
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置の機器設定情報および自装置を動作させるプログラムを記憶する記憶手段と、
　外部とデータの送受信を行うデータ送受手段とを備える情報処理装置であって、
　上記機器設定情報および上記プログラムのバージョン情報を含む更新データを受信した
際に、当該更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と、上記記憶手段に記
憶されているプログラムのバージョン情報とを比較する比較手段と、
　上記比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されている、機器設定情報、また
は、機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、
　上記更新手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から

プログラムを取得する取得手段と

を備え、
　上記更新手段は、

上記比較手段の比較結果から２つのバージョン情報が異なると判断
取得手段を動作

させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプログラム
を取得して、記憶手段に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器設定情報を
更新 、
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、上記更新
データに含まれているバージョン情報に対応した 、
　上記更新データに含まれているバージョン情報に対応したプログラムの取得の可否を設
定する設定手段と

　　 し、かつ、上記設
定手段によって上記プログラムを取得できるように設定されている場合、

し
　　上記２つのバージョン情報が異なると判断し、かつ、上記設定手段によって上記プロ



上記２つのバージョン情報が同じであると判断 、機器設定情報を更新するも
のであることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　自装置の機器設定情報および自装置を動作させるプログラムを記憶する記憶手段と、
　外部とデータの送受信を行うデータ送受手段とを備える情報処理装置であって、
　上記機器設定情報および上記プログラムのバージョン情報を含む更新データを受信した
際に、当該更新データに含まれている機器設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器
設定情報とに含まれる項目の種類を比較する項目比較手段と、
　上記項目比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されている、機器設定情報、
または、機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、
　上記項目比較手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から上記プ
ログラムを取得する取得手段とを備え、
　上記更新手段は、上記項目比較手段の比較結果から上記更新データの機器設定情報に含
まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全
て含まないと判断すると、取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラ
ムのバージョン情報と対応するプログラムを取得して記憶手段に記憶されているプログラ
ムを更新するとともに、機器設定情報を更新する一方、
　上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機
器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断すると、機器設定情報を更新するもの
であることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　上記取得手段は、上記プログラムを、上記更新データを送信した送信元、または、当該
プログラムの製造元から取得するものであることを特徴とする請求項１または２記載の情
報処理装置。
【請求項４】
　更新手段が、上記項目比較手段の比較結果から上記更新データの機器設定情報に含まれ
る項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含
まないと判断した場合に、上記更新データに含まれているバージョン情報に対応したプロ
グラムの取得の可否を設定する設定手段を備えており、
　上記設定手段によって上記プログラムを取得できるように設定されている場合、更新手
段は、取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報
と対応するプログラムを取得して記憶手段に記憶されているプログラムを更新するととも
に、機器設定情報を更新する一方、
　上記設定手段によって上記プログラムを取得できないように設定されている場合、更新
手段は、機器設定情報の更新を中止することを特徴とする請求項２記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記更新データを送信した送信元に対して、情報を報知する報知手段を備え、
　上記機器設定情報の更新を中止した場合には、上記報知手段は、中止したことを送信元
に報知することを特徴とする請求項 または 記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記更新データを送信した送信元に対して、情報を報知する報知手段を備え、
　プログラムの更新を行った場合には、上記報知手段は、プログラムを更新した旨を送信
元に報知することを特徴とする請求項１または２記載の情報処理装置。
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グラムを取得できないように設定されている場合、上記更新データに含まれている機器設
定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較し、
上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器
設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、機器設定情報の更新を中止
する一方、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶され
ている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断すると、記憶手段に記憶され
ている機器設定情報を更新し、
　　 した場合

１ ４



【請求項７】
　上記項目比較手段は、上記更新データに含まれている機器設定情報と上記記憶手段に記
憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種類および当該項目のデータ構造を比較す
るものであるとともに、
　上記更新手段は、上記項目比較手段の比較結果から上記更新データの機器設定情報に含
まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全
て含まないと判断する、または、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が
、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断し、か
つ、両者に含まれる上記項目のデータ構造が異なると判断すると、取得手段を動作させて
上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプログラムを取得
して記憶手段に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器設定情報を更新する
一方、
　上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機
器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断し、両者に含まれる上記項目のデータ
構造が同じであると判断すると、機器設定情報を更新するものであることを特徴とする請
求項２記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信回線を介して複数の情報処理装置が接続されており、当該通信回線を介
して機器設定情報を更新することができる情報処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数台の機器の設定を同じように１台ずつ設定する手間を省くために、１台の機器の設
定を他の機器へ複製するデバイスクローニングという技術がある。このデバイスクローニ
ングを行う場合、機器間において、ファームウェアのバージョンが異なり、例えば、送信
元よりも登録側のバージョンが低く更に機器設定情報の項目数が登録側の方が少ない場合
等、無理やりデバイスクローニングを行ってしまうと、送信側と同じように動作できなか
ったり、動作しないなどの不具合が発生する恐れがある。特許文献１では、パラメータデ
ータの移動やプログラムのバージョンアップを行う内容であるが、パラメータデータの移
動とプログラムのバージョンアップは連動していないため、パラメータの移動とプログラ
ムの移動を別々に操作しなければならず、パラメータ移動を行うときプログラムのバージ
ョンアップも併せて行う必要があるかどうか意識する必要がある。
【特許文献１】特開平８－２５１３３６号公報（公開日；１９９６年９月２７日）
【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、上記特許文献１に開示の構成では、パラメータデータの移動とプログラ
ムのバージョンアップを連動させていないため、パラメータの移動とプログラムの移動を
別々に操作しなければならない。例えば、プログラムのバージョンが異なっている場合に
、パラメータデータの移動を行うと、正常に動作しない虞がある。つまり、上記特許文献
１に開示の構成では、パラメータ移動を行うときプログラムのバージョンアップも併せて
行う必要があるかどうか意識する必要があるという問題点を有している。
【０００４】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、機器の設定を更新
した場合でも問題なく使用することができる情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、自装置の機器設定情報およ
び自装置を動作させるプログラムを記憶する記憶手段と、外部とデータの送受信を行うデ
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ータ送受手段とを備える情報処理装置であって、上記機器設定情報および上記プログラム
のバージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含まれているプロ
グラムのバージョン情報と、上記記憶手段に記憶されているプログラムのバージョン情報
とを比較する比較手段と、上記比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されてい
る、機器設定情報、または、機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、
上記更新手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から

プログラムを取得する取得手段と

を備え、上記更新手段は、上記比較手段の比較結果から２つのバージョン情報が異
なると判断

取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョ
ン情報と対応するプログラムを取得して、記憶手段に記憶されているプログラムを更新す
るとともに、機器設定情報を更新 、

上記２つのバージョン情
報が同じであると判断 、機器設定情報を更新するものであることを特徴としてい
る。
【０００６】
　本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、自装置の機器設定情報およ
び自装置を動作させるプログラムを記憶する記憶手段と、外部とデータの送受信を行うデ
ータ送受手段とを備える情報処理装置であって、上記機器設定情報および上記プログラム
のバージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含まれている機器
設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較す
る項目比較手段と、上記項目比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されている
、機器設定情報または機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、上記項
目比較手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から上記プログラム
を取得する取得手段とを備え、上記更新手段は、上記項目比較手段の比較結果から上記更
新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が記憶手段に記憶されている機器設定情報
に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、取得手段を動作させて上記更新デー
タに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプログラムを取得して記憶手段
に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器設定情報を更新する一方、上記更
新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情
報に含まれる項目の種類を全て含むと判断すると、機器設定情報を更新するものであるこ
とを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、上記取得手段は、上記プログラムを、上記更新
データを送信した送信元、または、当該プログラムの製造元から取得するものである構成
がより好ましい。
【００１０】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、更新手段が上記項目比較手段の比較結果から上
記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が記憶手段に記憶されている機器設定
情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断した場合に上記更新データに含まれてい
るバージョン情報に対応したプログラムの取得の可否を設定する設定手段を備えており、
上記設定手段によって上記プログラムを取得できるように設定されている場合、更新手段
は、取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と

10

20

30

40

50

(4) JP 4021407 B2 2007.12.12

上記更新デー
タに含まれているバージョン情報に対応した 、上記更新
データに含まれているバージョン情報に対応したプログラムの取得の可否を設定する設定
手段と

し、かつ、上記設定手段によって上記プログラムを取得できるように設定され
ている場合、

し 上記２つのバージョン情報が異なると判断し、かつ
、上記設定手段によって上記プログラムを取得できないように設定されている場合、上記
更新データに含まれている機器設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報と
に含まれる項目の種類を比較し、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が
、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断す
ると、機器設定情報の更新を中止する一方、上記更新データの機器設定情報に含まれる項
目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと
判断すると、記憶手段に記憶されている機器設定情報を更新し、

した場合



対応するプログラムを取得して記憶手段に記憶されているプログラムを更新するとともに
、機器設定情報を更新する一方、上記設定手段によって上記プログラムを取得できないよ
うに設定されている場合、更新手段は、機器設定情報の更新を中止する構成がより好まし
い。
【００１１】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、上記更新データを送信した送信元に対して、情
報を報知する報知手段を備え、上記機器設定情報の更新を中止した場合には、上記報知手
段は、中止したことを送信元に報知する構成がより好ましい。
【００１２】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、上記更新データを送信した送信元に対して、情
報を報知する報知手段を備え、プログラムの更新を行った場合には、上記報知手段は、プ
ログラムを更新した旨を送信元に報知する構成がより好ましい。
【００１３】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、上記項目比較手段は、上記更新データに含まれ
ている機器設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種
類および当該項目のデータ構造を比較するものであるとともに、上記更新手段は、上記項
目比較手段の比較結果から上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶
手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断する、ま
たは、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されてい
る機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断し、かつ、両者に含まれる上記項
目のデータ構造が異なると判断すると、取得手段を動作させて上記更新データに含まれて
いるプログラムのバージョン情報と対応するプログラムを取得して記憶手段に記憶されて
いるプログラムを更新するとともに、機器設定情報を更新する一方、上記更新データの機
器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる
項目の種類を全て含むと判断し、両者に含まれる上記項目のデータ構造が同じであると判
断すると、機器設定情報を更新するものであることがより好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る情報処理装置は、以上のように、機器設定情報および上記プログラムのバ
ージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含まれているプログラ
ムのバージョン情報と、上記記憶手段に記憶されているプログラムのバージョン情報とを
比較する比較手段と、上記比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されている、
機器設定情報、または、機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、上記
更新手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から

プログラムを取得する取得手段と

を備え、上記更新手段は、上記比較手段の比較結果から２つのバージョン情報が異なる
と判断

取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情
報と対応するプログラムを取得して、記憶手段に記憶されているプログラムを更新すると
ともに、機器設定情報を更新 、

上記２つのバージョン情報が
同じであると判断 、機器設定情報を更新するものである構成である。
【００１５】
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上記更新データに
含まれているバージョン情報に対応した 、上記更新デー
タに含まれているバージョン情報に対応したプログラムの取得の可否を設定する設定手段
と

し、かつ、上記設定手段によって上記プログラムを取得できるように設定されてい
る場合、

し 上記２つのバージョン情報が異なると判断し、かつ、上
記設定手段によって上記プログラムを取得できないように設定されている場合、上記更新
データに含まれている機器設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報とに含
まれる項目の種類を比較し、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記
憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると
、機器設定情報の更新を中止する一方、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の
種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判断
すると、記憶手段に記憶されている機器設定情報を更新し、

した場合



　上記の構成によれば、機器設定情報の更新を行う前に、プログラムを更新する必要があ
るか否かを判断するようになっている。これにより、例えば、機器設定情報のみの更新を
行った場合、正常に動作することができないといった事態を防止することができる。従っ
て、機器の設定を更新した場合でも問題なく使用することができる情報処理装置を提供す
ることができるという効果を奏する。また、機器設定情報とプログラムとの更新を同時に
行うことができる。

【００１６】
　本発明に係る情報処理装置は、以上のように、上記機器設定情報および上記プログラム
のバージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含まれている機器
設定情報と上記記憶手段に記憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較す
る項目比較手段と、上記項目比較手段の比較結果に基づいて、記憶手段に記憶されている
、機器設定情報または機器設定情報とプログラムとの両方を更新する更新手段と、上記項
目比較手段からの指示に基づいて、上記データ送受手段を介して外部から上記プログラム
を取得する取得手段とを備え、上記更新手段は、上記項目比較手段の比較結果から上記更
新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が記憶手段に記憶されている機器設定情報
に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、取得手段を動作させて上記更新デー
タに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプログラムを取得して記憶手段
に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器設定情報を更新する一方、上記更
新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情
報に含まれる項目の種類を全て含むと判断すると、機器設定情報を更新するものである構
成である。
【００１７】
　上記の構成によれば、項目比較手段は、新たに送信されてきた機器設定情報と、既に記
憶手段に登録されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較するようになってい
る。そして、この比較結果に基づいて、プログラムのバージョンアップを行う必要がある
か否かを判断することができる。そして、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目
の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判
断すると、機器設定情報の更新のみを行うようになっている。
【００１８】
　これにより、プログラムのバージョン情報を意識することなく、機器の設定を更新した
場合でも問題なく使用することができる情報処理装置を提供することができるという効果
を奏する。
【００１９】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記取得手段は、上記プログラムを、上記更新デ
ータを送信した送信元、または、当該プログラムの製造元から取得する構成がより好まし
い。上記更新データを送信した送信元には、当該更新データに含まれているプログラムの
バージョン情報と対応するプログラムが記憶されていることが多い。また、プログラムの
製造元からプログラムを取得する場合には、正常なプログラムを取得することができる。
従って、より簡単かつ正常なプログラムを取得することができる。
【００２４】
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　また、上記の構成によれば、プログラムのバージョン情報が、記憶手段と更新データと
で異なっている場合であっても、機器設定情報のみを更新しても正常に動作する場合があ
る。つまり、上記の構成とすることにより、不要なプログラムのバージョンアップが自動
的に行われることを防止することができる。
　また、上記の構成とすることにより、例えば、プログラムを更新することなく機器設定
情報のみを更新したい場合であっても、好適に更新を行うことができる、また、プログラ
ムを更新しないで機器設定情報を更新すると正常に動作しない可能性がある場合、すなわ
ち、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている
機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、機器設定情報の更新を
中止するので、情報処理装置が正常に動作できなくなることを防止することができる。



　また、本発明に係る情報処理装置は、さらに設定手段を備えており、上記設定手段によ
って上記プログラムを取得できるように設定されている場合、更新手段は、取得手段を動
作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプログラ
ムを取得して記憶手段に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器設定情報を
更新する一方、上記設定手段によって上記プログラムを取得できないように設定されてい
る場合、更新手段は、機器設定情報の更新を中止する構成がより好ましい。
【００２５】
　上記の構成によれば、外部からプログラムを取得できないように設定されている場合に
は、機器設定情報の更新を行わないので、正常に動作できないことをより一層防止するこ
とができる。
【００２６】
　また、本発明に係る情報処理装置は、報知手段を備え、上記機器設定情報の更新を中止
した場合には、上記報知手段は、中止したことを上記更新データを送信した送信元に報知
する構成がより好ましい。機器設定情報の更新を中止したことを送信元に報知することが
できる。つまり、機器設定情報の更新ができなかった情報処理装置を送信元に報知するこ
とができる。
【００２７】
　また、本発明に係る情報処理装置は、報知手段を備え、プログラムの更新を行った場合
には、上記報知手段は、プログラムを更新した旨を上記更新データを送信した送信元に報
知する構成がより好ましい。上記の構成によれば、機器設定情報と併せてプログラムを更
新したことを送信元に報知することができる。
【００２８】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、上記更新手段は、上記項目比較手段の比較結果
から上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている
機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断する、または、上記更新データ
の機器設定情報に含まれる項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含ま
れる項目の種類を全て含むと判断し、かつ、両者に含まれる上記項目のデータ構造が異な
ると判断すると、取得手段を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバー
ジョン情報と対応するプログラムを取得して記憶手段に記憶されているプログラムを更新
するとともに、機器設定情報を更新する一方、上記更新データの機器設定情報に含まれる
項目の種類が、記憶手段に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含む
と判断し、両者に含まれる上記項目のデータ構造が同じであると判断すると、機器設定情
報を更新するものであることがより好ましい。
【００２９】
　上記の構成によれば、上記項目のデータ構造を比較して、処理を行うので、より正確な
プログラムのバージョンアップ処理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図１ないし図７に基づいて説明すると以下の通りである。
【００３１】
　本実施の形態にかかる情報処理装置は、外部から上記機器設定情報および上記プログラ
ムのバージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含まれているプ
ログラムのバージョン情報と、情報記憶部に記憶されているプログラムのバージョン情報
とを比較する比較手段を備え、上記比較手段の比較結果に基づいて、更新手段が、上記比
較手段の比較結果から２つのバージョン情報が異なると判断すると、プログラムおよび機
器設定情報を更新する一方、上記２つのバージョン情報が同じであると判断すると、機器
設定情報を更新する装置である。
【００３２】
　なお、以下の説明では、上記情報処理装置として、複写機やＦＡＸ装置等が一体となっ
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た複合機を例に説明する。また、上記プログラムとして、ファームウェアを例に説明する
。
【００３３】
　具体的には、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、図１、２に示すように、制御部
１０、情報記憶部２０、ネットワークＩ／Ｆ３０、操作・表示部４０、スキャナ部５０、
ＦＡＸ部５０、および、プリンタエンジン７０を備えている。なお、制御部１０の詳細な
構成については後述する。なお、図２では、情報処理装置１を複合機として記載している
。そして、これら情報処理装置１は、図２に示すように、通信回線を介して、他の機器（
ホストＰＣ、他の複合機）と接続されている。なお、上記ホストＰＣについては後述する
。
【００３４】
　情報記憶部２０は、様々な情報を記憶するものである。上記情報記憶部２０は、機器識
別情報記憶部２１、ファームウェア記憶部２２、アドレス帳記憶部２３、機器設定情報記
憶部２４、および、バージョンアップ設定記憶部２５を備えている。これら各記憶部に記
憶される情報については、後述する。
【００３５】
　ネットワークＩ／Ｆ３０は、外部と情報処理装置１との間で、通信回線を介して、デー
タ（情報）のやり取りを行うものである。
【００３６】
　操作・表示部４０は、操作部と表示部と（いずれも図示せず）から構成されており、表
示部は、例えば、情報処理装置１の現在の状況や例えば、画像形成条件等を表示するもの
である。また、操作部は、例えば、上記情報処置装置を用いて画像形成を行う場合、画像
形成枚数や、画像濃度、画像形成を行うシートサイズ、拡大・縮小等の画像形成条件等の
動作条件等を入力するものである。また、上記表示部は、例えば、液晶於パネルから構成
されており、上記操作部はキー等によって構成されている場合がある。また、上記操作部
と表示部とが一体となったタッチパネル方式の操作・表示部４０が設けられている場合が
ある。
【００３７】
　スキャナ部５０は、例えば、自動原稿搬送装置から搬送されてきた原稿画像を読み取る
ものである。
【００３８】
　ＦＡＸ部５０は、外部にＦＡＸ送信したいデータをＦＡＸ用データに変換するものであ
る。そして、変換されたＦＡＸ用データは、ＦＡＸ部５０が備えるＮＣＵ（ Network Cont
rol Unit）を介して、送信先に送信される。
【００３９】
　プリンタエンジン７０は、上記情報記憶部２０の画像情報記憶部２０（図示せず）に記
憶された画像データ、ネットワークＩ／Ｆ３０を介して送信されてきた画像データ、およ
び、スキャナ部５０にて読み取られた画像データに基づいて画像形成を行うものである。
【００４０】
　本実施の形態にかかる情報処理装置１では、外部から送信されてくるデバイスクローニ
ングファイル（更新データ）を受信すると、当該デバイスクローニングファイルの内容に
基づいて自身（情報処理装置１）の設定または自身の設定と情報処理装置１に内蔵されて
いるファームウェアとを更新するようになっている。また、上記情報処理装置１は、外部
から当該情報処理装置１に関するデバイスクローニングファイルを作成する要求であるデ
バイスクローニングファイル作成命令信号（以下、作成命令信号と称する）が送信されて
きた場合、自身のファームウェアのバージョン情報および自身の設定を含むデバイスクロ
ーニングファイルを作成して、作成命令信号を送信した送信元に当該デバイスクローニン
グファイルを送信するようになっている。
【００４１】
　ここで、上記デバイスクローニングファイルについて説明する。
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【００４２】
　図３は、デバイスクローニングファイルのデータ構造を示す図面である。図３に示すよ
うに、デバイスクローニングファイルには、機器設定情報と、アドレス帳情報と、機器識
別情報（図示せず）と、ファームウェアのバージョン情報とが含まれている。
【００４３】
　上記機器設定情報とは、情報処理装置１の各種設定に関する情報である。また、上記機
器設定情報に含まれる項目の種類とは、設定を行うことができる種類である。上記機器設
定情報に含まれる項目の種類としては、具体的には、例えば、図３に示すように、給紙ト
レイ設定、シャットオフ時間、トナーセーブ等が挙げられる。上記アドレス帳情報とは、
データの送信先のアドレス等の情報である。機器識別情報とは、例えば、自身は複合機で
あり複写機とプリンタとの機能を有しているといった情報処理装置１が備えている機器に
関する情報である。また、ファームウェアのバージョン情報とは、情報処理装置１に内蔵
されているファームウェアのバージョンに関する情報である。なお、上記機器設定情報に
含まれる項目の種類は、情報処理装置１の種類等によって異なる。
【００４４】
　そして、上記デバイスクローニングファイルの作成および当該デバイスクローニングフ
ァイルの内容に基づく、情報処理装置１の機器設定情報の更新は、制御部１０と情報記憶
部２０とによって行われる。以下に、制御部１０と情報記憶部２０との詳細な構成につい
て説明する。
【００４５】
　まず、制御部１０の詳細な構成について説明する。上記制御部１０は、情報記憶部２０
、ネットワークＩ／Ｆ３０、操作・表示部４０、スキャナ部５０、ＦＡＸ部５０、および
、プリンタエンジン７０を制御するものである。そして、上記制御部１０は、具体的には
、図１に示すように、データ判断部１１、機器識別部１２、機器設定登録部１７、ファー
ムウェア判定部１３、通知部１８およびデバイスクローニングファイル作成部１９を備え
ている。また、上記ファームウェア判定部１３は、ファームウェアバージョン判定部１４
、バージョンアップ判断部１５、および、バージョンアップ処理部１６を備えている。
【００４６】
　上記データ判断部１１は、ネットワークＩ／Ｆ３０を介して外部から送信されてくる各
種データを、振り分けるものである。例えば、外部から画像データと当該画像データの画
像形成要求が送信されてきた場合、データ判断部１１は、画像データをプリンタエンジン
７０に送る。そして、上記データ判断部１１は、外部から送信されてきたデバイスクロー
ニングファイルを受信した場合には、当該デバイスクローニングファイルを機器識別部１
２に送る。
【００４７】
　上記機器識別部１２は、データ判断部１１から送られてきたデバイスクローニングファ
イルが、壊れていないか、および、正しいかを調べる。また、上記機器識別部１２は、当
該デバイスクローニングファイルに含まれている機器識別情報を抽出して、情報記憶部２
０の機器識別情報記憶部２１に記憶されている情報処理装置１自身の機器識別情報とを比
較する。そして、上記２つの機器識別情報（デバイスクローニングファイルに含まれてい
る機器識別情報、および、自身の機器識別情報）が一致していると判断した場合に、デバ
イスクローニングファイルを、ファームウェアバージョン判定部１４に送信する。また、
上記２つの機器識別情報が異なっていると判断した場合には、デバイスクローニングファ
イルを破棄するとともに、後述する通知部１８を動作させて、当該デバイスクローニング
ファイルを送信してきた送信元に対して異常を通知する。上記通知部１８は、このとき、
送信元に対して、「デバイスクローニングファイルが壊れている」、または、「機器設定
情報を更新する対象となる機器の種類が異なる」等の通知を行う。
【００４８】
　なお、例えば、デバイスクローニングファイルに含まれる機器識別情報の内容が、プリ
ンタに関する情報であって、情報処理装置１の機器識別情報の内容がスキャナに関する情
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報の場合、このデバイスクローニングファイルに基づいて自身の設定を変更した場合には
、情報処理装置１が正常に動作しない場合がある。従って、このような場合には、デバイ
スクローニングファイルは破棄される。しかし、例えば、デバイスクローニングファイル
に含まれる機器識別情報の内容が、プリンタ機能を含む複合機に関する情報であって、情
報処理装置１の機器識別情報の内容がプリンタに関する情報の場合には、デバイスクロー
ニングファイルに含まれるプリンタに関する機器設定情報のみを更新すれば、情報処理装
置１を正常に動作させることができる。つまり、上記「一致」とは、完全一致のみを示す
ものではなく、デバイスクローニングファイルに含まれる機器識別情報の内容が、情報処
理装置１の機器設定情報を少なくとも含む場合には「一致」したとする。なお、機器設定
情報の更新については後述する。
【００４９】
　上記ファームウェア判定部１３は、機器識別部１２から送信されてきたデバイスクロー
ニングファイルに含まれるファームウェアのバージョン情報に基づいて、情報処理装置１
の機器設定情報を更新するか否かを判断する。また、上記ファームウェア判定部１３は、
上記バージョン情報と、ファームウェア記憶部２２に記憶されているファームウェアのバ
ージョン情報とを比較して、ファームウェアを更新するか否かを判断する。これについて
説明する。
【００５０】
　上記ファームウェア判定部１３は、ファームウェアバージョン判定部１４、バージョン
アップ判断部１５、および、バージョンアップ処理部１６を備えている。
【００５１】
　上記ファームウェアバージョン判定部１４は、デバイスクローニングファイルに含まれ
るファームウェアのバージョン情報と、情報記憶部２０のファームウェア記憶部２２に記
憶されているファームウェアのバージョン情報とを比較する。つまり、ファームウェア判
定部１３は、情報処理装置１自身のファームウェアのバージョン情報とデバイスクローニ
ングファイルに含まれているバージョン情報とが同じであるか否かを判断する。
【００５２】
　上記バージョンアップ判断部１５は、ファームウェアバージョン判定部１４の判定結果
に基づいて、情報記憶部２０に記憶されているファームウェアおよび機器設定情報のうち
、（１）ファームウェアおよび機器設定情報の両方を更新する、（２）機器設定情報のみ
を更新する、（３）更新を中止する、のいずれかの処理を行う。
【００５３】
　具体的には、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニングファイルに含まれ
るファームウェアのバージョン情報と、ファームウェア記憶部２２に記憶されているファ
ームウェアのバージョン情報とが同じである旨の信号を受信すると、機器設定情報のみを
更新する。また、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニングファイルに含ま
れるファームウェアのバージョン情報と、ファームウェア記憶部２２に記憶されているフ
ァームウェアのバージョン情報とが異なっている旨の信号を受信すると、ファームウェア
を自動的に更新することを許可する設定になっているか否かによって、更新処理を切換え
る。
【００５４】
　具体的には、上記２つのバージョン情報が異なっている場合であって、ファームウェア
を自動的に更新することを許可する設定になっている場合には、バージョンアップ判断部
１５は、ファームウェアと機器設定情報との両方を更新する。一方、上記２つのバージョ
ン情報が異なっている場合であって、ファームウェアを自動的に更新することを許可しな
い設定になっている場合には、バージョンアップ判断部１５は、ファームウェアを更新し
ないで機器設定情報を更新すると正常に動作することができるか否かを判断し、正常に動
作することができると判断した場合には、ファームウェアを更新することなく、機器設定
情報のみを更新する。また、正常に動作しないと判断した場合には、更新処理を行わない
。ここで上記正常に動作するか否かを判断する方法について説明する。
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【００５５】
　上記バージョンアップ判断部１５は、上記ファームウェアバージョン判定部１４から送
信されてきたデバイスクローニングファイルに含まれている機器設定情報と、情報記憶部
２０の機器設定情報記憶部２４に記憶されている機器設定情報とに基づいて、ファームウ
ェアのバージョンアップが必要か否かを判断する。例えば、情報記憶部２０のファームウ
ェア記憶部２２に記憶されているファームウェアのバージョンが、デバイスクローニング
ファイルに記録されているバージョン情報と異なっている場合であっても、機器設定情報
を更新したとしても正常に動作する場合がある。このような場合には、ファームウェアの
バージョンアップを行わなくてもよい。つまり、上記ファームウェアバージョン判定部１
４では、単に、デバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情報と、情報記
憶部２０に記憶されているファームウェアのバージョン情報とを比較するだけであるが、
上記バージョンアップ判断部１５は、上記２つのバージョン情報が異なっていても機器設
定情報を更新できるか否かを判断する。
具体的には、上記バージョンアップ判断部１５は、上記更新データの機器設定情報に含ま
れる項目の種類が情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を
全て含まれているか否かを判断する。これにより機器設定情報のみを更新できるか否かを
判断することができる。
【００５６】
　また、上記バージョンアップ判断部１５は、情報記憶部２０のバージョンアップ設定記
憶部２５に記憶されているバージョンアップ設定情報を参照して、情報処理装置１に内蔵
されているファームウェアを自動的にバージョンアップすることが許可するように設定さ
れているか否かを判断する。
【００５７】
　そして、自動バージョンアップを許可する設定であり、ファームウェアのバージョンア
ップが必要であると判断した場合、バージョンアップ判断部１５は、バージョンアップ処
理部１６に、ファームウェア取得命令を送信する。また、ファームウェアのバージョンア
ップが必要であるが、自動バージョンアップを許可しない設定である場合、バージョンア
ップ判断部１５は、通知部１８を動作させて、送信元にファームウェアのバージョンアッ
プが必要である旨を通知する。
【００５８】
　バージョンアップ処理部１６は、バージョンアップ判断部１５からファームウェア取得
命令を受信すると、外部から対応するファームウェアを取得するとともに、情報記憶部２
０に記憶されているファームウェアを更新する。そして、バージョンアップ処理部１６は
、ファームウェアのバージョンアップ処理を完了すると、機器設定登録部１７に、デバイ
スクローニングファイルを送信して機器設定情報の更新を行わせる。また、情報記憶部２
０のバージョンアップ設定記憶部２５に記憶されている設定が、バージョンアップ処理を
行うと送信元に当該バージョンアップ処理を行った旨を通知する設定となっている場合、
バージョンアップ処理部１６は、バージョンアップ処理を完了すると、通知部１８を動作
させて、自動的にバージョンアップ処理が完了した旨を送信元に通知する。
【００５９】
　上記機器設定登録部１７は、上記ファームウェア判定部１３から送信されてきたデバイ
スクローニングファイルに含まれている機器設定情報に基づいて、情報記憶部２０の機器
設定記憶部に記憶されている自身の機器設定情報を更新する。また、上記機器設定登録部
１７は、デバイスクローニングファイルに含まれているアドレス帳情報に基づいて、情報
記憶部２０のアドレス帳記憶部２３に記憶されているアドレス情報の内容を更新する。そ
して、上記機器設定登録部１７は、機器設定情報の更新を完了すると、通知部１８を動作
させて、設定の更新が完了した旨を通知する。上記通知部１８は、送信元に対して、様々
な情報を通知する。
【００６０】
　次に、情報記憶部２０について説明する。情報記憶部２０は、機器識別情報記憶部２１

10

20

30

40

50

(11) JP 4021407 B2 2007.12.12



、ファームウェア記憶部２２、アドレス帳記憶部２３、機器設定情報記憶部２４、および
、バージョンアップ設定記憶部２５を備えている。上記機器識別情報記憶部２１には、情
報処理装置１の機器識別情報が記憶されている。上記ファームウェア記憶部２２は、ファ
ームウェアおよび当該ファームウェアのバージョン情報が記憶されている。アドレス帳記
憶部２３には、アドレス帳情報が記憶されている。バージョンアップ設定記憶部２５には
、自動的にバージョンアップを行うか否かを設定する自動バージョンアップ設定情報と、
自動バージョンアップ処理を行った場合、この自動バージョンアップ処理を行ったことを
通知するか否かを設定する自動バージョンアップ通知情報とが記憶されている。
【００６１】
　なお、自動バージョンアップ設定情報は、情報処理装置１の操作・表示部４０を用いて
設定することができる。例えば、表示部に図４に示すように表示し、操作者が任意に設定
することが可能である。なお、図４は、自動バージョンアップ設定情報を設定する設定画
面の一例を示す正面図である。
【００６２】
　上記デバイスクローニングファイル作成部１９は、外部から送信されてくる上記作成命
令信号を受信すると、情報記憶部２０に記憶されている各種情報からデバイスクローニン
グファイルを作成するものである。
【００６３】
　図５は、上記情報処理装置１と通信回線を介して接続されているホストＰＣの概略構成
を示すブロック図である。ここで、上記情報処理装置１に対して、作成命令信号およびデ
バイスクローニングファイルを送信するホストＰＣについて図５を参照して説明する。な
お、上記作成命令信号およびデバイスクローニングファイルを送信する機器としては、上
記ホストＰＣに限定されるものではなく、例えば、情報処理装置１と通信回線を介して接
続されている機器であればよい。従って、例えば、他の情報処理装置１であってもよい。
【００６４】
　上記ホストＰＣは、Ｉ／Ｆと、デバイスクローニングファイル作成命令信号部と、デバ
イスクローニングファイル送信部と、記憶部とを備えている。また、上記記憶部は、デバ
イスクローニングファイル記憶部と接続先記憶部とを備えている。
【００６５】
　上記Ｉ／Ｆは、通信回線を介してデータのやり取りを行うものである。つまり、ホスト
ＰＣと情報処理装置１とは通信回線を介して接続されている。
【００６６】
　デバイスクローニングファイル作成命令信号部は、通信回線を介して接続されている情
報処理装置１に対して、作成命令信号を送信するものである。
【００６７】
　デバイスクローニングファイル記憶部は、情報処理装置１から送信されてきたデバイス
クローニングファイルを記憶するものである。接続先記憶部は、ホストＰＣと、通信回線
を介して接続されている情報処理装置１の機器のＩＰアドレス等を記憶している。
【００６８】
　デバイスクローニングファイル送信部は、デバイスクローニングファイル記憶部に記憶
されているデバイスクローニングファイルを情報処理装置１に対して送信するものである
。
【００６９】
　つまり、上記ホストＰＣは、情報処理装置１に対して作成命令信号を送信し、デバイス
クローニングファイルを作成させる。そして、上記情報処理装置１から送信されてくるデ
バイスクローニングファイルを記憶し、他の情報処理装置１に、当該デバイスクローニン
グファイルを送信するようになっている。
【００７０】
　ここで、ホストＰＣから作成命令信号を受信した際の、情報処理装置１の処理を図６の
フローチャートを参照して説明する。
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【００７１】
　まず、ホストＰＣから作成命令信号が情報処理装置１に対して送信される（Ｓ１０）。
作成命令信号を受信した情報処理装置１は、自身がデバイスクローニングファイルを作成
することができるか否かを判断する（Ｓ１１）。具体的には、データ判断部１１が、ホス
トＰＣから送信されてくるデータが作成命令信号であるか否かを判断する。また、データ
判断部１１が、ホストＰＣから送信されてきたデータが作成命令信号であると判断できな
い場合には処理は終了する。
【００７２】
　次に、データ判断部１１は、ホストＰＣから送信されてきたデータが作成命令信号であ
ると判断すると、作成命令信号をデバイスクローニングファイル作成部１９に送信する。
そして、作成命令信号を受信したデバイスクローニングファイル作成部１９は、機器設定
情報記憶部２４およびアドレス帳記憶部２３に記憶されている機器設定情報およびアドレ
ス帳情報を取得し、データ転送用作業領域に格納する（Ｓ１２）。
【００７３】
　次に、デバイスクローニングファイル作成部１９は、機器識別情報記憶部２１に記憶さ
れている機器識別情報を取得し、データ転送用作業領域に格納する（Ｓ１３）。
【００７４】
　さらに、デバイスクローニングファイル作成部１９は、ファームウェア記憶部２２に記
憶されているファームウェアのバージョン情報を取得し、データ転送用作業領域に格納す
る（Ｓ１４）。
【００７５】
　そして、デバイスクローニングファイル作成部１９は、上記ステップＳ１２～１４にて
取得した機器設定情報、アドレス帳情報、機器識別情報、および、バージョン情報をまと
めて、デバイスクローニングファイルとし、当該デバイスクローニングファイルを作成命
令の送信元であるホストＰＣに送信する（Ｓ１５）。このようにして、情報処理装置１は
、デバイスクローニングファイルを作成し、送信元であるホストＰＣに送信することがで
きる。
【００７６】
　次に、ホストＰＣからデバイスクローニングファイルが送信された場合の、情報処理装
置１における機器設定情報の更新処理について、図７のフローチャートを参照して説明す
る。
【００７７】
　まず、ホストＰＣから機器設定情報を更新する情報処理装置１に対して、デバイスクロ
ーニングファイルが送信される（Ｓ２０）。なお、上記デバイスクローニングファイルは
、他の情報処理装置１から送信されてきたものであってもよく、ホストＰＣにて作成され
たものであってもよい。
【００７８】
　次に、デバイスクローニングファイルを受信した情報処理装置１は、受信したデバイス
クローニングファイルに基づいて、自身の機器設定情報を変更することができるか否かを
判断する（Ｓ２１）。具体的には、データ判断部１１が、ホストＰＣから送信されてくる
データがデバイスクローニングファイルであるか否かを判断する。また、データ判断部１
１が、ホストＰＣから送信されてきたデータがデバイスクローニングファイルであると判
断できない場合には処理は終了する。
【００７９】
　そして、データ判断部１１は、ホストＰＣから送信されてきたデータがデバイスクロー
ニングファイルであると判断すると、当該デバイスクローニングファイルを受信し（Ｓ２
２）、受信が完了したか否かを判断する（Ｓ２３）。
【００８０】
　次に、データ判断部１１は、受信したデバイスクローニングファイルを機器識別部１２
に送信する。そして、機器識別部１２は、受信したデバイスクローニングファイルのチェ
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ックサムの確認を行い（Ｓ２４）、チェックサムの確認結果が正常であるか否かを判断す
る（Ｓ２５）。
【００８１】
　ステップＳ２５にて、チェックサムの確認結果が正常であると判断すると、機器識別部
１２は、受信したデバイスクローニングファイルから機器識別情報を抽出する（Ｓ２６）
。そして、機器識別部１２は、上記機器識別情報と、自身の機器識別情報記憶部２１に記
憶されている機器識別情報とが一致しているか否かを判断する（Ｓ２７）。
【００８２】
　上記ステップＳ２７にて、２つの機器識別情報が一致していると判断すると、機器識別
部１２は、上記デバイスクローニングファイルをファームウェア判定部１３のファームウ
ェアバージョン判定部１４に送信する。
【００８３】
　次に、ファームウェアバージョン判定部１４は、受信したデバイスクローニングファイ
ルからバージョン情報を抽出する（Ｓ２８）。そして、ファームウェアバージョン判定部
１４は、上記バージョン情報と、自身のファームウェア記憶部２２に記憶されているバー
ジョン情報とが一致しているか否かを判断する（Ｓ２９）。
【００８４】
　上記ステップＳ２９にて、２つのバージョン情報が一致していると判断すると、ファー
ムウェアバージョン判定部１４は、上記デバイスクローニングファイルを機器設定登録部
１７に送信する。
【００８５】
　そして、デバイスクローニングファイルを受信した機器設定登録部１７は、当該デバイ
スクローニングファイルに含まれている機器設定情報とアドレス帳情報とを抽出する。そ
して、機器設定登録部１７は、抽出した機器設定情報とアドレス帳情報とを、自身の機器
設定情報記憶部２４およびアドレス帳記憶部２３に記憶する（Ｓ３０）。なお、既に自身
の機器設定情報記憶部２４およびアドレス帳記憶部２３に機器設定情報とアドレス帳情報
が記録されている場合には、機器設定登録部１７は、抽出した機器設定情報およびアドレ
ス帳情報に情報を更新する。
【００８６】
　その後、機器設定登録部１７は、機器設定情報とアドレス帳情報の登録を完了したか否
かを判断する（Ｓ３１）。そして、終了したと判断すると、通知を動作させて、送信元に
対して機器設定情報の登録処理を完了した旨を通知する（Ｓ３２）。そして、機器設定情
報の更新処理を終了する。
【００８７】
　上記Ｓ２９にて、２つのバージョン情報が異なると判断した場合、ファームウェアバー
ジョン判定部１４は、受信したデバイスクローニングファイルをバージョンアップ判断部
１５に送信する。
【００８８】
　そして、バージョンアップ判断部１５は、バージョンアップ設定記憶部２５に記憶され
たバージョンアップ設定情報を参照して、自身が自動バージョンアップを行う設定になっ
ているか否かの判断を行う（Ｓ３３）。
【００８９】
　そして、自動バージョンアップが許可されている設定であると判断した場合、バージョ
ンアップ判断部１５は、バージョンアップ処理部１６に、バージョンアップ命令信号を送
信する。上記バージョンアップ命令信号を受信すると、バージョンアップ処理部１６は、
ネットワークＩ／Ｆ３０を介して、外部の機器に接続し、上記デバイスクローニングファ
イルのバージョン情報と対応するファームウェアのダウンロードを行う。そして、バージ
ョンアップ処理部１６は、ダウンロードしたファームウェアを用いて、自身のファームウ
ェアのバージョンアップを行う（Ｓ３４）。具体的には、バージョンアップ処理部１６は
、ダウンロードしたファームウェアをファームウェア記憶部２２に記憶させる。そして、
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ファームウェアのバージョンアップが完了すると、バージョンアップ処理部１６は、バー
ジョンアップ判断部１５に、完了報告を送信する。
【００９０】
　完了報告を受信したバージョンアップ判断部１５は、バージョンアップ設定記憶部２５
に記憶されたバージョンアップ設定情報を参照して、送信者に対してファームウェアのバ
ージョンアップを行ったことを通知する設定になっているか否かを判断する（Ｓ３５）。
そして、上記ステップＳ３５にて、バージョンアップ通知を行う設定になっていると判断
した場合、バージョンアップ判断部１５は、通知部１８を動作させて、送信元に対して、
ファームウェアのバージョンアップを行った旨の通知を行うとともに、操作・表示部４０
を動作させて、上記旨を通知する（Ｓ３６）。そして、バージョンアップ判断部１５は、
デバイスクローニングファイルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２
の処理を行う。また、上記ステップＳ３５にて、バージョンアップ通知を行う設定になっ
ていないと判断した場合、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニングファイ
ルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を行う。
【００９１】
　上記ステップＳ３３にて、自動バージョンアップが許可されている設定でないと判断し
た場合、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニングファイルの機器設定情報
と、情報記憶部２０の機器設定情報記憶部２４とを比較し、バージョンアップが必要か否
かを判断する（Ｓ３７）。そして、上記ステップＳ３７にて、バージョンアップが必要で
あると判断した場合には、バージョンアップ判断部１５は、バージョンアップ設定記憶部
２５に記憶されたバージョンアップ設定情報を参照して、送信者に対してファームウェア
のバージョンアップを行ったことを通知する設定になっているか否かを判断する（Ｓ３８
）。そして、上記ステップＳ３８にて、バージョンアップ通知を行う設定になっていると
判断した場合、バージョンアップ判断部１５は、通知部１８を動作させて、送信元に対し
て、ファームウェアのバージョンアップが必要である旨を報知するとともに、操作・表示
部４０を動作させて、上記旨を通知する（Ｓ３９）。また、上記ステップＳ３８にて、バ
ージョンアップ通知を行わない設定になっていると判断した場合には、処理を終了する。
【００９２】
　また、上記ステップＳ３７にて、バージョンアップが必要でないと判断した場合、すな
わち、現行のファームウェアのままで機器設定情報を更新した場合でも正常に動作させる
ことができると判断した場合には、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニン
グファイルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を行う。
【００９３】
　また、上記ステップＳ２５にて、チェックサムが正常でないと判断した場合、機器識別
部１２は、通知部１８を動作させて、送信元にデバイスクローニングファイルが壊れてい
るか、または、正常でない旨の報知を行う（Ｓ４０）。
【００９４】
　また、上記ステップＳ２７にて、２つの機器識別情報が一致しないと判断すると、機器
判断部は、通知部１８を動作させて、送信元に、送信したデバイスクローニングファイル
では、機器の設定を行うことができない旨の報知を行う（Ｓ４０）。
【００９５】
　以上のように、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、自装置の機器設定情報および
自装置を動作させるプログラムを記憶する情報記憶部２０と、外部とデータの送受信を行
うネットワークＩ／Ｆ３０とを備える情報処理装置１であって、上記機器設定情報および
上記プログラムのバージョン情報を含む更新データを受信した際に、当該更新データに含
まれているプログラムのバージョン情報と、上記情報記憶部２０に記憶されているプログ
ラムのバージョン情報とを比較するファームウェアバージョン判定部１４と、上記ファー
ムウェアバージョン判定部１４の比較結果に基づいて、情報記憶部２０に記憶されている
、機器設定情報または機器設定情報とプログラムとの両方を更新するバージョンアップ判
断部１５と、上記バージョンアップ判断部１５からの指示に基づいて、上記ネットワーク
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Ｉ／Ｆ３０を介して外部から上記プログラムを取得するバージョンアップ処理部１６とを
備え、上記バージョンアップ判断部１５は、上記ファームウェアバージョン判定部１４の
比較結果から２つのバージョン情報が異なると判断すると、バージョンアップ処理部１６
を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプロ
グラムを取得して情報記憶部２０に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器
設定情報を更新する一方、上記２つのバージョン情報が同じであると判断すると、機器設
定情報を更新するする構成である。
【００９６】
　上記の構成によれば、ファームウェアバージョン判定部１４が、新たに外部から送信さ
れてきた更新データに含まれるバージョン情報と、既に情報記憶部２０に登録されている
プログラムのバージョン情報とを比較するようになっている。そして、この比較結果に基
づいて、バージョンアップ判断部１５は、プログラムのバージョンアップを行った後で機
器設定情報の更新を行うか、プログラムのバージョンアップを行うことなく機器設定情報
のみを更新するかの処理を行うことができる。
【００９７】
　つまり、上記の構成によれば、機器設定情報の更新を行う前に、プログラムを更新する
必要があるか否かを判断するようになっている。これにより、例えば、機器設定情報のみ
の更新を行った場合、正常に動作することができないといった事態を防止することができ
る。従って、機器の設定を更新した場合でも問題なく使用することができる情報処理装置
１を提供することができる。
【００９８】
　また、機器設定情報とプログラムとの更新を同時に行うことができる。
【００９９】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、上記バージョンアップ処理部１６は、
上記プログラムを、上記更新データを送信した送信元、または、当該プログラムの製造元
から取得する構成であることがより好ましい。
【０１００】
　上記更新データを送信した送信元には、当該更新データに含まれているプログラムのバ
ージョン情報と対応するプログラムが記憶されていることが多い。また、プログラムの製
造元からプログラムを取得する場合には、正常なプログラムを取得することができる。従
って、より簡単かつ正常なプログラムを取得することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、バージョンアップ判断部１５が上記フ
ァームウェアバージョン判定部１４の比較結果から２つのバージョン情報が異なるもので
あると判断した場合に上記更新データに含まれているバージョン情報に対応したプログラ
ムの取得の可否を設定する、設定・表示部を備えており、上記プログラムを取得できるよ
うに設定されている場合、バージョンアップ判断部１５は、バージョンアップ処理部１６
を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情報と対応するプロ
グラムを取得して情報記憶部２０に記憶されているプログラムを更新するとともに、機器
設定情報を更新する一方、上記プログラムを取得できないように設定されている場合、バ
ージョンアップ判断部１５は、機器設定情報を更新する構成がより好ましい。
【０１０２】
　上記の構成によれば、プログラムのバージョン情報が、情報記憶部２０と更新データと
で異なっている場合であっても、機器設定情報のみを更新しても正常に動作する場合があ
る。つまり、上記の構成とすることにより、不要なプログラムのバージョンアップが自動
的に行われることを防止することができる。
【０１０３】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、上記プログラムを取得できないように
設定されている場合、バージョンアップ判断部１５は、上記更新データに含まれている機
器設定情報と上記情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報とに含まれる項目の種類
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を比較し、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、情報記憶部２０に記
憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、機器設定
情報の更新を中止するものであり、上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類
が、情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含むと判
断すると、情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報を更新する構成がより好ましい
。
【０１０４】
　上記の構成とすることにより、例えば、プログラムを更新することなく機器設定情報の
みを更新したい場合であっても、好適に更新を行うことができる、また、プログラムを更
新しないで機器設定情報を更新すると正常に動作しない可能性がある場合、すなわち、上
記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が、情報記憶部２０に記憶されている
機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、機器設定情報の更新を
中止するので、情報処理装置１が正常に動作できなくなることを防止することができる。
【０１０５】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、送信元に対して、情報を報知する通知
部１８を備え、上記機器設定情報の更新を中止した場合には、上記通知部１８は、中止し
たことを送信元に報知する構成がより好ましい。
【０１０６】
　機器設定情報の更新を中止したことを送信元に報知することができる。つまり、機器設
定情報の更新ができなかった情報処理装置１を送信元に報知することができる。
【０１０７】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置１は、送信元に対して、情報を報知する通知
部１８を備え、プログラムの更新を行った場合には、上記通知部１８は、プログラムを更
新した旨を送信元に報知する構成がより好ましい。
【０１０８】
　上記の構成によれば、機器設定情報と併せてプログラムを更新したことを送信元に報知
することができる。
【０１０９】
　なお、上記の説明では、情報処理装置１として複合機を例に説明したが、情報処理装置
１は、これに限定されるものではない。本実施の形態にかかる情報処理装置１は、外部と
通信回線を介して、自身の設定を変更することができるものであればよい。上記情報処理
装置１としては、具体的には、例えば、プリンタ、ＦＡＸ、複写機、スキャナ等が挙げら
れる。
【０１１０】
　また、上記の説明では、機器設定情報とアドレス帳情報とを同時に更新する情報処理装
置１の例について説明しているが、単に、機器設定情報のみをファームウェアのバージョ
ン情報に基づいて更新するものであってもよい。
【０１１１】
　また、上記の説明では、プログラムの一例としてファームウェアを例にして説明してい
るが、上記プログラムとしては、例えば、ＯＳ（オペレーティング　システム）やプリン
タドライバ等であってもよい。つまろ、上記プログラムは、情報処理装置１または情報処
理装置１の一部を動作させるプログラムであればよい。
【０１１２】
　なお、上記制御部１０は、各ブロック（が、ハードウェアロジックによって実現されて
もよいし、これら機能のうちの少なくとも何れか一部を、次のようにＣＰＵを用いてソフ
トウェアによって実現されてもよい。
【０１１３】
　すなわち、情報処理装置１の制御部１０は、各ブロックの機能を実現する情報処理装置
１の制御方法の命令を実行するＣＰＵ（ central processing unit）、上記プログラムを
格納したＲＯＭ（ read only memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（ random acces
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s memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体
）などを備えている。そして、制御部１０は、上述した機能を実現するソフトウェアであ
る情報処理装置１の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コー
ドプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を
、制御部１０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録さ
れているプログラムコードを読み出し実行することによっても、実現可能である。この場
合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した機能を実現することにな
り、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１１４】
　このように本明細書において、手段（部）とは必ずしも物理的手段を意味するものでは
なく、各手段の機能がソフトウェアによって実現される場合も包含する。さらに、１つの
手段の機能が、２つ以上の物理的手段により実現されても、もしくは、２つ以上の手段の
機能が、１つの物理的手段により実現されてもよい。
【０１１５】
　また、本発明の情報処理装置１の制御プログラムは、コンピュータを上記の各手段とし
て機能させるコンピュータ・プログラムである。
【０１１６】
　上記の構成により、コンピュータで上記情報処理装置１の各手段を実現することによっ
て、上記情報処理装置１を実現することができる。
【０１１７】
　また、本発明の情報処理装置１の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体は、上記の各手段をコンピュータに実現させて、上記情報処理装置１を動作さ
せる情報処理装置１の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体で
あってもよい。
【０１１８】
　また、上記の例では、外部とデータのやり取りをネットワークＩ／Ｆ３０にて行う構成
について説明している。しかしながら、本発明にかかる情報処理装置１は、有線・無線を
介してプログラム（ファームウェア）のバージョンアップを行うことに限定されるもので
はない。例えば、上記外部には、ＰＣカードやＵＳＢメモリのような、情報処理装置に汎
用／専用Ｉ／Ｆを介して接続可能なものも含まれる。つまり、例えば、ＵＳＢメモリにフ
ァームウェアおよび機器設定情報を格納しておき、当該ＵＳＢメモリを情報処理装置１に
接続することで、ファームウェアのバージョンアップ処理を行うようにしてもよい。
【０１１９】
　また、上記の説明では、自動バージョンアップを許可するモードと禁止モードとがある
構成について説明している。しかしながら、設定に関しては、上記に限定されるものでは
なく、例えば、強制的にバージョンアップを行う設定を設けてもよい。このように強制的
にファームウェアのバージョンアップを行う構成とすることにより、例えば、中古の情報
処理装置や古い在庫の情報処理装置などが混在している場合もあり、一斉にプログラムと
機器設定情報を更新したい場合等により有効となる。
【０１２０】
　また、自動バージョンアップを行ったことを通知する、自動バージョンアップ通知許可
設定になっている場合には、例えば、操作・表示部４０を動作させてユーザに表示したり
、プリンタエンジン７０を動作させて自動バージョンアップを行ったことを印刷すること
により通知したりする方法等がある。
【０１２１】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図８ないし図１０に基づいて説明すれば、以下の通り
である。なお、説明の便宜上、前記実施の形態１にて示した各部材と同一の機能を有する
部材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【０１２２】
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　本実施の形態にかかる情報処理装置３１は、デバイスクローニングファイルに含まれる
機器設定情報に含まれる項目の種類と、情報処理装置３１の情報記憶部２０に記憶されて
いる機器設定情報に含まれる項目の種類とを比較することにより、ファームウェアのバー
ジョンアップ処理を行うか否かを決定する構成である。
【０１２３】
　図８は、本実施の他の形態にかかる情報処理装置３１の概略の構成を示すブロック図で
ある。
【０１２４】
　本実施の形態にかかる情報処理装置３１は、図８に示すように、実施の形態１と比べて
ファームウェア判定部１３の構成が異なっている。他の構成、機能については上記実施の
形態と同様である。なお、説明の便宜上、本実施の形態においては、ファームウェア判定
部１３を、「ファームウェア判定部（Ａ）３４」として説明する。
【０１２５】
　本実施の形態では、ファームウェア判定部（Ａ）３４は、データ構造比較部３３と、フ
ァームウェアバージョン判定部１４と、バージョンアップ処理部１６とを備えている。
【０１２６】
　上記データ構造比較部３３は、デバイスクローニングファイルに含まれる機器設定情報
に含まれる項目の種類と、情報処理装置３１の情報記憶部２０に記憶されている機器設定
情報に含まれる項目の種類とを比較するものである。具体的には、例えば、データ構造比
較部３３は、デバイスクローニングファイルに含まれる機器設定情報を抽出して、当該機
器設定情報の項目の種類を解析する。そして、データ構造比較部３３は、その解析結果が
、情報処理装置３１の情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報の項目の種類と一致
しているか否かを判断する。なお、ここで「一致しているか否か」については、上記デバ
イスクローニングファイルの機器設定情報に含まれる項目の種類が、情報記憶部２０に記
憶されている機器設定情報に含まれている項目の種類を全て含む場合を「一致」とする。
従って、上記２つの機器設定情報に含まれる項目の種類が完全に一致した場合であっても
、また、デバイスクローニングファイルの機器設定情報に含まれる項目が、情報記憶部２
０に記憶されている機器設定情報に含まれている項目の種類を全て含み、かつ、それより
も多い場合であっても「一致」と判断する。
【０１２７】
　次に、上記情報処理装置３１における機器設定情報の更新処理について、図９のフロー
チャートを参照して説明する。なお、上記実施の形態１と同じ工程については、同じ工程
番号を付し、その説明を省略する。
【０１２８】
　上記ステップＳ２７にて、２つの機器識別情報が一致すると判断すると、機器判断部は
、上記デバイスクローニングファイルをファームウェア判定部（Ａ）３４に送信する。デ
バイスクローニングファイルを受信すると、ファームウェア判定部（Ａ）３４のデータ構
造比較部３３は、当該デバイスクローニングファイルに含まれる機器設定情報およびアド
レス帳情報を抽出する。そして、データ構造比較部３３は、抽出した機器設定情報に含ま
れる項目の種類と、情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類
を比較し（Ｓ４１）、両者が一致しているか否かを判断する（Ｓ４２）。
【０１２９】
　上記ステップＳ４２にて、両者が一致していると判断した場合、データ構造比較部３３
は、デバイスクローニングファイルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ
３２の処理を行う。
【０１３０】
　一方、上記ステップＳ４２にて、両者が一致していないと判断した場合、データ構造比
較部３３は、バージョンアップ設定記憶部２５に記憶されたバージョンアップ設定情報を
参照して、自身が自動バージョンアップを行う設定になっているか否かの判断を行う（Ｓ
４３）。
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【０１３１】
　そして、自動バージョンアップが許可されている設定であると判断した場合、データ構
造比較部３３は、ファームウェアバージョン判定部１４に対して、バージョン情報比較命
令信号を送信する。バージョン情報比較命令信号を受信すると、ファームウェアバージョ
ン判定部１４は、上記デバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情報を抽
出する。そして、ファームウェアバージョン判定部１４は、抽出結果とファームウェア記
憶部２２に記憶されているバージョン情報とを比較して、外部から送信されてきたデバイ
スクローニングファイルに含まれているバージョン情報のほうが新しいバージョンである
か否かを判断し（Ｓ４４）、その比較結果をデータ構造比較部３３に送信する。
【０１３２】
　そして、データ構造比較部３３は、ファームウェアバージョン判定部１４から送信され
た、外部から送信されてきたデバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情
報のほうが新しい旨の信号を受信した場合（Ｓ４４，Ｙｅｓ）、バージョンアップ処理部
１６に対して、バージョンアップ命令信号を送信する。上記バージョンアップ命令信号を
受信すると、バージョンアップ処理部１６は、ネットワークＩ／Ｆ３０を介して、外部の
機器に接続し、上記デバイスクローニングファイルのバージョン情報と対応するファーム
ウェアのダウンロードを行う。そして、バージョンアップ処理部１６は、ダウンロードし
たファームウェアを用いて、自身のファームウェアのバージョンアップを行う（Ｓ４５）
。そして、ファームウェアのバージョンアップが完了すると、バージョンアップ処理部１
６は、データ構造比較部３３に、完了報告を送信する。
【０１３３】
　完了報告を受信したデータ構造比較部３３は、バージョンアップ設定記憶部２５に記憶
されたバージョンアップ設定情報を参照して、送信者に対してファームウェアのバージョ
ンアップを行ったことを通知する設定になっているか否かを判断する（Ｓ４６）。そして
、上記ステップＳ４６にて、バージョンアップ通知を行う設定になっていると判断した場
合、データ構造比較部３３は、通知部１８を動作させて、送信元に対して、ファームウェ
アのバージョンアップを行った旨の通知を行うとともに、操作・表示部４０を動作させて
、上記旨を通知する（Ｓ４７）。そして、データ構造比較部３３は、デバイスクローニン
グファイルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を行う。また
、上記ステップＳ４６にて、バージョンアップ通知を行う設定になっていないと判断した
場合、バージョンアップ判断部１５は、デバイスクローニングファイルを機器設定登録部
１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を行う。
【０１３４】
　一方、上記ステップＳ４３にて自動バージョンアップが許可されていない設定であると
判断した場合、または、上記ステップＳ４４にて、ファームウェアバージョン判定部１４
からデバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情報のほうが古いバージョ
ンである旨の信号を受信した場合、データ構造比較部３３は、ファームウェアのバージョ
ンアップが必要であるか否かを判断する（Ｓ４８）。
【０１３５】
　そして、上記ステップＳ４８にて、バージョンアップが必要であると判断した場合には
、データ構造比較部３３は、バージョンアップ設定記憶部２５に記憶されたバージョンア
ップ設定情報を参照して、送信者に対してファームウェアのバージョンアップを行ったこ
とを通知する設定になっているか否かを判断する（Ｓ４９）。そして、上記ステップＳ４
９にて、バージョンアップ通知を行う設定になっていると判断した場合、データ構造比較
部３３は、通知部１８を動作させて、送信元に対して、ファームウェアのバージョンアッ
プが必要である旨を報知するとともに、操作・表示部４０を動作させて、上記旨を通知す
る（Ｓ５０）。また、上記ステップＳ４９にて、バージョンアップ通知を行わない設定に
なっていると判断した場合には、処理を終了する。
【０１３６】
　また、上記ステップＳ４８にて、バージョンアップが必要でないと判断した場合、すな
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わち、現行のファームウェアのままで機器設定情報を更新した場合でも正常に動作させる
ことができると判断した場合には、データ構造比較部３３は、デバイスクローニングファ
イルを機器設定登録部１７に送信し、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を行う。
【０１３７】
　以上のように、本実施の形態にかかる情報処理装置３１は、自装置の機器設定情報およ
び自装置を動作させるプログラムを記憶する情報処理記憶部と、
　外部とデータの送受信を行うネットワークＩ／Ｆ３０とを備える情報処理装置３１であ
って、上記機器設定情報および上記プログラムのバージョン情報を含む更新データを受信
した際に、当該更新データに含まれている機器設定情報と上記情報記憶部２０に記憶され
ている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較するデータ構造比較部３３と、上記デ
ータ構造比較部３３の比較結果に基づいて、情報記憶部２０に記憶されている、機器設定
情報または機器設定情報とプログラムとの両方を更新するファームウェアバージョン判定
部（Ａ）３４と、上記データ構造比較部３３からの指示に基づいて、上記ネットワークＩ
／Ｆ３０を介して外部から上記プログラムを取得するバージョンアップ処理部１６とを備
え、上記ファームウェアバージョン判定部（Ａ）３４は、上記データ構造比較部３３の比
較結果から上記更新データの機器設定情報に含まれる項目の種類が情報記憶部２０に記憶
されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て含まないと判断すると、バージョン
アップ処理部１６を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョン情
報と対応するプログラムを取得して情報記憶部２０に記憶されているプログラムを更新す
るとともに、機器設定情報を更新する一方、上記更新データの機器設定情報に含まれる項
目の種類が、情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の種類を全て
含むと判断すると、機器設定情報を更新する構成である。
【０１３８】
　上記の構成によれば、データ構造比較部３３は、新たに送信されてきた機器設定情報と
、既に情報記憶部２０に登録されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較する
ようになっている。そして、この比較結果に基づいて、プログラムのバージョンアップを
行う必要があるか否かを判断することができる。そして、上記更新データの機器設定情報
に含まれる項目の種類が、情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目
の種類を全て含むと判断すると、機器設定情報の更新のみを行うようになっている。
【０１３９】
　これにより、プログラムのバージョン情報を意識することなく、機器の設定を更新した
場合でも問題なく使用することができる情報処理装置３１を提供することができる。
【０１４０】
　また、本実施の形態にかかる情報処理装置３１は、上記ファームウェアバージョン判定
部（Ａ）３４が上記データ構造比較部３３の比較結果から上記更新データの機器設定情報
に含まれる項目の種類が情報記憶部２０に記憶されている機器設定情報に含まれる項目の
種類を全て含まないと判断した場合に上記更新データに含まれているバージョン情報に対
応したプログラムの取得の可否を設定する設定部を備えており、上記プログラムを取得で
きるように設定されている場合、ファームウェアバージョン判定部（Ａ）３４は、バージ
ョンアップ処理部１６を動作させて上記更新データに含まれているプログラムのバージョ
ン情報と対応するプログラムを取得して情報記憶部２０に記憶されているプログラムを更
新するとともに、機器設定情報を更新する一方、上記プログラムを取得できないように設
定されている場合、ファームウェアバージョン判定部（Ａ）３４は、機器設定情報の更新
を中止する構成とすることがより好ましい。
【０１４１】
　上記の構成によれば、外部からプログラムを取得できないように設定されている場合に
は、機器設定情報の更新を行わないので、正常に動作できないことをより一層防止するこ
とができる。
【０１４２】
　なお、上記の説明では、機器設定情報に含まれる項目の種類が一致するか否かの判断に
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基づいて、ファームウェアのバージョンアップを行うか否かを決定する例について説明し
ている。つまり、上記の例では、ファームウェアのバージョン情報に関係なく機器設定情
報の更新を行った場合でも良好に動作できるか否かを判断している。しかしながら、ファ
ームウェアのバージョンは、機器設定情報の内容に関係なく、新しいバージョンのほうが
よい場合がある。ファームウェア等のプログラムは、バグが発見されるとそのバグに対応
したファームウェアにバージョンアップされることが多い。従って、古いバージョンのフ
ァームウェアであっても動作することができるが、より新しいファームウェアのバージョ
ンに更新したい場合には、例えば、上記ステップＳ３０の前で、以下に説明するバージョ
ンアップ処理を行ってもよい。
【０１４３】
　また、上記の説明では、データ構造比較部３３が、新たに送信されてきた機器設定情報
と、既に情報記憶部２０に登録されている機器設定情報とに含まれる項目の種類を比較す
る例について説明している。しかしながら、上記に限定されるものではなく、例えば、デ
ータ構造比較部３３は、機器設定情報に含まれる項目の種類および当該項目のデータ構造
を比較するようになっていてもよい。このように、項目の種類および当該項目のデータ構
造を比較することで、より一層正確なバージョンアップ処理を行うことができる。例えば
、上記項目の種類が完全に同じ場合であっても、当該項目のデータ構造のみが異なってい
る場合がある。このような場合には、項目の種類および当該項目のデータ構造を比較する
ことでより正確なバージョンアップ処理を行うことができる。
【０１４４】
　図１０は、バージョンアップ処理を説明するフローチャートである。
【０１４５】
　まず、データ構造比較部３３は、バージョンアップ設定記憶部２５に記憶されたバージ
ョンアップ設定情報を参照して、自身が自動バージョンアップを行う設定になっているか
否かの判断を行う（Ｓ５５）。
【０１４６】
　そして、上記ステップＳ５５にて、自動バージョンアップが許可されている設定である
と判断した場合、データ構造比較部３３は、ファームウェアバージョン判定部１４に対し
て、バージョン情報比較命令信号を送信する。バージョン情報比較命令信号を受信すると
、ファームウェアバージョン判定部１４は、上記デバイスクローニングファイルに含まれ
ているバージョン情報を抽出する。そして、ファームウェアバージョン判定部１４は、抽
出結果とファームウェア記憶部２２に記憶されているバージョン情報とを比較して、外部
から送信されてきたデバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情報のほう
が新しいバージョンであるか否かを判断し（Ｓ５６）、その比較結果をデータ構造比較部
３３に送信する。
【０１４７】
　そして、データ構造比較部３３は、ファームウェアバージョン判定部１４から送信され
た、外部から送信されてきたデバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情
報のほうが新しい旨の信号を受信した場合（Ｓ５６，Ｙｅｓ）、バージョンアップ処理部
１６に対して、バージョンアップ命令信号を送信する。上記バージョンアップ命令信号を
受信すると、バージョンアップ処理部１６は、ネットワークＩ／Ｆ３０を介して、外部の
機器に接続し、上記デバイスクローニングファイルのバージョン情報と対応するファーム
ウェアのダウンロードを行う。そして、バージョンアップ処理部１６は、ダウンロードし
たファームウェアを用いて、自身のファームウェアのバージョンアップを行う（Ｓ５７）
。そして、処理はステップＳ３０に進む。
【０１４８】
　一方、上記ステップＳ４３にて自動バージョンアップが許可されていない設定であると
判断した場合、または、上記ステップＳ４４にて、ファームウェアバージョン判定部１４
からデバイスクローニングファイルに含まれているバージョン情報のほうが古いバージョ
ンである旨の信号を受信した場合には、処理を終了する。
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【０１４９】
　また、上記の説明では、データ構造比較部３３が、上記２つの機器設定情報の項目の種
類を比較する例について説明している。しかしながら、データ構造比較部３３が比較する
ものとしては上記に限定されるものではなく、例えば、機器設定情報およびアドレス帳記
憶部２３の項目の種類を抽出して、これらが、デバイスクローニングファイルに含まれて
いる内容と情報記憶部２０に記憶されている内容とが一致しているか否かを判断してもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明にかかる情報処理装置は、通信回線を介して複数の情報処理装置が接続されてい
るネットワークシステムに好適に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、情報処理装置の概略の構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図２】上記情報処理装置が通信回線を介してホストＰＣと接続されている例を示すブロ
ック図である。
【図３】デバイスクローニングファイルのデータ構造を示す図面である。
【図４】自動バージョンアップ設定情報を設定する設定画面の一例を示す正面図である。
【図５】上記情報処理装置と通信回線を介して接続されているホストＰＣの概略構成を示
すブロック図である。
【図６】ホストＰＣから作成命令信号を受信した際の、情報処理装置の処理を示すフロー
チャートである。
【図７】ホストＰＣからデバイスクローニングファイルが送信された場合の、情報処理装
置における機器設定情報の更新処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施形態を示すものであり、情報処理装置の概略の構成を示す機能
ブロック図である。
【図９】ホストＰＣからデバイスクローニングファイルが送信された場合の、情報処理装
置における機器設定情報の他の更新処理を示すフローチャートである。
【図１０】バージョンアップ処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　　情報処理装置
　１０　制御部
　１１　データ判断部
　１２　機器識別部
　１３　ファームウェア判定部
　１４　ファームウェアバージョン判定部（比較手段）
　１５　バージョンアップ判断部（更新手段）
　１６　バージョンアップ処理部（取得手段）
　１７　機器設定登録部（更新手段）
　１８　通知部（報知手段）
　２０　情報記憶部（記憶手段）
　３０　ネットワークＩ／Ｆ（データ送受手段）
　３１　情報処理装置
　３２　ファームウェア判定部（Ａ）（更新手段）
　３３　データ構造比較部（項目比較手段）
　４０　操作・表示部（設定手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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