を有する通信端末装置から無
線通信により、ネットワーク内の印刷出力装置へ画像データを送信し、記憶媒体、ＵＳＢ
ケーブル、又はパーソナルコンピュータ等を介さずに印刷出力装置にて直接的に印刷出力
することが可能なシステムが実現されている。
【０００４】
　このように通信端末装置から無線通信により、印刷出力装置へ直接的に画像データを送
信して印刷出力することが可能なシステムが実現されていることから、複合機などの印刷
出力装置を不特定のユーザが利用できるように公共の場に設置し、カメラ機能を有する通
信端末装置で撮影した画像を印刷出力するサービスがある。このようなサービスでは、通
信端末装置と、印刷出力装置との間は、パスワードなしに、ネットワーク名（ＳＳＩＤ：
Service Set Identifier）のみで接続する方法が採用されているものがある。
【０００５】
　特許文献１には、無線通信機器（子機）とアクセスポイント（親機）との間の接続のセ
キュリティに関する技術が開示されている。特許文献１では、設定用のワンタイムパスワ
ードをアクセスポイント側で生成し、ユーザが、生成されたワンタイムパスワードを無線
通信機器に入力し、無線通信機器及びアクセスポイント双方にて、ワンタイムパスワード
を元に設定用のＳＳＩＤ及びパスワードを生成してこれにより設定用の接続を行ない、設
定用の接続中にデータ通信用のＳＳＩＤ及びパスワードを交換し、以後、自動的にデータ
通信用の接続を行なう方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１９１４０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　印刷出力装置を公共の場に設置し、カメラ機能を有する通信端末装置で撮影した画像の
画像データを無線通信により送信して印刷出力するサービスでは、他の機器からの傍受を
防ぐため、データ通信の暗号化が必要である。また、一の通信端末装置が印刷出力装置と
通信することができる間に、他の通信端末装置も印刷出力装置に接続できる構成ではセキ
ュリティ上の問題がある。
【０００８】
　特許文献１に開示されている方法では、セキュリティは考慮されているが、設定用の接
続を行なう際に、生成されたワンタイムパスワードを、ユーザが子機へ入力するという操
作が必要である。更に、設定用の接続のためのＳＳＩＤ及びパスワードを生成する機能を
持つ通信機器間でしか設定及び通信を行なうことができない。特許文献１では、固定的に
設置される特定の通信機器間での通信設定を考慮しており、一度操作をすればよいからで
問題がないのである。不特定の通信端末装置と印刷出力装置との通信に適用した場合、通
信端末装置と印刷出力装置とがデータ通信用のＳＳＩＤ及びパスワードを記憶して以後、
自動的に通信を行なう構成では、一度利用した印刷出力装置に近づく都度、通信端末装置
が印刷出力装置と通信を行なう事態が発生し、問題である。
【０００９】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、不特定の通信装置からの接続を考慮
した場合に、通信装置における操作を簡易化しつつ、通信のセキュリティを確保すること
ができる情報処理システム、該情報処理システムを構成する情報処理装置、及び通信装置
と情報処理装置との間の通信接続方法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】
【００１０】
　本発明に係る情報処理システムは、無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通
信装置と接続して情報を送受信し、前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理
を行なう情報処理装置とを含む情報処理システムにおいて、前記情報処理装置は、ワンタ
イムパスワードを生成する生成手段と、該生成手段が生成したワンタイムパスワードを出
力する出力手段と、前記生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき、前記通信装
置からの通信接続の認証処理を行なう認証手段と、認証後に前記通信装置から送信される
情報を受信する手段と、前記通信装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了の
タイミングに係る期間に制限する制限手段とを備え、前記通信装置は、前記ワンタイムパ
スワードを取得する手段と、取得したワンタイムパスワードに基づき前記情報処理装置へ
接続する手段と、接続中に前記情報処理装置へ情報を送信する手段とを備えることを特徴
とする。
【００１１】
　本発明に係る情報処理システムは、前記情報は、画像データであり、前記所定の処理は
、印刷出力であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る情報処理システムは、前記情報は、画像データであり、前記所定の処理は
、画像読取及び画像データの送信であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る情報処理システムは、前記情報処理装置は、無線通信の無効化／有効化を
制御する制御手段を備え、該制御手段により無線通信を有効化した場合に、前記出力手段
によりワンタイムパスワードを出力するようにしてあり、前記制御手段は、前記所定の処
理の開始後又は完了後に、前記無線通信を無効化するようにしてあることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る情報処理システムは、前記認証手段は、前記生成手段が生成した一のワン
タイムパスワードに対し、一の通信端末装置からの通信接続のみ認証するようにしてあり
、前記一の通信装置と接続している間は、他の通信装置との通信接続を禁止する手段を備
えることを特徴とする。
【００１５】
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　本発明に係る情報処理システムは、無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通
信装置と接続して情報を送受信し、前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理
を行なう情報処理装置とを含む情報処理システムにおいて、前記情報処理装置は、前記通
信装置からの通信接続に係る所定のパスワードに基づき、前記通信装置からの通信接続に
対して認証処理を行なう第１認証手段と、前記通信装置からの情報受信に係るワンタイム
パスワードを生成する生成手段と、該生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき
、前記所定の処理を行なうための前記通信装置からの情報受信可否に対する認証処理を行
なう第２認証手段と、前記所定のパスワード及び前記ワンタイムパスワードを出力する出
力手段と、第２認証手段による認証後に前記通信装置から送信される情報を受信する手段
と、前記通信装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期
間に制限する制限手段とを備え、前記通信装置は、前記所定のパスワードを取得する手段
と、取得した前記所定のパスワードに基づき前記情報処理装置へ接続する手段と、前記ワ
ンタイムパスワードを取得する手段と、接続中に取得した前記ワンタイムパスワードを前
記情報処理装置へ送信する手段と、前記ワンタイムパスワードに基づく認証がされた場合
に、情報を送信する手段とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る情報処理装置は、無線通信により外部装置と接続し、情報を送受信し、前
記外部装置から受信する情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置において、ワンタ
イムパスワードを生成する手段と、該手段が生成したワンタイムパスワードを出力する手
段と、生成したワンタイムパスワードに基づき、外部装置からの通信接続に対して認証処
理を行なう手段と、認証後に前記外部装置から送信される情報を受信する手段と、前記外
部装置との通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間に制限す
る制限手段とを備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る情報処理装置は、無線通信により外部装置と接続し、情報を送受信し、前
記外部装置から受信する情報に対する所定の処理を行なう情報処理装置において、通信接
続に係る所定のパスワードに基づき、外部装置からの通信接続に対して認証処理を行なう
第１認証手段と、前記外部装置からの情報受信に係るワンタイムパスワードを生成する生
成手段と、前記生成手段が生成したワンタイムパスワードに基づき、前記所定の処理を行
なうための前記外部装置からの情報受信可否に対する認証処理を行なう第２認証手段と、
　前記所定のパスワード及び前記ワンタイムパスワードを出力する出力手段と、第２認証
手段による認証後に前記外部装置から送信される情報を受信する手段と、前記外部装置と
の通信接続を、前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間に制限する制限手
段とを備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る通信接続方法は、無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装
置と接続して情報を送受信し、前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行
なう情報処理装置とを含む情報処理システムにおける前記通信装置と情報処理装置との間
の通信接続方法において、前記情報処理装置は、ワンタイムパスワードを生成し、生成し
たワンタイムパスワードを出力し、前記通信装置は、出力されたワンタイムパスワードを
取得し、取得したワンタイムパスワードに基づき、前記情報処理装置へ接続を試み、前記
情報処理装置は、生成したワンタイムパスワードに基づき、前記通信装置からの通信接続
の認証処理を行ない、前記通信装置は、前記通信接続が認証された場合、前記情報処理装
置へ情報を送信し、前記情報処理装置は、認証後に前記通信装置から送信される情報を受
信し、前記情報処理装置は、前記通信装置との通信接続を、受信した情報に対する前記所
定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間に制限することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る通信接続方法は、無線通信により情報を送受信する通信装置と、該通信装
置と接続して情報を送受信し、前記通信装置から送信される情報に対する所定の処理を行
なう情報処理装置とを含む情報処理システムにおける前記通信装置と情報処理装置との間
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の通信接続方法において、前記情報処理装置は、通信接続に係る所定のパスワードを出力
し、前記通信装置は、出力された前記所定のパスワードを取得し、取得した前記所定のパ
スワードに基づき、前記情報処理装置へ接続を試み、前記情報処理装置は、前記所定のパ
スワードに基づき、前記通信装置からの通信接続の認証処理を行ない、前記通信接続を認
証した場合、前記通信装置からの情報受信に係るワンタイムパスワードを生成し、生成し
たワンタイムパスワードを出力し、前記通信装置は、前記ワンタイムパスワードを取得し
、接続中に取得した前記ワンタイムパスワードを前記情報処理装置へ送信し、前記情報処
理装置は、前記ワンタイムパスワードに基づき、前記所定の処理を行なうための前記通信
装置からの情報受信可否に対する認証処理を行ない、前記通信装置は、認証された場合に
、情報を送信し、前記情報処理装置は、前記ワンタイムパスワードに基づき認証した場合
、認証後に前記通信装置から送信される情報を受信し、前記通信装置との通信接続を、受
信した情報に対する前記所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間に制限するこ
とを特徴とする。
【００２０】
　本発明では、通信装置からの接続に対し、情報処理装置にてその都度に異なるワンタイ
ムパスワードが生成され、生成されたワンタイムパスワードが通信装置から送信される場
合のみ、その通信装置からの接続が可能である。更に、当該ワンパスワードに基づく通信
装置と情報処理装置との通信接続は、通信装置から送信された情報に基づく情報処理装置
における所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間のみに制限される。即ち、情
報処理装置にて通信装置からの接続に対して生成されるワンタイムパスワードは、有効期
間が所定の処理の開始又は完了までの情報の送受信時に限られたパスワードである。
【００２１】
　本発明では、通信装置から送信され、情報処理装置にて受信する情報は画像データであ
って、情報処理装置にて行なわれる所定の処理は印刷出力である。つまり、通信装置から
画像データを情報処理装置へ送信して印刷出力を行なうための通信接続が、情報処理装置
にて生成されて有効期間が印刷出力の開始又は完了などの印刷処理に係る期間に限られる
ワンタイムパスワードによって制限される。
【００２２】
　本発明では、通信装置から送信され、情報処理装置にて受信する情報は画像データであ
って、情報処理装置にて行なわれる所定の処理は画像読取及び画像データの送信である。
つまり、情報処理装置にて原稿から画像を読み取って作成した画像データを通信装置へ送
信するための通信接続が、情報処理装置にて生成されて有効期間が読取開始又は送信完了
などの画像読取処理及び送信処理に係る期間に限られるワンタイムパスワードによって制
限される。
【００２３】
　本発明では、情報処理装置における無線通信の無効状態／有効状態の切り替えが可能で
あり、無線通信が有効化された場合に、パスワードが出力され、出力されたパスワードに
基づく無線通信による接続が可能となり、通信装置からの情報が情報処理装置にて受信さ
れる。情報処理装置では受信した情報に基づく所定の処理が開始した後又は完了後に、無
線通信が無効化され、有効化されるまでは通信装置との接続は不可能となる。つまり、情
報処理装置との無線通信による接続が可能な期間が制限される。
【００２４】
　本発明では、生成されたワンタイムパスワードに基づき通信装置と情報処理装置とが通
信接続している間は、他の通信装置からの接続は排除される。つまり、本発明の情報処理
装置では同時的に複数の通信装置との無線通信は行なわれない。
【００２５】
　本発明では、通信装置からの接続に対し所定のパスワードが出力され、該所定のパスワ
ードが通信装置から送信される場合のみ、その通信装置からの接続が可能である。また、
通信装置から送信される情報の受信の可否に対し、ワンタイムパスワードが生成され、生
成されたワンタイムパスワードが通信装置から送信される場合のみ、その通信装置から送
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信される情報が、情報処理装置にて受信される。更に、当該所定のパスワード及びワンタ
イムパスワードに基づく通信接続及び情報の送受信は、通信装置から送信された情報に基
づく情報処理装置における所定の処理の開始又は完了のタイミングに係る期間のみに限定
される。即ち、情報処理装置にて通信装置からの情報の受信に対して生成されるワンタイ
ムパスワードは、所定の処理の監視又は完了までの情報の送受信時に限られたパスワード
である。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明による場合、通信装置からの情報処理装置への接続又は情報の送受信はワンタイ
ムパスワードにて制限される。したがって、一度接続に成功した通信装置であっても、再
度接続を試みる場合には改めてパスワードを取得する必要がある。また、本発明では、接
続が認証されても通信接続の期間が所定の処理の開始又は完了などのタイミングに基づく
期間に制限される。これにより、情報処理装置を公共の場に設置するなどした構成であっ
ても、複数の通信装置から自動的に接続されたりすることを防ぐことができ、セキュリテ
ィを確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態１のプリントサービスシステムの構成を模式的に示す模式図である。
【図２】実施の形態１のプリントサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１における複合機にてプリントサービスを実行する際の処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図４】複合機の表示部に表示される初期画面の画面例を示す説明図である。
【図５】記憶媒体選択画面の画面例を示す説明図である。
【図６】複合機の表示部に表示される接続情報の例を示す説明図である。
【図７】実施の形態１における通信端末装置にてプリントサービスを利用する際の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【図８】通信端末装置にて表示部に表示される無線通信機器のリストの例を示す説明図で
ある。
【図９】通信端末装置にて表示部に表示されるパスワード入力画面の例を示す説明図であ
る。
【図１０】実施の形態２における複合機にてプリントサービスを実行する際の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１１】実施の形態３における複合機にて画像送信サービスを実行する際の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１２】実施の形態３における通信端末装置にてスキャン送信サービスを利用する際の
処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】実施の形態４のプリントサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【図１４】実施の形態４における複合機にてプリントサービスを実行する際の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態４における複合機の表示部に表示される接続情報の例を示す説明図
である。
【図１６】実施の形態４における複合機の表示部に表示される送信パスワードの例を示す
説明図である。
【図１７】実施の形態４における通信端末装置にてプリントサービスを利用する際の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図１８】実施の形態４における通信端末装置にて表示部に表示されるパスワード入力画
面の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
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【００２９】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、本発明を、カメラ機能及び撮像した画像データを無線通信により送
信する機能を有する通信端末装置と、通信端末装置から送信される画像データを受信して
印刷出力する複合機とからなるプリントサービスシステムに適用した例を挙げて説明する
。
【００３０】
　図１は、実施の形態１のプリントサービスシステムの構成を模式的に示す模式図であり
、図２は、実施の形態１のプリントサービスシステムの構成を示すブロック図である。プ
リントサービスシステムは、コンビニエンスストアなどの店舗、又は、図書館などの公共
施設など、不特定のユーザが利用できる場所に設置された複合機１と、不特定のユーザが
所持する通信端末装置２とを含む。複合機１は、無線通信の有効エリア内に存在する通信
端末装置２と通信接続することができる。このようなシステムにより、ユーザは通信端末
装置２が備えるカメラ機能にて撮像した画像データを無線通信により複合機１へ送信し、
複合機１にて印刷出力する。店舗又は公共施設では、印刷出力の処理に対する課金を管理
し、プリントサービスを実現する。
【００３１】
　本発明では、不特定の複数のユーザが夫々通信端末装置２を携帯し、複合機１の無線通
信の有効エリア内に進入する場合に、複合機１におけるセキュリティを確保するものであ
る。
【００３２】
　複合機１は、印刷出力機能（プリンタ）、読取機能（スキャナ）、ファクシミリ機能等
を備えて画像データに対する処理を行なう情報処理装置である。複合機１は、各構成部を
制御する制御部１０と、タッチパネル及びＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を用いた入
出力部１１と、各種情報を記憶する記憶部１２と、通信端末装置２との通信を実現する通
信部１３と、パスワードを生成するパスワード生成部１４と、印刷出力機能を実現する画
像形成部１５とを備える。複合機１は、そのほかに、読取機能を実現するための画像読取
部、及び電話網を介してファクシミリ通信を行なうためのファクシミリ通信部等、多数の
機能を実現するための構成部を有するが、ここでは図示及び詳細な説明を省略する。
【００３３】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit ）を用い、内蔵するＲＯＭ（Read O
nly Memory）に記憶されている制御プログラムに基づき、各構成部を制御する。
【００３４】
　入出力部１１は、ＬＣＤを用いて情報を出力する表示部１１ａと、ＬＣＤ上に設けられ
たタッチパネルを用いてユーザの操作によって入力される情報を取得する操作部１１ｂと
を含む。操作部１１ｂは、タッチパネルのみならず、表示部１１ａに隣接して設けられる
ハードウェアキーを用いてもよい。各種アイコン又はボタンを表示している表示部１１ａ
に対し、ユーザが触れたタッチパネル上の位置を操作部１１ｂが検知し、ユーザが触れた
位置情報と表示部１１ａにて表示されているアイコン又はボタンの位置情報とに基づき、
制御部１０は、いずれのアイコン又はボタンがタッチされたかを特定することが可能であ
る。また制御部１０は、いずれのハードウェアキーが押下されたかを、操作部１１ｂから
通知される情報に基づいて特定することが可能である。
【００３５】
　記憶部１２は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）又はＳＳＤ（Solid State Drive）を用いる
。記憶部１２には、複合機１のＳＳＩＤが記憶されており、制御部１０から読み出し可能
である。また、記憶部１２は、通信端末装置２から受信した画像データを記憶してもよい
。
【００３６】
　通信部１３は、無線通信機能を実現する。通信部１３は、通信端末装置２との間で無線
通信によりデータを送受信することが可能である。なお通信部１３は、アクセスポイント
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の機能、即ち無線ＬＡＮにおける親機の機能を有し、後述するパスワードによる認証処理
を実行するようにしてある。なお、通信部１３は、アドホックモードにて１台の通信端末
装置２と接続し、同時的に複数の通信端末装置２と通信接続することはできないようにし
てもよい。また、施設内に配備された局所的なネットワークのアクセスポイントを経由し
て接続する方法であってもよい。
【００３７】
　パスワード生成部１４は、制御部１０からの指示に基づき、無線接続のためのワンタイ
ムパスワードを生成する。パスワード生成部１４がワンタイムパスワードを生成する方法
は例えば、ランダムに生成される乱数を元に５桁の英数字を作成する方法である。ワンタ
イムパスワードの生成方法はこの方法に限定されず、公知の方法を含む多様な方法にて実
現可能である。
【００３８】
　画像形成部１５は、プリンタユニットを用いる。プリンタユニットは、複合機１の本体
内部に、スキャナユニットの下側に配置される。プリンタユニットは、制御部１０から与
えられた画像データに基づいてトナー像を生成し、トナー像を用紙上に転写することによ
って画像形成を行なう。
【００３９】
　通信端末装置２は、所謂スマートフォンと呼ばれる携帯電話機である。通信端末装置２
は、タブレット型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）であってもよい。通信端末装置２は、
各構成部を制御する制御部２０と、タッチパネルを用いた入出力部２１と、各種情報を記
憶する記憶部２２と、複合機１と通信を実現する通信部２３とを備える。
【００４０】
　制御部２０は、ＣＰＵを用い、内蔵するＲＯＭに記憶されている制御プログラムに基づ
き、各構成部を制御する。
【００４１】
　入出力部２１は、ＬＣＤを用いて情報を出力する表示部２１ａと、ＬＣＤ上に設けられ
たタッチパネル及びハードウェアキーを用いてユーザの操作によって入力される情報を取
得する操作部２１ｂとを含む。各種アイコン又はボタンを表示している表示部２１ａに対
し、ユーザが触れたタッチパネル上の位置を操作部２１ｂが検知し、ユーザが触れた位置
情報を制御部２０へ通知する。制御部２０は、表示部２１ａにて表示されているアイコン
又はボタンの位置情報に基づき、いずれのアイコン又はボタンがタッチされたかを特定す
ることが可能である。また操作部２１ｂは、ハードウェアキーが押下された場合、いずれ
のキーが押下されたかを特定する情報と共に制御部２０へ通知する。
【００４２】
　記憶部２２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びフラッシュメモリを用いる。複合
機１にて画像データの印刷出力を行なうために用いられるアプリケーションプログラム（
以下、プリントアプリという）が記憶されている。制御部２０は、記憶部２２に記憶され
ているプリントアプリを読み出して実行することにより、後述する複合機１との通信、及
び複合機１への画像データの送信を実現する。
【００４３】
　また、記憶部２２のフラッシュメモリには、図示しないカメラ機能により撮像された画
像の画像データが記憶されている。制御部２０は、後述するように操作部２２ｂにより入
力される情報を記憶部２２のＲＡＭに一時的に記憶するか、又は保存用にフラッシュメモ
リに記憶する。
【００４４】
　通信部２３は、無線通信機能を実現する。制御部２０からの指示に基づき、通信部２３
は複合機１の通信部１３と接続する。制御部２０は、通信部２３により、複合機１との間
でデータを送受信することが可能である。
【００４５】
　このように構成される画像処理システムにて、通信端末装置２が複合機１へ接続し、画
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像データを送信し、複合機１にて印刷出力がされる場合の手順について、フローチャート
及び操作画面例を参照しつつ説明する。
【００４６】
　図３は、実施の形態１における複合機１にてプリントサービスを実行する際の処理手順
の一例を示すフローチャートである。以下に示す処理手順は、後述する図６のフローチャ
ートに示す通信端末装置２における処理手順と対応する。複合機１は、表示部１１ａに初
期画面を表示し、通信部１３による無線通信機能を有効にして待機している状態で、以下
の処理を実行する。
【００４７】
　制御部１０は、表示部１１ａに表示している初期画面にて、操作部１１ｂにて写真プリ
ントサービスが選択され、且つ、画像データの記憶媒体選択画面にて携帯電話機が選択さ
れたか否か、即ち無線プリントサービス開始が指示されているか否かを判断する（ステッ
プＳ１０１）。携帯電話機からの画像データを対象とした写真プリントサービスを、以下
無線プリントサービスという。
【００４８】
　図４は、複合機１の表示部１１ａに表示される初期画面の画面例を示し、図５は、記憶
媒体選択画面の画面例を示す説明図である。図４に示すように、初期画面には、写真プリ
ントサービスを実行するためのアイコン１１０が表示されており、ユーザはタッチするこ
とで写真プリントサービス開始を指示することができる。初期画面には、その他、コピー
を開始するためのアイコン１１１及びファクシミリを含むイメージ送信を開始するための
アイコン１１２などが表示されている。図４の写真プリントサービス開始のアイコン１１
０上のタッチパネルにユーザが触れると、図５の記憶媒体選択画面が表示部１１ａに表示
される。図５に示すように、プリント対象の画像データが保存されている記憶媒体（メデ
ィア）の種類を選択するためのアイコン１２０～１３１が表示されている。ユーザは夫々
をタッチすることで、記憶媒体の種類を選択する。なかでも、アイコン１３０は、無線通
信機能を有する携帯電話機からの画像を対象とするためのアイコンである。ユーザは、ア
イコン１３０をタッチすることにより、無線プリントサービスの開始を指示することがで
きる。
【００４９】
　制御部１０は、無線プリントサービス開始が指示されていないと判断した場合（Ｓ１０
１：ＮＯ）、処理をステップＳ１０１へ戻し、操作部１１ｂにて無線プリントサービス開
始が指示されたと判断するまで待機する。
【００５０】
　制御部１０は、図４におけるアイコン１１０上のタッチパネルにユーザが触れ、更に図
５におけるアイコン１３０上のタッチパネルにユーザが触れたことを操作部１１ｂにて検
知し、無線プリントサービス開始が指示されたと判断した場合（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、パ
スワード生成部１４へワンタイムパスワード生成を指示する（ステップＳ１０２）。制御
部１０は、パスワード生成部１４により生成されたパスワードを取得し（ステップＳ１０
３）、自身のＳＳＩＤを記憶部１２から読み出す（ステップＳ１０４）。そして制御部１
０は、表示部１１ａに、複合機１と接続するための接続情報（ＳＳＩＤ及びワンタイムパ
スワード）を出力して表示させる（ステップＳ１０５）。
【００５１】
　図６は、複合機１の表示部１１ａに表示される接続情報の例を示す説明図である。図６
に示すように、制御部１０の制御によって接続情報表示エリア１１３に、例えばＳＳＩＤ
は「ｖｗｘｙｚ」、ワンタイムパスワードは「１２３４５」と、５桁の英数字が表示され
ている。ユーザは、接続情報表示エリア１１３を視認することにより、これらの情報を認
識することができる。図６におけるＳＳＩＤ及びワンタイムパスワードは例示であって、
他の英数字又は記号等が用いられてもよいことは勿論である。
【００５２】
　図３に戻り説明を続ける。
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　次に制御部１０は、通信部１３により通信端末装置２からの接続がされたか否かを判断
する（ステップＳ１０６）。制御部１０は、接続がされていないと判断した場合（Ｓ１０
６：ＮＯ）、処理をステップＳ１０６へ戻し、接続がされたと判断するまで待機する。
【００５３】
　なお、ステップＳ１０６にて、未接続のまま、パスワードの生成タイミング（Ｓ１０２
）から一定期間を経過した場合は、処理を終了し、ステップＳ１０２にて生成させたパス
ワードによる接続は無効とするようにしてもよい。このとき、図５に示した記憶媒体選択
画面を表示部１１ａに表示した状態に戻る。
【００５４】
　制御部１０は、ステップＳ１０６にて、通信端末装置２から接続がされたと判断した場
合（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、接続の際に送信されたＳＳＩＤ及びパスワードに基づく認証処
理を実行、即ち有効なパスワードであるか否かを判断する（ステップＳ１０７）。制御部
１０は、認証処理の結果、パスワードは有効であって正当であると認証した場合（Ｓ１０
７：ＰＡＳＳ）、画像データを受信したか否かを判断し（ステップＳ１０８）、受信して
いないと判断した場合（Ｓ１０８：ＮＯ）、処理をステップＳ１０８へ戻して受信したと
判断するまで待機する。制御部１０は、ステップＳ１０７における認証処理の結果、パス
ワードは無効であり、不当であると判断した場合（Ｓ１０７：ＦＡＩＬ）、表示部１１ａ
へ認証処理の結果を出力する（ステップＳ１０９）。そして制御部１０は、通信接続を切
断し（ステップＳ１１０）、処理を終了する。このとき、図５に示した記憶媒体選択画面
を表示部１１ａに表示した状態に戻る。この場合、ステップＳ１０２で生成されたパスワ
ードは、処理が終了した時点で無効化されてもよいし、再度認証処理を受け付ける構成と
してもよい。再度認証処理を受け付ける場合、時間及び試行回数の制限を設けることが望
ましい。
【００５５】
　なお、ステップＳ１０７において制御部１０は、同時的に複数の通信端末装置２からの
接続は認証しない。同一のパスワードを用いて夫々接続してきた複数の通信端末装置２が
存在する場合、制御部１０は、最も早く接続してきた通信端末装置２のみ、正当であると
判断する。
【００５６】
　制御部１０は、ステップＳ１０８にて画像データを受信したと判断した場合（Ｓ１０８
：ＹＥＳ）、表示部１１ａに印刷設定画面を出力して表示させ（ステップＳ１１１）、印
刷設定を受け付ける（ステップＳ１１２）。次に制御部１０は、印刷出力開始を指示する
スタートボタンが押下されたか否かを判断する（ステップＳ１１３）。制御部１０は、押
下されていないと判断した場合（Ｓ１１３：ＮＯ）、処理をＳ１１３へ戻して押下される
まで待機する。制御部１０は、押下されたことを検知すると（Ｓ１１３：ＹＥＳ）、次の
印刷出力処理の開始前に、通信端末装置２との通信接続を切断し（ステップＳ１１４）、
ステップＳ１１２にて受け付けた印刷設定、及びステップＳ１０８にて受信した画像デー
タを画像形成部１５へ与え、印刷出力を実行し（ステップＳ１１５）、処理を終了する。
このとき、図５に示した記憶媒体選択画面を表示部１１ａに表示した状態に戻る。ステッ
プＳ１０２で生成されたパスワードは、処理が終了した時点で無効化される。
【００５７】
　なお、ステップＳ１１４における処理は、通信接続を切断するまでもなく、ステップＳ
１１５の印刷出力処理を開始する前までのみ、通信端末装置２との接続を有効にし、再度
接続されたとしても拒絶するようにすればよい。また、印刷出力の開始までのみならず、
印刷出力完了後直ちに、通信接続を複合機１から切断するか、又は印刷出力完了後は、通
信端末装置２からのステップＳ１０２で生成したパスワードを用いた接続を拒絶するよう
にしてもよい。つまり、通信端末装置２との画像データの送受信を完了するまでの期間の
みの接続が有効とされる。
【００５８】
　図７は、実施の形態１における通信端末装置２にてプリントサービスを利用する際の処
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理手順の一例を示すフローチャートである。ユーザの操作により制御部２０がプリントア
プリを読み出して実行した場合に、通信端末装置２は以下の処理を実行する。
【００５９】
　制御部２０は、通信部２３を起動させ、無線通信を有効化する（ステップＳ２０１）。
通信部２３は、無線通信の対象機器を検索し（ステップＳ２０２）、記憶部２２に記憶し
てあるＳＳＩＤ及び検索によって得られた対象機器のＳＳＩＤのリストを出力する（ステ
ップＳ２０３）。制御部２０は、出力したリストから接続する機器の選択を受け付ける（
ステップＳ２０４）。なおステップＳ２０３にて、ユーザからのＳＳＩＤの入力を受け付
けてもよい。
【００６０】
　図８は、通信端末装置２にて表示部２１ａに表示される無線通信機器のリストの例を示
す説明図である。図８に示すように、複合機１及び他の複合機３のＳＳＩＤと、夫々との
通信可否が表示されている。また、各通信機器には接続の対象機器として選択するための
ボタン２１０、「ＯＫ」アイコン２１１及び「ＣＡＮＣＥＬ」アイコン２１２が表示され
ている。ユーザは、接続する複合機１のボタン２１０上のタッチパネルに触れ、「ＯＫ」
アイコン２１１上のタッチパネルに触れることにより、複合機１への接続を指示すること
ができる。制御部２０はこの場合、操作部２１ｂにて複合機１が選択されたこと及び「Ｏ
Ｋ」アイコン２１１上のタッチパネルが触れられたことを検知し、複合機１への接続を試
みる。
【００６１】
　図８に示した無線通信機器のリストから、ユーザによって複合機１が選択されたとし、
図７のフローチャートに戻って、説明を続ける。
　制御部２０は、選択された複合機１へ接続するためのパスワード入力画面を表示部２１
ａへ出力して表示させ（ステップＳ２０５）、パスワード入力画面に対してユーザが入力
するパスワードを、操作部２１ｂによって取得する（ステップＳ２０６）。
【００６２】
　図９は、通信端末装置２にて表示部２１ａに表示されるパスワード入力画面の例を示す
説明図である。図９の例では、接続対象である複合機１のＳＳＩＤが表示されており、図
３のフローチャートにおけるステップＳ１０５にて表示部１１ａに出力されているパスワ
ードの入力を受け付ける受付部２１３が表示されている。ユーザは、複合機１の表示部１
１ａに表示されているワンタイムパスワードを視認し、そのパスワードを受付部２１３に
入力して「ＯＫ」アイコン２１４上のタッチパネルに触れる。これにより、通信端末装置
２はパスワードを取得することができる。
【００６３】
　図７のフローチャートに戻り、説明を続ける。
　制御部２０は、ステップＳ２０６で取得したパスワードに基づき、通信部２３により複
合機１への接続を試みる（ステップＳ２０７）。制御部２０は、接続に成功したか否かを
判断し（ステップＳ２０８）、認証が不当と判断されて失敗した場合（Ｓ２０８：ＮＯ）
、処理を終了する。制御部２０は、接続に成功したと判断した場合（Ｓ２０８：ＹＥＳ）
、記憶部２２のフラッシュメモリに記憶してある印刷対象の画像データを読み出し（ステ
ップＳ２０９）、一覧を表示部２１ａに出力して表示させる（ステップＳ２１０）。
【００６４】
　制御部２０は、表示した画像データの一覧から１又は複数の画像データの選択を受け付
け（ステップＳ２１１）、受け付けた画像データを、接続中の複合機１へ通信部２３によ
り送信し（ステップＳ２１２）、処理を終了する。
【００６５】
　ステップＳ２１２の後は、複合機１により、接続が切断されており、通信端末装置２は
複合機１との間で画像データの送受信を行なうことはできない。
【００６６】
　図３及び図７のフローチャートに示した処理手順により、複合機１に対する接続のセキ
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ュリティが確保される。ステップＳ１０２で生成されるパスワードはワンタイムパスワー
ドであり、ステップＳ１１２にて、印刷出力の前後のタイミングにて通信接続を切断する
などして接続を制限しているため、以後、通信端末装置２から同一のパスワードを用いて
接続を試みても、複合機１の制御部１０は、認証処理（Ｓ１０７）にて正当であると認証
しない。これにより、不特定の通信端末装置２と接続して印刷出力をする構成としても、
セキュリティが確保される。ユーザは複合機１にてパスワードを生成するための操作を実
行し、通信端末装置２にて生成されたパスワードを入力し、印刷する画像データを選択す
るという簡易な操作で、安全にプリントサービスを実施することが可能である。
【００６７】
　なお、図４～図６、図８、及び図９に示した画面例は、あくまで一例であって、他の画
面構成にて実現されてもよいことは勿論である。例えば、図４及び図５の例では、初期画
面から直接的に無線プリントサービスの開始が指示できる構成であってもよいし、更に他
の画面を介して無線プリントサービスの開始が指示できる構成であったもよい。複合機１
が携帯電話機を自動的に認識し、無線プリントサービスの開始指示ボタンのみを表示する
画面を表示する構成としてもよい。
【００６８】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、複合機１の通信部１３は、常時的に無線通信が可能である。これに
対し、実施の形態２では、複合機１の通信部１３による無線通信機能の期間を制限する。
【００６９】
　実施の形態２におけるプリントサービスシステムの構成は、後述する複合機１における
詳細な処理手順以外は、実施の形態１における構成と同様である。したがって、実施の形
態１と共通する構成には同一の符号を付し、夫々の詳細な説明を省略する。
【００７０】
　実施の形態２では、複合機１の通信部１３による無線通信機能は、制御部１０から有効
化／無効化を制御することが可能である。基本的には、通信部１３による無線通信機能は
無効化されており、ユーザが複合機１を利用を開始し、操作部１１ｂにて無線プリントサ
ービスの開始を指示した場合に、印刷出力を開始するまでの間、即ち通信端末装置２との
画像データの送受信を完了するまでの期間のみ、無線通信機能を有効化する。
　通信端末装置２における処理は同様であるから、詳細な説明は省略する。
　以下に、実施の形態２における処理手順の詳細を説明する。
【００７１】
　図１０は、実施の形態２における複合機１にてプリントサービスを実行する際の処理手
順の一例を示すフローチャートである。以下に示す処理手順の内、実施の形態１における
図３のフローチャートに示した処理手順と共通する処理手順には、同一のステップ番号を
付し、詳細な説明を省略する。実施の形態２における複合機１は、表示部１１ａに初期画
面を表示し、通信部１３による無線通信機能を無効化して待機している状態で、以下の処
理を実行する。
【００７２】
　実施の形態２では、制御部１０は、表示部１１ａに表示している初期画面及び記憶媒体
選択画面上での操作により、無線プリントサービス開始が指示されたと判断した場合（Ｓ
１０１：ＹＥＳ）、通信部１３による無線通信機能を有効化し（ステップＳ３０１）、パ
スワード生成部１４へワンタイムパスワード生成を指示する（Ｓ１０２）。なお制御部１
０は、ステップＳ１０２～Ｓ１０４の処理を行なってから、無線通信機能を有効化しても
よい。
【００７３】
　そして実施の形態２では制御部１０は、印刷設定を受け付け（Ｓ１１２）、次の印刷出
力処理の開始前に、印刷出力開始のスタートボタンが押下されたことを検知した場合（Ｓ
１１３：ＹＥＳ）、通信端末装置２との通信接続を切断した後（Ｓ１１４）、通信部１３
における無線通信機能を無効化する（ステップＳ３０２）。無線通信機能の無効化後、ス
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テップＳ１１２にて受け付けた印刷設定、及びステップＳ１０８にて受信した画像データ
を画像形成部１５へ与え、印刷出力を実行し（Ｓ１１５）、処理を終了する。
【００７４】
　このように、実施の形態２では、通信部１３における無線通信機能の有効期間を限定す
することにより、他の無線通信機器からの接続機会を制限し、複合機１の通信の安全性を
より高めることが可能である。
【００７５】
　（実施の形態３）
　本発明は、通信端末装置２で保有している画像データを複合機１から印刷出力するサー
ビスのみならず、複合機１で原稿をスキャンした画像データを通信端末装置２へ送信する
サービスにも適用できる。この場合、通信端末装置２のプリントアプリでは、複合機１と
の通信と、複合機１からの画像データの受信を実現する。
【００７６】
　実施の形態３における画像データ送信のシステムは、複合機１及び通信端末装置２との
間の処理手順以外、ハードウェア構成は実施の形態１及び２における構成と同様である。
したがって、実施の形態１と共通する構成には同一の符号を付し、夫々の詳細な説明を省
略する。
【００７７】
　画像データ送信は、図４に示した初期画面にて、ユーザがファクシミリを含むイメージ
送信を開始するためのアイコン１１２上のタッチパネルに触れると、開始される。アイコ
ン１１２上のタッチパネルがタッチされると、複合機１の制御部１０はイメージ送信先を
選択する画面を表示部１１ａに表示する。イメージ送信先としては、例えば、ファクシミ
リ通信先、又は無線通信による携帯電話機が選択できる。携帯電話機がイメージ送信先と
して選択された場合、複合機１では以下の処理が実行される。
【００７８】
　図１１は、実施の形態３における複合機１にて画像送信サービスを実行する際の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【００７９】
　制御部１０は、表示部１１ａに表示している初期画面にて、操作部１１ｂにてイメージ
送信が選択され、且つ、イメージ送信先の選択画面にて、携帯電話機が選択されたか否か
、即ち無線スキャンサービス開始が指示されているか否かを判断する（ステップＳ４０１
）。携帯電話機へのスキャン画像データのイメージ送信サービスを、以下無線スキャンサ
ービスという。
【００８０】
　制御部１０は、無線スキャンサービス開始が指示されていないと判断した場合（Ｓ４０
１：ＮＯ）、処理をステップＳ４０１へ戻し、操作部１１ｂにて無線スキャンサービス開
始が指示されたと判断するまで待機する。
【００８１】
　制御部１０は、無線スキャンサービス開始が指示されたと判断した場合（Ｓ４０１：Ｙ
ＥＳ）、パスワード生成部１４へワンタイムパスワード生成を指示する（ステップＳ４０
２）。制御部１０は、パスワード生成部１４により生成されたパスワードを取得し（ステ
ップＳ４０３）、自身のＳＳＩＤを記憶部１２から読み出す（ステップＳ４０４）。そし
て制御部１０は、表示部１１ａに、複合機１と接続するための接続情報（ＳＳＩＤ及びワ
ンタイムパスワード）を出力して表示させる（ステップＳ４０５）。
【００８２】
　制御部１０は、通信部１３により通信端末装置２からの接続がされたか否かを判断する
（ステップ４０６）。制御部１０は、接続がされていないと判断した場合（Ｓ４０６：Ｎ
Ｏ）、処理をステップＳ４０６へ戻し、接続がされたと判断するまで待機する。
【００８３】
　なお、ステップＳ４０６にて、未接続のまま、パスワードの生成タイミング（Ｓ４０２
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）から一定期間を経過した場合は、処理を終了し、ステップＳ４０２にて生成させたパス
ワードによる接続は無効とするようにしてもよい。このとき、イメージ送信先の選択画面
を表示部１１ａに表示した状態に戻る。
【００８４】
　制御部１０は、ステップＳ４０６にて、通信端末装置２から接続がされたと判断した場
合（Ｓ４０６：ＹＥＳ）、接続の際に送信されたＳＳＩＤ及びパスワードに基づく認証処
理を実行、即ち有効なパスワードであるか否かを判断する（ステップＳ４０７）。
【００８５】
　制御部１０は、認証処理の結果、パスワードは有効であり、正当であると認証した場合
（Ｓ４０７：ＰＡＳＳ）、表示部１１ａにスキャン設定画面を出力して表示させ（ステッ
プＳ４０８）、スキャン設定を受け付ける（ステップＳ４０９）。そして制御部１０は、
スキャン開始を指示するスタートボタンが押下されたか否かを判断する（ステップＳ４１
０）。制御部１０は押下されていないと判断した場合（Ｓ４１０：ＮＯ）、処理をステッ
プＳ４１０へ戻して押下されるまで待機する。
【００８６】
　制御部１０は、スタートボタンが押下されたことを検知すると（Ｓ４１０：ＹＥＳ）、
ステップＳ４０９で受け付けたスキャン設定に基づき原稿のスキャンを実行する（ステッ
プＳ４１１）。制御部１０は、スキャンにより得られた画像データを通信端末装置２へ送
信し（ステップＳ４１２）、通信端末装置２との通信接続を切断し（ステップＳ４１３）
、処理を終了する。このとき、イメージ送信先の選択画面を表示部１１ａに表示した状態
に戻る。ステップＳ４０２で生成されたパスワードは、処理が終了した時点で無効化され
る。
【００８７】
　制御部１０は、ステップＳ４０７における認証処理の結果、パスワードは無効であり、
不当であると判断した場合（Ｓ４０７：ＦＡＩＬ）、表示部１１ｂへ認証処理の結果を出
力する（ステップＳ４１４）。制御部１０は、通信接続を切断し（ステップＳ４１５）、
処理を終了する。このとき、イメージ送信先の選択画面を表示した状態に戻る。この場合
、ステップＳ４０２で生成されたパスワードは、処理が終了した時点で無効化されてもよ
いし、再度認証処理を受け付ける構成としてもよい。再度認証処理を受け付ける場合、時
間及び試行回数の制限を設けることが望ましい。
【００８８】
　なお、ステップＳ４０７において制御部１０は、同時的に複数の通信端末装置２からの
接続は認証しない。同一のパスワードを用いて夫々接続してきた複数の通信端末装置２が
存在する場合、制御部１０は、最も早く接続してきた通信端末装置２のみ、正当であると
判断する。
【００８９】
　次に、ユーザが用いる通信端末装置２側での処理について説明する。図１２は、実施の
形態３における通信端末装置２にてスキャン送信サービスを利用する際の処理手順の一例
を示すフローチャートである。ユーザの操作により制御部２０がプリントアプリを読み出
し、スキャンデータの受信が選択された場合、通信端末装置２は以下の処理を実行する。
【００９０】
　制御部２０は、通信部２３を起動させ、無線通信を有効化する（ステップＳ５０１）。
通信部２３は、無線通信の対象機器を検索し（ステップＳ５０２）、記憶部２２に記憶し
てあるＳＳＩＤ及び検索によって得られた対象効きのＳＳＩＤのリストを出力する（ステ
ップＳ５０３）。リストを出力した画面例は、実施の形態１の図８に示した例と同様であ
る。
【００９１】
　制御部２０は、出力したリストから接続する機器（複合機１）の選択を受け付ける（ス
テップＳ５０４）。なおステップＳ５０３にて、ユーザからのＳＳＩＤの入力を受け付け
てもよい。
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【００９２】
　制御部２０は、選択された複合機１へ接続するためのパスワード入力画面を表示部２１
ａへ出力して表示させ（ステップＳ５０５）、パスワード入力画面に対してユーザが入力
するパスワードを、操作部２１ｂを介して取得する（ステップＳ５０６）。パスワード入
力画面については、実施の形態１の図９に示した例と同様である。
【００９３】
　制御部２０は、ステップＳ５０６で取得したパスワードに基づき、通信部２３により複
合機１への接続を試みる（ステップＳ５０７）。制御部２０は、接続に成功したか否かを
判断し（ステップＳ５０８）、認証が不当と判断されて失敗した場合（Ｓ５０８：ＮＯ）
、処理を終了する。
【００９４】
　制御部２０は、接続に成功したと判断した場合（Ｓ５０８：ＹＥＳ）、複合機１から送
信される画像データの受信が開始されたか否かを判断する（ステップＳ５０９）。制御部
２０は、受信が開始されていないと判断した場合（Ｓ５０９：ＮＯ）、処理をステップＳ
５０９へ戻して画像データの受信が開始されるまで待機する。このとき、制御部２０は、
表示部１１ａにスキャンの設定を行なってスキャンを開始させる旨のメッセージを表示さ
せるようにするとよい。
【００９５】
　制御部２０は、画像データの受信が開始されたと判断した場合（Ｓ５０９：ＹＥＳ）、
受信した画像データを順次、記憶部２２のＲＡＭに一時記憶する（ステップＳ５１０）。
制御部２０は、画像データの受信が完了したか否かを判断し（ステップＳ５１１）、受信
が未完了であると判断した場合（Ｓ５１１：ＮＯ）、処理をステップＳ５１０へ戻して次
に受信する画像データに対する処理を行なう。なお、ステップＳ５１１にて受信完了と判
断するまで、制御部２０は、受信中であることを示すイメージ、又はメッセージ等を表示
部１１ａに表示させるようにするとよい。
【００９６】
　制御部２０は、ステップＳ５１１にて受信完了であると判断した場合（Ｓ５１１：ＹＥ
Ｓ）、一時的に順次記憶していた画像データを記憶部２２のフラッシュメモリに保存し（
ステップＳ５１２）、処理を終了する。
【００９７】
　処理終了後は、複合機１により、接続が切断されており、通信端末装置２は複合機１と
の間で画像データの送受信を行なうことはできない。
【００９８】
　図１０及び図１１のフローチャートに示した処理手順により、複合機１に対する接続の
セキュリティが確保される。これにより、不特定の通信端末装置２と接続してスキャン画
像データを送信する構成としても、セキュリティが確保される。ユーザは複合機１にてパ
スワードを生成するための操作を実行し、通信端末装置２にて生成されたパスワードを入
力し、スキャンを実行するという簡易な操作で、安全にイメージ送信サービスを実施する
ことが可能である。
【００９９】
　実施の形態１～３では、ワンタイムパスワードは複合機１にて生成され、通信端末装置
２のユーザが操作部２１ｂによって入力する構成とした。しかしながら本発明はこれに限
らず、共通するサーバからワンタイムパスワードを取得する構成など、他の方法によって
もよい。更に、無線通信機能の有効化／無効化のタイミングで複合機１の通信部１３への
電力供給をオン／オフするようにしてもよい。これにより、省電力化を図ることも可能で
ある。
【０１００】
　（実施の形態４）
　実施の形態１～３では、パスワード生成部１４が生成したワンタイムパスワードは、通
信端末装置２が複合機１と接続するための接続情報として利用された。これに対し実施の
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形態４では、接続するための接続情報のパスワードは複合機毎にユニークな情報且つ固定
情報とし、ワンタイムパスワードは画像データの送受信の可否に対する認証に用いる。
【０１０１】
　図１３は、実施の形態４のプリントサービスシステムの構成を示すブロック図である。
実施の形態４におけるプリントサービスシステムは、複合機１ｃと、通信端末装置２とを
含む。なお、実施の形態４におけるプリントサービスの構成は、複合機１ｃにおける記憶
部１２ｃ及びパスワード生成部１４ｃの構成、及び、複合機１ｃと通信端末装置２との間
の詳細な処理手順以外は、実施の形態１における構成と同様である。したがって、実施の
形態１と共通する構成には同一の符号を付し、夫々の詳細な説明を省略する。
【０１０２】
　実施の形態４における複合機１ｃは、制御部１０と、入出力部１１と、記憶部１２ｃと
、通信部１３と、パスワード生成部１４ｃと、画像形成部１５とを備える。
【０１０３】
　記憶部１２ｃは、ＨＤＤ又はＳＳＤを用いる。記憶部１２ｃには、複合機１ｃのＳＳＩ
Ｄ及び複合機１ｃへの通信接続のための所定のパスワード（例えば８桁の英字）が記憶さ
れている。記憶部１２ｃのＳＳＩＤ及び所定のパスワードは、制御部１０から読み出し可
能である。記憶部１２ｃは、通信端末装置２から受信した画像データを記憶してもよい。
【０１０４】
　パスワード生成部１４ｃは、制御部１０からの指示に基づき、画像データを受信するた
めのワンタイムパスワードを生成する。パスワード生成部１４ｃがワンタイムパスワード
を生成する方法は例えば、ランダムに生成される乱数を元に４桁の数字を作成する方法で
ある。ワンタイムパスワードの生成方法はこの方法に限定されず、公知の方法を含む多様
な方法にて実現可能である。
【０１０５】
　このように構成される実施の形態４における画像処理システムにて、通信端末装置２か
ら複合機１ｃへ画像データが送信され、複合機１ｃにて印刷出力がされる場合の手順につ
いて、フローチャート及び操作画面例を参照しつつ説明する。
【０１０６】
　図１４は、実施の形態４における複合機１ｃにてプリントサービスを実行する際の処理
手順の一例を示すフローチャートである。以下に示す処理手順は、後述する図１７のフロ
ーチャートに示す通信端末装置２における処理手順と対応する。複合機１ｃは、表示部１
１ａに初期画面を表示し、通信部１３による無線通信機能を有効にして待機している状態
で、以下の処理を実行する。
【０１０７】
　制御部１０は、無線プリントサービス開始が指示されているか否かを判断する（ステッ
プＳ６０１）。なおＳ１０１において制御部１０は、実施の形態１と同様の手順で、制御
部１０は無線プリントサービス開始が指示されたと判断できる。つまり、図４の例のよう
な初期画面にて「写真プリントサービス」というアイコン１１０上のタッチパネルをユー
ザが触れ、更に、図５の例のような記憶媒体選択画面における「無線通信機能を有する携
帯電話機」を選択するアイコン１３０上のタッチパネルをユーザが触れた場合に、制御部
１０は無線プリントサービス開始が指示されたと判断する。
【０１０８】
　制御部１０は、無線プリントサービス開始が指示されていないと判断した場合（Ｓ６０
１：ＮＯ）、処理をステップＳ６０１へ戻す。
【０１０９】
　制御部１０は、無線プリントサービス開始が指示されたと判断した場合（Ｓ６０１：Ｙ
ＥＳ）、記憶部１２ｃに記憶されているＳＳＩＤ及び所定のパスワードを読み出し（ステ
ップＳ６０２）、表示部１１ａに、読み出したＳＳＩＤ及び所定のパスワードを接続情報
として出力する（ステップＳ６０３）。
【０１１０】
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　図１５は、実施の形態４における複合機１ｃの表示部１１ａに表示される接続情報の例
を示す説明図である。図１５に示すように、制御部１０の制御によって接続情報表示エリ
ア１１３に、例えばＳＳＩＤ「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」、所定のパスワードはＳＳＩＤと同じ
く「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」と英字が表示されている。ユーザは、接続情報表示エリア１１３
を視認することにより、これらの情報を認識することができる。図１５におけるＳＳＩＤ
及びパスワードは例示であって、他の英数字又は記号が用いられてもよいことは勿論であ
る。
【０１１１】
　図１４に戻り説明を続ける。
　次に制御部１０は、通信端末装置２から接続がされたか否かを判断する（ステップＳ６
０４）。制御部１０は、接続がされていないと判断した場合（Ｓ６０４：ＮＯ）、処理を
ステップＳ６０４へ戻し、接続がされたと判断するまで待機する。
【０１１２】
　制御部１０は、ステップＳ６０４にて、通信端末装置２から接続がされたと判断した場
合（Ｓ６０４：ＹＥＳ）、パスワード生成部１４ｃへワンタイムパスワード生成を指示す
る（ステップＳ６０５）。制御部１０は、パスワード生成部１４ｃにより生成されたパス
ワードを取得し（ステップＳ６０６）、表示部１１ａに画像データを受信するため、即ち
通信端末装置２から画像データを送信するための送信パスワードを出力して表示させる（
ステップＳ６０７）。
【０１１３】
　図１６は、実施の形態４における複合機１ｃの表示部１１ａに表示される送信パスワー
ドの例を示す説明図である。図１６に示すように、制御部１０の制御によって例えば「２
０１２」と４桁の数字が表示されている。ユーザは、表示部１１ａを視認することにより
、送信用パスワードを認識することができる。図１６における送信パスワードは例示であ
って、他の英数字又は記号等が用いられてもよいことは勿論である。
【０１１４】
　図１４に戻り説明を続ける。
　制御部１０は、通信端末装置２から送信パスワードを受信したか否かを判断する（ステ
ップＳ６０８）。制御部１０は、送信パスワードを受信していないと判断した場合（Ｓ６
０８：ＮＯ）、処理をステップＳ６０８へ戻し、送信パスワードを受信したと判断するま
で待機する。
【０１１５】
　なお、ステップＳ６０８にて、送信パスワードを出力した後、送信パスワードを受信し
ないまま一定期間（例えば２分等）が経過した場合は処理を終了し、ステップＳ６０５に
て生成させたパスワードによる画像データの送信は、以後認証しないようにしてもよい。
このとき、実施の形態１と同様に図５に示した記憶媒体選択画面を表示部１１ａに表示さ
せた状態に戻る。
【０１１６】
　制御部１０は、ステップＳ６０８にて、送信パスワードを受信したと判断した場合（Ｓ
６０８：ＹＥＳ）、認証処理を実行し、有効な送信パスワードであるか否かを判断する（
ステップＳ６０９）。制御部１０は、認証処理の結果、送信パスワードは有効であって正
当であると認証した場合（Ｓ６０９：ＰＡＳＳ）、画像データを受信したか否かを判断す
る（ステップＳ６１０）。制御部１０は、画像データを受信していないと判断した場合（
Ｓ６１０：ＮＯ）、処理をステップＳ６１０へ戻して受信したと判断するまで待機する。
制御部１０は、ステップＳ６０９における認証処理の結果、送信パスワードは無効であり
、不当であると判断した場合（Ｓ６０９：ＦＡＩＬ）、認証処理の結果を通信端末装置２
へ送信し（ステップＳ６１１）、通信接続を切断し（ステップＳ６１２）、処理を終了す
る。このとき、実施の形態１と同様に、図５に示した記憶媒体選択画面を表示部１１ａに
表示した状態に戻る。この場合、ステップＳ６０５で生成されたパスワードは、処理が終
了した時点で無効化されてもよいし、再度認証処理を受け付ける構成としてもよい。再度
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認証処理を受け付ける場合、時間及び試行回数の制限を設けることが望ましい。
【０１１７】
　制御部１０は、ステップＳ６１０にて画像データを受信したと判断した場合（Ｓ６１０
：ＹＥＳ）、表示部１１ａに印刷設定画面を出力して表示させ（ステップＳ６１３）、印
刷設定を受け付ける（ステップＳ６１４）。次に制御部１０は、印刷出力開始を指示する
スタートボタンが押下されたか否かを判断する（ステップＳ６１５）。制御部１０は、押
下されていないと判断した場合（Ｓ６１５：ＮＯ）、処理をステップＳ６１５へ戻して押
下されるまで待機する。制御部１０は、押下されたと判断した場合（Ｓ６１５：ＹＥＳ）
、次の印刷出力処理の開始前に通信端末装置２との通信接続を切断し（ステップＳ６１６
）、ステップＳ６１４にて受け付けた印刷設定、及びステップＳ６１０にて受信した画像
データを画像形成部１５へ与え、印刷出力を実行し（ステップＳ６１７）、処理を終了す
る。
【０１１８】
　なお、ステップＳ６１６における処理は、通信接続を切断するまでもなく、ステップＳ
６１７の印刷出力処理を開始する前までのみ、通信端末装置２との接続を有効にし、再度
接続されたとしても拒絶するようにすればよい。また、印刷出力の開始までのみならず、
印刷出力完了後直ちに、通信接続を複合機１ｃから切断するか、又は印刷出力完了後は、
通信端末装置２からのステップＳ６０５で生成したパスワードを用いた画像データの受信
を拒絶するようにしてもよい。つまり、生成された送信パスワードは、通信端末装置２と
の画像データの送受信を完了するまでの期間のみ有効とされる。
【０１１９】
　また、ステップＳ６１３～Ｓ６１５の処理は省略し、画像データと共に送信される設定
に基づいて自動的に印刷出力が開始される構成としてもよい。
【０１２０】
　次に、図１４のフローチャートに対応する通信端末装置２における処理について説明す
る。図１７は、実施の形態４における通信端末装置２にてプリントサービスを利用する際
の処理手順の一例を示すフローチャートである。ユーザの操作により制御部２０がプリン
トアプリを読み出して実行した場合に、通信端末装置２は以下の処理を実行する。
【０１２１】
　制御部２０は、通信部２３を起動させ、無線通信を有効化する（ステップＳ７０１）。
通信部２３は、無線通信の対象機器を検索し（ステップＳ７０２）、記憶部２２に記憶し
てあるＳＳＩＤ及び検索によって得られた対象機器のＳＳＩＤのリストを出力する（ステ
ップＳ７０３）。制御部２０は、出力したリストから接続する機器の選択を受け付ける（
ステップＳ７０４）。なおステップＳ７０３にて、ユーザからのＳＳＩＤの入力を受け付
けてもよい。
【０１２２】
　制御部２０は、ステップＳ７０４にて選択された機器へ接続するためのパスワード入力
画面を表示部２１ａへ出力して表示させる（ステップＳ７０５）。なお制御部２０は、選
択された機器に対して接続した履歴がある場合、当該機器のＳＳＩＤに対応するパスワー
ドを記憶部２２に記憶しているときがある。このとき制御部２０は、記憶してあるパスワ
ードを予め初期的にパスワード入力画面に表示させておいてもよい。制御部２０は、パス
ワード入力画面に対してユーザが入力したパスワード、又は入力済みの既知のパスワード
を、取得する（ステップＳ７０６）。
【０１２３】
　制御部２０は、ステップＳ７０６で取得したＳＳＩＤ及びパスワードに基づき、通信部
２３により複合機１ｃへの接続を試みる（ステップＳ７０７）。制御部２０は、接続に成
功したか否かを判断し（ステップＳ７０８）、接続に失敗したと判断した場合（Ｓ７０８
：ＮＯ）、処理を終了する。制御部２０は、ステップＳ７０８で接続に成功したと判断し
た場合（Ｓ７０８：ＹＥＳ）、記憶部２２のフラッシュメモリに記憶してある印刷対象の
画像データを読み出し（ステップＳ７０９）、一覧を表示部２１ａに出力して表示させる
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（ステップＳ７１０）。制御部２０は、表示した画像データの一覧から１又は複数の画像
データの選択を受け付ける（ステップＳ７１１）。
【０１２４】
　次に制御部２０は、選択された画像データを送信するための送信パスワードの入力画面
を表示部２１ａへ出力して表示させ（ステップＳ７１２）、パスワード入力画面に対して
ユーザが入力する送信パスワードを、操作部２１ｂによって取得する（ステップＳ７１３
）。
【０１２５】
　図１８は、実施の形態４における通信端末装置２にて表示部２１ａに表示されるパスワ
ード入力画面の例を示す説明図である。図１８の例では、パスワードの入力を受け付ける
受付部２１５が表示されている。ユーザは、複合機１ｃにて図１４のフローチャートにお
けるステップＳ６０７にて表示部１１ａに出力されているワンタイムパスワードを視認し
、そのパスワードを受付部２１５に入力して「ＯＫ」アイコン２１６上のタッチパネルに
触れる。これにより、通信端末装置２は送信パスワードを取得することができる。
【０１２６】
　図１７のフローチャートに戻り、説明を続ける。
　制御部２０は、ステップＳ７１３で取得した送信パスワードを接続中の複合機１ｃへ通
信部２３により送信し（ステップＳ７１４）、送信した送信パスワードに基づく認証結果
を受信し、受信した認証結果が正当であったか否かを判断する（ステップＳ７１５）。制
御部２０は、認証結果が不当であったと判断した場合（Ｓ７１５：ＦＡＩＬ）、正当な送
信データの再入力を受け付けるべく処理をステップＳ７１２へ戻す。
【０１２７】
　制御部２０は、認証結果が正当であったと判断した場合（Ｓ７１５：ＰＡＳＳ）、ステ
ップＳ７１１にて選択を受け付けていた画像データを、接続中の複合機１ｃへ通信部２３
により送信し（ステップＳ７１６）、処理を終了する。
【０１２８】
　ステップＳ７１６の後は、複合機１ｃにより、接続が切断されており、通信端末装置２
は、複合機１ｃとの間で画像データの送受信を行なうことはできないし、新たに送信パス
ワードを取得しなければ画像データを送信することはできない。
【０１２９】
　図１４及び図１７のフローチャートに示した処理手順により、複合機１ｃへの画像デー
タ送信についてのセキュリティが確保される。ステップＳ６０７で生成されるパスワード
はワンタイムパスワードであり、ステップＳ６１６にて、印刷出力の前後のタイミングに
て通信接続を切断するなどして接続を制限しているため、以後、通信端末装置２から同一
の送信パスワードを用いて画像データを送信しても、複合機１ｃの制御部１０は受信しな
い。これにより、不特定の通信端末装置２と接続して印刷出力をする構成としても、セキ
ュリティが確保される。一度複合機１ｃに接続することによって記憶部２２に保存されて
いるＳＳＩＤ及びパスワードに基づき、複合機１ｃに容易に再度接続することができるこ
とができる一方で、ワンタイムパスワードである送信パスワードにて画像データのセキュ
リティが確保される。印刷する画像データを選択し、送信パスワードを入力するという簡
易な操作で、安全にプリントサービスを実施することが可能である。
【０１３０】
　図１５、図１６、及び図１８に示した画面例は、あくまで一例であって、他の画面構成
にて実現されてもよいことは勿論である。
【０１３１】
　なお、開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上述の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１３２】
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　１，１ｃ　複合機（情報処理装置）
　１０　制御部
　１２，１２ｃ　記憶部
　１３　通信部
　１４，１４ｃ　パスワード生成部
　２　通信端末装置（通信装置）
　２２　記憶部
　２３　通信部

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】



(26) JP 5950691 B2 2016.7.13
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