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(57)【要約】
【課題】　携帯端末が印刷装置を検索する際に、携帯端
末が参加している無線ＬＡＮネットワークに所望の印刷
装置が参加していない場合がある。この場合、携帯端末
は検索によって所望の印刷装置を発見できない。
【解決手段】　携帯端末は、携帯端末が参加している無
線ＬＡＮネットワークに印刷装置を参加させるためのガ
イド画面を表示する。このガイド画面には、携帯端末が
接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤが表示される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントに接続して、当該アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索
手段と、
　印刷装置の検索の結果を表示する表示手段とを備える携帯端末において、
　ユーザから所定の指示を前記携帯端末が受け付けたことに応じて、前記表示手段は、前
記携帯端末が参加している無線ＬＡＮネットワークに印刷装置を参加させるためのガイド
画面を表示し、
　前記ガイド画面には、前記携帯端末が接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤが表示され
ることを特徴とする携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置を検索する携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮ機能を備える携帯端末は、アクセスポイントに接続し、当該アクセスポイン
トを介して印刷装置を検索する。そして携帯端末は、検索結果の中からユーザに指定され
た印刷装置に印刷ジョブを送信する。印刷ジョブを受信した印刷装置は、受信した印刷ジ
ョブに基づく印刷処理をシートに実行する。特許文献１には、携帯端末が複数のアクセス
ポイントに順番に接続し、当該複数のアクセスポイントそれぞれを介して印刷装置を検索
する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１１６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザが、ユーザの目の前の印刷装置に対して携帯端末から印刷ジョブを送信したいと
する。このとき、携帯端末が実行する検索によってこの印刷装置を発見するためには、携
帯端末が参加している無線ＬＡＮネットワークにこの印刷装置も参加している必要がある
。しかしながら、携帯端末が参加している無線ＬＡＮネットワークにこの印刷装置が参加
しているとは限らないし、また、この印刷装置がそもそもアクセスポイントに接続してい
ないこともある。この場合、携帯端末が実行する検索によってこの印刷装置を発見できな
い。
【０００５】
　そこで本発明では、検索によって所望の印刷装置を発見できる可能性を向上させること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明が提供する携帯端末は、アクセスポイントに接
続して、当該アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索手段と、印刷装置の検索
の結果を表示する表示手段とを備える携帯端末において、ユーザから所定の指示を前記携
帯端末が受け付けたことに応じて、前記表示手段は、前記携帯端末が参加している無線Ｌ
ＡＮネットワークに印刷装置を参加させるためのガイド画面を表示し、前記ガイド画面に
は、前記携帯端末が接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤが表示されることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、携帯端末が表示するガイド画面に携帯端末が接続中のアクセスポイン
トのＳＳＩＤが表示される。ユーザにしてみれば、携帯端末と印刷装置との間で無線ＬＡ
Ｎ通信を実行するために、印刷装置をどのアクセスポイントに接続させるべきかを容易に
特定できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】携帯端末１００のハードウェア構成を示す図である。
【図２】携帯端末１００のソフトウェア構成を示す図である。
【図３】携帯端末１００が表示する画面を示す図である。
【図４】携帯端末１００が表示する画面を示す図である。
【図５】携帯端末１００が実行する処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。なお、以下
の実施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施の形態で説明
されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１０】
　（実施形態）
　まず図１を用いて、携帯端末１００のハードウェア構成を説明する。本実施形態の携帯
端末１００はスマートフォンを想定しているが、無線ＬＡＮ機能を備える装置であれば、
デジタルカメラやデジタルゲーム機、ノートＰＣ等の他の装置であってもよい。
【００１１】
　ＣＰＵ１０１はフラッシュメモリ１０３が記憶している制御プログラムを読み出して、
携帯端末１００の動作を制御するための様々な処理を実行する。ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ
１０１の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。フラッシュメモリ
１０３は携帯端末１００の制御プログラムや、写真や電子文書等の様々なデータを記憶す
る不揮発性の記憶媒体である。
【００１２】
　なお、本実施形態の携帯端末１００は、１つのＣＰＵ１０１が後述するフローチャート
に示す各処理を実行するものとするが、他の態様であっても構わない。例えば、複数のＣ
ＰＵが協働して後述するフローチャートに示す各処理を実行するようにすることもできる
。また、後述するフローチャートの処理の一部をＡＳＩＣ等のハードウェア回路を用いて
実行するようにしてもよい。
【００１３】
　操作パネル１０４は、ユーザのタッチ操作を検出可能なタッチパネル機能を備え、各種
画面を表示する。ユーザは操作パネル１０４にタッチ操作を入力することで、携帯端末１
００に所望の指示を入力することができる。なお、携帯端末１００は不図示のハードウェ
アキーを備えていて、ユーザはこのハードウェアキーを用いて携帯端末１００に操作指示
を入力することもできる。
【００１４】
　スピーカー１０６とマイク１０７は、ユーザが他の携帯端末や固定電話と電話をする際
に使用される。カメラ１０８はユーザの撮像指示に応じて撮像する。カメラ１０８によっ
て撮像された写真は、フラッシュメモリ１０３の所定の領域に記憶される。
【００１５】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｉ／Ｆ１０９は、Ｂｌｕｔｏｏｔｈ（登録商標）に
よる無線通信を実行する。また、ＮＦＣ　Ｉ／Ｆ１１０は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　ｆｉｅｌ
ｄ　ｒａｄｉｏ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）による近接無線通信を実行する。
【００１６】
　無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ１０５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ等の無線Ｌ
ＡＮ通信を実行する。無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ１０５は、外部のアクセスポイントに接続する
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ことで、当該アクセスポイントが形成している無線ＬＡＮネットワークに参加する。
【００１７】
　次に図２を用いて、携帯端末１００のソフトウェア構成を説明する。図２は、フラッシ
ュメモリ１０３が記憶している制御プログラムをＣＰＵ１０１が実行することで実現され
る機能ブロック図である。
【００１８】
　ＯＳ２０１は、携帯端末１００の動作を制御するソフトウェアである。携帯端末１００
には、後述の印刷アプリケーション２０２を含め、様々なアプリケーションをインストー
ルすることができる。ＯＳ２０１は、各アプリケーションから受けた指示や、操作パネル
１０４を介して入力されたユーザの操作指示に従って、携帯端末１００の動作を制御する
。
【００１９】
　印刷アプリケーション２０２は、印刷機能をユーザに提供するアプリケーションである
。印刷アプリケーション２０２は、印刷装置の検索、印刷ジョブの生成、生成した印刷ジ
ョブの送信等をＯＳ２０１に指示する。携帯端末１００には、印刷アプリケーション２０
２以外にも様々なアプリケーションがインストールされているが、他のアプリケーション
の説明は省略する。
【００２０】
　次に図３と図４を用いて、ユーザの操作手順と携帯端末１００が表示する画面を説明す
る。
【００２１】
　図３（Ａ）の検索画面３００は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作パネ
ル１０４が表示する画面であり、印刷装置の検索開始をユーザが指示するための画面であ
る。ユーザが検索開始ボタン３０１を選択する（タッチパネルの場合はタッチする）と、
携帯端末１００は、印刷装置の検索を開始する。この印刷装置の検索は、携帯端末１００
が接続しているアクセスポイントを介して無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ１０５が検索パケットを送
信することで実現される。印刷装置の検索を開始すると、携帯端末１００は図３（Ｂ）の
検索中画面３１０を表示する。
【００２２】
　図３（Ｂ）の検索中画面３１０は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作パ
ネル１０４が表示する画面である。検索中画面３１０には、印刷装置を検索中であること
を示すメッセージ３１２が表示されている。また、ユーザがガイド画面表示ボタン３１１
を選択すると、携帯端末１００は印刷装置の検索を終了して、図４（Ａ）のガイド画面４
００又は図４（Ｂ）のエラー画面４１０を表示する。ガイド画面４００とエラー画面４１
０については後ほど説明する。検索によって印刷装置を発見すると、携帯端末１００は図
３（Ｃ）の検索結果画面３２０を表示する。一方、検索によって印刷装置を発見できなか
った場合は、携帯端末１００は図３（Ｄ）の検索結果画面３３０を表示する。
【００２３】
　図３（Ｃ）の検索結果画面３２０は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作
パネル１０４が表示する画面である。検索結果画面３２０には、検索によって発見した印
刷装置の識別情報（例えば機種名やＩＰアドレス）が一覧表示される。ユーザが所望の印
刷装置を選択して決定ボタン３２２を選択すると、印刷アプリケーション２０２はユーザ
が選択した印刷装置を印刷ジョブの送信先として特定する。また、ユーザがガイド画面表
示ボタン３２１を選択すると、携帯端末１００は図４（Ａ）のガイド画面４００又は図４
（Ｂ）のエラー画面４１０を表示する。ガイド画面４００とエラー画面４１０については
後ほど説明する。
【００２４】
　図３（Ｄ）の検索結果画面３３０は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作
パネル１０４が表示する画面である。検索結果画面３３０には、印刷装置を発見できなか
ったことを示すメッセージ３３２が表示される。また、ユーザがガイド画面表示ボタン３



(5) JP 2018-196059 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

３１を選択すると、携帯端末１００は図４（Ａ）のガイド画面４００又は図４（Ｂ）のエ
ラー画面４１０を表示する。ガイド画面４００とエラー画面４１０については後ほど説明
する。
【００２５】
　図４（Ａ）のガイド画面４００は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作パ
ネル１０４が表示する画面である。ガイド画面４００は、ガイド画面表示ボタン３１１、
３２１、３３１のいずれかユーザによって選択され、かつ、携帯端末１００がアクセスポ
イントに接続している場合に表示される画面である。検索によって所望の印刷装置を発見
できなかった場合、その印刷装置は携帯端末１００が参加している無線ＬＡＮネットワー
ク内に存在しない可能性が高い。ガイド画面４００には、携帯端末１００が接続中のアク
セスポイントのＳＳＩＤ４０１が表示され、更に印刷装置をＳＳＩＤ４０１に接続するよ
うにユーザに促すメッセージ４０２が表示されている。ユーザはこのガイド画面４００を
確認することで、所望の印刷装置を携帯端末１００が参加している無線ＬＡＮネットワー
クに参加させることができる。またガイド画面４００には、マニュアル確認ボタン４０３
も表示されている。ユーザがマニュアル確認ボタン４０３を選択すると、携帯端末１００
は、印刷装置の無線ＬＡＮ設定を行う際の操作手順を示すマニュアルを表示する。
【００２６】
　図４（Ｂ）のエラー画面４１０は、印刷アプリケーション２０２の指示によって操作パ
ネル１０４が表示する画面である。エラー画面４１０は、ガイド画面表示ボタン３１１、
３２１、３３１のいずれかユーザによって選択され、かつ、携帯端末１００がアクセスポ
イントに接続していない場合に表示される画面である。エラー画面４１０には、携帯端末
１００をアクセスポイントに接続させることをユーザに促すメッセージ４１１が表示され
ている。
【００２７】
　次に、携帯端末１００が実行する処理を、図５を用いて説明する。図５のフローチャー
トに示す各ステップは、ＣＰＵ１０１がフラッシュメモリ１０３に格納された制御プログ
ラムをＲＡＭ１０２に展開して実行することによって処理される。図５のフローチャート
に示す処理は、ガイド画面表示ボタン３１１、３２１、３３１のいずれかユーザによって
選択された際に実行される。
【００２８】
　ステップＳ５０１において、印刷アプリケーション２０２は印刷装置を検索中であるか
否かを判定する。印刷装置を検索中であれば、処理はステップＳ５０２に進む。一方、印
刷装置を検索中でなければ、処理はステップＳ５０３に進む。
【００２９】
　ステップＳ５０２について説明する。ステップＳ５０２において、印刷アプリケーショ
ン２０２は、印刷装置の検索を終了する。
【００３０】
　ステップＳ５０３について説明する。ステップＳ５０３において、印刷アプリケーショ
ン２０２は、携帯端末１００がアクセスポイントに接続中であるか否かを判定する。印刷
アプリケーション２０２は、アクセスポイントに接続中であるか否かをＯＳ２０１に問い
合わせる。この問い合わせに対するＯＳ２０１からの回答を印刷アプリケーション２０２
が確認することで、ステップＳ５０３の処理が実現される。携帯端末１００がアクセスポ
イントに接続中であれば、処理はステップＳ５０４に進む。一方、携帯端末１００がアク
セスポイントに接続中でなければ、処理はステップＳ５０５に進む。
【００３１】
　次にステップＳ５０４について説明する。ステップＳ５０４において、印刷アプリケー
ション２０２は、ガイド画面４００を表示するようにＯＳ２０１に指示する。ＯＳ２０１
の制御によって、操作パネル１０４はガイド画面４００を表示する。印刷アプリケーショ
ン２０２は、携帯端末１００が接続しているアクセスポイントのＳＳＩＤをＯＳ２０１か
ら取得する。ガイド画面４００には、このＯＳ２０１から取得したＳＳＩＤが表示される
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無線ＬＡＮ通信を実行するために、印刷装置をどのアクセスポイントに接続させるべきか
を容易に特定できる。
【００３２】
　次にステップＳ５０５について説明する。ステップＳ５０５において、印刷アプリケー
ション２０２は、エラー画面４１０を表示するようにＯＳ２０１に指示する。ＯＳ２０１
の制御によって、操作パネル１０４はエラー画面４１０を表示する。
【００３３】
　（その他実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００３４】
　１００　携帯端末
　１０１　ＣＰＵ
　１０４　操作パネル
　１０５　無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ
　２０１　ＯＳ
　２０２　印刷アプリケーション

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月20日(2018.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末のコンピュータに制御方法を実行させるプログラムであって、前記制御方法は
、
　前記携帯端末が接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤを取得する取得工程と、
　前記携帯端末が参加している無線ネットワークに印刷装置を参加させるためのガイド画
面を表示するための画面表示指示をユーザから受け付けたことに従って、前記ガイド画面
を表示する画面表示工程とを有し、
　前記ガイド画面には、前記取得工程で取得されたＳＳＩＤが表示されることを特徴とす
るプログラム。
【請求項２】
　前記制御方法は、前記画面表示指示を受け付けるためのオブジェクトを表示するオブジ
ェクト表示工程をさらに有し、
　前記画面表示工程では、前記オブジェクト表示工程で表示された前記オブジェクトの操
作によって前記画面表示指示をユーザから受け付けたことに従って、前記ガイド画面が表
示されることを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記制御方法は、ユーザから印刷装置の検索要求を受け付けたことに従って、前記アク
セスポイントに接続し、前記アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索工程をさ
らに有し、
　前記オブジェクト表示工程では、前記検索工程における検索の結果、見つかった印刷装
置を表示する検索結果表示画面に前記オブジェクトが表示されることを特徴とする請求項
２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記検索工程における検索の結果、見つかった印刷装置から、印刷ジョブの送信先の印
刷装置を選択する選択工程をさらに有することを特徴とする請求項３に記載のプログラム
。
【請求項５】
　前記制御方法は、ユーザから印刷装置の検索要求を受け付けたことに従って、前記アク
セスポイントに接続し、前記アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索工程をさ
らに有し、
　前記オブジェクト表示工程では、前記検索工程における検索の結果、印刷装置が見つか
らなかったことを示す通知画面に前記オブジェクトが表示されることを特徴とする請求項
２に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記オブジェクト表示工程で表示された前記オブジェクトの操作によって前記画面表示
指示をユーザから受け付けたときに、前記携帯端末がアクセスポイントに接続されていな
い場合に、エラー画面を表示するエラー表示工程をさらに有することを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記ガイド画面には、前記印刷装置で前記ＳＳＩＤを選択するよう促すメッセージがさ
らに表示されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項８】
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　前記ガイド画面には、前記印刷装置の無線ネットワークの設定に関するマニュアルを表
示させるためのオブジェクトがさらに表示されることを特徴とする請求項１乃至７のいず
れか１項に記載のプログラム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のプログラムを記憶した、コンピュータ読み取り
可能な記憶媒体。
【請求項１０】
　携帯端末の制御方法であって、
　前記携帯端末が接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤを取得する取得工程と、
　前記携帯端末が参加している無線ネットワークに印刷装置を参加させるためのガイド画
面を表示するための画面表示指示をユーザから受け付けたことに従って、前記ガイド画面
を表示する画面表示工程とを有し、
　前記ガイド画面には、前記取得工程で取得されたＳＳＩＤが表示されることを特徴とす
る携帯端末の制御方法。
【請求項１１】
　携帯端末であって、
　前記携帯端末が接続中のアクセスポイントのＳＳＩＤを取得する取得手段と、
　前記携帯端末が参加している無線ネットワークに印刷装置を参加させるためのガイド画
面を表示するための画面表示指示をユーザから受け付けたことに従って、前記ガイド画面
を表示する画面表示手段とを有し、
　前記ガイド画面には、前記取得工程で取得されたＳＳＩＤが表示されることを特徴とす
る携帯端末。
【請求項１２】
　前記画面表示指示を受け付けるためのオブジェクトを表示するオブジェクト表示手段を
さらに有し、
　前記画面表示手段は、前記オブジェクト表示手段で表示された前記オブジェクトの操作
によって前記画面表示指示をユーザから受け付けたことに従って、前記ガイド画面を表示
することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末。
【請求項１３】
　ユーザから印刷装置の検索要求を受け付けたことに従って、前記アクセスポイントに接
続し、前記アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索手段をさらに有し、
　前記オブジェクト表示手段は、前記検索手段による検索の結果、見つかった印刷装置を
表示する検索結果表示画面に前記オブジェクトを表示することを特徴とする請求項１２に
記載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記検索手段による検索の結果、見つかった印刷装置から、印刷ジョブの送信先の印刷
装置を選択する選択手段をさらに有することを特徴とする請求項１３に記載の携帯端末。
【請求項１５】
　ユーザから印刷装置の検索要求を受け付けたことに従って、前記アクセスポイントに接
続し、前記アクセスポイントを介して印刷装置を検索する検索手段をさらに有し、
　前記オブジェクト表示手段は、前記検索手段による検索の結果、印刷装置が見つからな
かったことを示す通知画面に前記オブジェクトを表示することを特徴とする請求項１２に
記載の携帯端末。
【請求項１６】
　前記オブジェクト表示手段によって表示された前記オブジェクトの操作によって前記画
面表示指示をユーザから受け付けたときに、前記携帯端末がアクセスポイントに接続され
ていない場合に、エラー画面を表示するエラー表示手段をさらに有することを特徴とする
請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項１７】
　前記ガイド画面には、前記印刷装置で前記ＳＳＩＤを選択するよう促すメッセージがさ
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らに表示されることを特徴とする請求項１１乃至１６のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項１８】
　前記ガイド画面には、前記印刷装置の無線ネットワークの設定に関するマニュアルを表
示させるためのオブジェクトがさらに表示されることを特徴とする請求項１１乃至１７の
いずれか１項に記載の携帯端末。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、プログラム、記憶媒体、携帯端末の制御方法、及び携帯端末に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明は、携帯端末のコンピュータに制御方法を実行
させるプログラムであって、前記制御方法は、前記携帯端末が接続中のアクセスポイント
のＳＳＩＤを取得する取得工程と、前記携帯端末が参加している無線ネットワークに印刷
装置を参加させるためのガイド画面を表示するための画面表示指示をユーザから受け付け
たことに従って、前記ガイド画面を表示する画面表示工程とを有し、前記ガイド画面には
、前記取得工程で取得されたＳＳＩＤが表示されることを特徴とする。
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