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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ダイレクト印刷においてファイルごとの印刷設
定を容易に行うことの可能な画像形成装置、情報処理装
置、情報処理プログラム、情報処理方法および情報処理
システムを提供する。
【解決手段】プリンタ１は、第１送信部、第１受信部お
よび印刷部を備えている。第１送信部は、携帯端末２か
らの要求に従って、印刷設定情報を外部機器に送信する
Ｓ２１０。第１受信部は、外部機器から、印刷設定情報
に変更が加えられた印刷設定変更要求を受信するＳ２１
３。印刷部は、外部機器から、印刷データを受信したと
きに、印刷設定変更要求に応じて変更された印刷設定情
報に基づいて、印刷データを処理する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器からの要求に従って、第１印刷設定情報を前記外部機器に送信する第１送信部
と、
　前記外部機器から、前記第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を受信
する第１受信部と、
　前記外部機器から、印刷データを受信したときに、前記第２印刷設定情報に基づいて、
前記印刷データを処理する印刷部と
　を備えた
　画像形成装置。
【請求項２】
　前記第１受信部で受信した前記第２印刷設定情報を記憶部内に保存するともに、保存し
た前記第２印刷設定情報の、前記記憶部内の位置情報を前記外部機器に送信する第２送信
部をさらに備え、
　前記印刷部は、前記外部機器から、前記印刷データとして、前記位置情報を含むデータ
を受信したときに、前記位置情報に対応する、前記記憶部内の前記第２印刷設定情報に基
づいて、前記印刷データを処理する
　請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　初期印刷設定情報を保存する前記記憶部と、
　前記外部機器からの要求に従って、前記初期印刷設定情報と同一の情報を含む前記第１
印刷設定情報を作成し、前記記憶部内に保存する生成部と
　をさらに備えた
　請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記第１送信部は、前記外部機器からの要求に従って、前記記憶部から前記第１印刷設
定情報を読み出した後、前記第１印刷設定情報を前記外部機器に送信する
　請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、第１フォルダを有し、前記第１フォルダ内に前記初期印刷設定情報を含
み、
　前記生成部は、前記外部機器からの要求に従って、第２フォルダを前記記憶部内に作成
し、前記第１印刷設定情報を前記第２フォルダ内に作成する
　請求項３または請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記記憶部は、複数のフォルダを有し、各前記フォルダ内に、前記初期印刷設定情報を
印刷設定項目ごとに分けて有し、
　前記生成部は、前記外部機器からの要求に従って、前記第１印刷設定情報を各前記フォ
ルダ内に、前記印刷設定項目ごとに分けて作成する
　請求項３ないし請求項５のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記生成部は、前記外部機器からの要求に従って、前記記憶部内のツリー構造に関する
ツリー情報を作成し、作成した前記ツリー情報を前記外部機器に送信する
　請求項３ないし請求項６のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記生成部は、前記外部機器からの要求に含まれる位置情報に対応する印刷設定情報を
前記記憶部内から読み出し、読み出した前記印刷設定情報のサマリーを前記外部機器に送
信する
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
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　画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、前記画像形成装置から前記第１印刷設定情
報を取得する第１通信部と、
　前記第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を前記画像形成装置に送信
する第２通信部と、
　印刷データを前記画像形成装置に送信する第３通信部と
　を備えた
　情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２通信部は、前記第２印刷設定情報を前記画像形成装置に送信することにより、
前記画像形成装置から位置情報を取得し、
　前記第３通信部は、前記印刷データとして、前記位置情報を含むデータを前記画像形成
装置に送信する
　請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記画像形成装置に、前記画像形成装置の記憶部内のツリー構造に関するツリー情報を
要求し、前記画像形成装置から前記ツリー情報を取得する第４通信部と、
　前記ツリー情報を含む画面を作成し、表示する表示部と
　をさらに備えた
　請求項９または請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記ツリー情報は、フォルダおよびファイルのうち少なくとも一方の情報を含み、
　当該情報処理装置は、前記表示部に前記ツリー情報が表示されているときに、前記ツリ
ー情報に含まれる、前記フォルダおよび前記ファイルのうちいずれか１つを選択する入力
部をさらに備え、
　前記第１通信部は、前記入力部で選択された、前記フォルダおよび前記ファイルのうち
いずれか１つに対応する前記第１印刷設定情報を前記画像形成装置に要求する
　請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　通信可能な画像形成装置を探索する探索部をさらに備え、
　前記第１通信部は、前記探索部によって探索された前記画像形成装置に前記第１印刷設
定情報を要求する
　請求項９ないし請求項１２のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、前記画像形成装置から前記第１印刷設定情
報を取得する第１通信ステップと、
　前記第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を前記画像形成装置に送信
する第２通信ステップと、
　印刷データを前記画像形成装置に送信する第３通信ステップと
　をコンピュータに実行させる
　情報処理プログラム。
【請求項１５】
　前記第２通信ステップにおいて、前記第２印刷設定情報を前記画像形成装置に送信する
ことにより、前記画像形成装置から位置情報を取得することと、
　前記第３通信ステップにおいて、前記印刷データとして、前記位置情報を含むデータを
前記画像形成装置に送信することと
　をコンピュータに実行させる
　請求項１４に記載の情報処理プログラム。
【請求項１６】
　前記画像形成装置に、前記画像形成装置の記憶部内のツリー構造に関するツリー情報を
要求し、前記画像形成装置から前記ツリー情報を取得する第４通信ステップと、
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　前記ツリー情報を含む画面データを作成する表示ステップと
　をさらにコンピュータに実行させる
　請求項１４または請求項１５に記載の情報処理プログラム。
【請求項１７】
　前記ツリー情報は、フォルダおよびファイルのうち少なくとも一方の情報を含み、
　当該情報処理プログラムは、
　前記ツリー情報に含まれる、前記フォルダおよび前記ファイルのうちいずれか１つが選
択されたときには、選択された、前記フォルダおよび前記ファイルのうちいずれか１つに
対応する前記第１印刷設定情報を前記画像形成装置に要求する要求ステップをさらにコン
ピュータに実行させる
　請求項１６に記載の情報処理プログラム。
【請求項１８】
　画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、前記画像形成装置から前記第１印刷設定情
報を取得する第１通信ステップと、
　前記第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を前記画像形成装置に送信
する第２通信ステップと、
　印刷データを前記画像形成装置に送信する第３通信ステップと
　を含む
　情報処理方法。
【請求項１９】
　画像形成装置と、情報処理装置とを備え、
　前記画像形成装置は、
　１または複数の印刷設定情報を保存する記憶部と、
　前記記憶部から読み出された前記印刷設定情報を前記情報処理装置に送信する第１送信
部と、
　前記情報処理装置から、位置情報を含む印刷データを受信する第１受信部と、
　前記印刷データに含まれる前記位置情報に基づき、前記記憶部内の前記印刷設定情報を
特定し、特定した前記印刷設定情報に基づき、前記印刷データを処理する印刷部と
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　１または複数の前記印刷設定情報を表示する表示部と、
　前記表示部で表示された１または複数の前記印刷設定情報の中から、少なくとも１つの
前記印刷設定情報の選択を受け付ける選択入力部と、
　選択された前記印刷設定情報の前記位置情報を含む印刷データを送信する第２受信部と
　を有する
　情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、情報処理装置、情報処理プログラム、情報処理方法および情
報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファイルがＰＣ（パーソナルコンピュータ）からプリンタに送信されて印刷される場合
、ファイルは、ＰＣにインストールされているプリンタドライバによって、PostScript（
登録商標）等のＰＤＬ（Page Description Language：ページ記述言語）で記述されたプ
リントデータに変換され、印刷ジョブとして送信される。一方、ファイルをプリンタドラ
イバでＰＤＬデータに変換することなく直接、プリンタに転送して印刷するダイレクト印
刷が知られている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０９６０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ダイレクト印刷では、ファイルごとに印刷設定を行うことが容易ではないとい
う問題があった。
【０００５】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、ダイレクト印刷において
ファイルごとの印刷設定を容易に行うことの可能な画像形成装置、情報処理装置、情報処
理プログラム、情報処理方法および情報処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施の形態としての画像形成装置は、第１送信部、第１受信部および印刷部
を備えている。第１送信部は、外部機器からの要求に従って、第１印刷設定情報を外部機
器に送信する。第１受信部は、外部機器から、第１印刷設定情報に変更が加えられた第２
印刷設定情報を受信する。印刷部は、外部機器から、印刷データを受信したときに、第２
印刷設定情報に基づいて、印刷データを処理する。
【０００７】
　本発明の一実施の形態としての情報処理装置は、第１通信部、第２通信部および第３通
信部を備えている。第１通信部は、画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、画像形成
装置から第１印刷設定情報を取得する。第２通信部は、第１印刷設定情報に変更が加えら
れた第２印刷設定情報を画像形成装置に送信する。第３通信部は、印刷データを画像形成
装置に送信する。
【０００８】
　本発明の一実施の形態としての情報処理プログラムは、以下の（Ａ１）～（Ａ３）をコ
ンピュータに実行させるものである。
（Ａ１）画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、画像形成装置から第１印刷設定情報
を取得する第１通信ステップ
（Ａ２）第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を画像形成装置に送信す
る第２通信ステップ
（Ａ３）印刷データを画像形成装置に送信する第３通信ステップ
【０００９】
　本発明の一実施の形態としての情報処理方法は、以下の（Ｂ１）～（Ｂ３）を含むもの
である。
（Ｂ１）画像形成装置に第１印刷設定情報を要求し、画像形成装置から第１印刷設定情報
を取得する第１通信ステップ
（Ｂ２）第１印刷設定情報に変更が加えられた第２印刷設定情報を画像形成装置に送信す
る第２通信ステップ
（Ｂ３）印刷データを画像形成装置に送信する第３通信ステップ
【００１０】
　本発明の一実施の形態としての情報処理システムは、画像形成装置と、情報処理装置と
を備えている。画像形成装置は、１または複数の印刷設定情報を保存する記憶部と、記憶
部から読み出された印刷設定情報を情報処理装置に送信する第１送信部とを有している。
画像形成装置は、さらに、情報処理装置から、位置情報を含む印刷データを受信する第１
受信部と、印刷データに含まれる位置情報に基づき、記憶部内の印刷設定情報を特定し、
特定した印刷設定情報に基づき、印刷データを処理する印刷部とを有している。情報処理
装置は、１または複数の印刷設定情報を表示する表示部と、表示部で表示された１または
複数の印刷設定情報の中から、少なくとも１つの印刷設定情報の選択を受け付ける選択入
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力部と、選択された印刷設定情報の位置情報を含む印刷データを送信する第２受信部とを
有している。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一実施の形態としての画像形成装置、情報処理装置、情報処理プログラム、情
報処理方法および情報処理システムによれば、ダイレクト印刷においてファイルごとの印
刷設定を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】情報処理システムの概略構成例を表す図である。
【図２】印刷データの概略構成例を表す図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係るプリンタの機能ブロック例を表す図である。
【図４】図３の記憶部の概略構成例を表す図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係る携帯端末の機能ブロック例を表す図である。
【図６】情報処理システムにおけるリモート接続の動作手順の一例を表す図である。
【図７】情報処理システムにおける印刷設定情報登録の動作手順の一例を表す図である。
【図８】画面の一具体例を表す図である。
【図９】画面の一具体例を表す図である。
【図１０】画面の一具体例を表す図である。
【図１１】画面の一具体例を表す図である。
【図１２】画面の一具体例を表す図である。
【図１３】情報処理システムにおける印刷の動作手順の一例を表す図である。
【図１４】画面の一具体例を表す図である。
【図１５】画面の一具体例を表す図である。
【図１６】情報処理システムにおけるサマリー表示の動作手順の一例を表す図である。
【図１７】画面の一具体例を表す図である。
【図１８】図３の記憶部の概略構成例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明は本
発明の一具体例であって、本発明は以下の態様に限定されるものではない。また、本発明
は、各図に示す各構成要素の配置や寸法、寸法比などについても、それらに限定されるも
のではない。なお、説明は、以下の順序で行う。

１．実施の形態
　　　プリンタと携帯端末との通信によってダイレクト印刷を行う例
２．変形例
　　　変形例１：プリンタと複数の携帯端末との間をＵＳＢで接続する例
　　　変形例２：プリンタと複数の携帯端末との通信によってダイレクト印刷を行う例
　　　変形例３：プリンタと携帯端末以外の情報処理装置との通信によって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイレクト印刷を行う例
　　　変形例４：ファックスやスキャナと携帯端末との通信によって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイレクト印刷を行う例
　　　変形例５：プリンタの記憶部内のツリー構造のバリエーション
　　　変形例６：プリンタの記憶部内のツリー構造のバリエーション
　　　変形例７：ダイレクト印刷をハードウェアまたはソフトウェアで実行する例
【００１４】
＜１．実施の形態＞
【００１５】
［構成］
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　図１は、本発明の一実施の形態に係る情報処理システムの概略構成例を表したものであ
る。情報処理システムは、プリンタ１と、携帯端末２とを備えたものである。プリンタ１
は、本発明の「画像形成装置」の一具体例に対応する。携帯端末２は、本発明の「情報処
理装置」、「外部機器」の一具体例に対応する。プリンタ１および携帯端末２は、ネット
ワークを介して互いに接続されている。ネットワークは、例えば、ＬＡＮまたはＷＡＮな
どの通信回線である。プリンタ１は、ネットワークを介して携帯端末２と通信することが
できるように構成されている。携帯端末２は、ネットワークを介してプリンタ１と通信す
ることができるように構成されている。
【００１６】
（プリンタ１）
　プリンタ１は、プリンタドライバでＰＤＬデータに変換されていない印刷データ１０に
基づいて印刷を行うダイレクト印刷機能を備えている。印刷データ１０は、例えば、図２
に示したように、ヘッダ情報１０Ａと、文書情報１０Ｂとを含んで構成されている。ヘッ
ダ情報１０Ａは、印刷される文書情報１０Ｂに関する情報であり、例えば、後述の図１５
に示したように、名前７１、場所７２、タイトル７３、作成者７４、件名７５およびキー
ワード７６を含んでいる。キーワード７６には、プリンタ１の内部フォルダのフルパス（
アドレス）情報ＦＰが記述される。フルパス情報ＦＰは、本発明の「位置情報」の一具体
例に対応する。文書情報１０Ｂは、例えば、テキストデータおよび写真データのうち少な
くとも一方を含んで構成されている。
【００１７】
　図３は、本発明の一実施の形態に係るプリンタ１の機能ブロック例を表したものである
。プリンタ１は、例えば、インターフェース部１１、データ解析部１２、記憶部１３、制
御部１４、データ作成部１５および印刷部１６を備えている。記憶部１３は、本発明の「
記憶部」の一具体例に対応する。制御部１４は、本発明の「第１送信部」、「第１受信部
」、「第２送信部」、「生成部」の一具体例に対応する。印刷部１６は、本発明の「印刷
部」の一具体例に対応する。
【００１８】
　インターフェース部１１は、携帯端末２などの外部機器と通信を行う。インターフェー
ス部１１は、携帯端末２などの外部機器から受信した各種要求データ（例えば、後述の接
続要求データＤｃ１等）を制御部１４に転送する。インターフェース部１１は、制御部１
４からの各種応答データ（例えば、後述の接続応答データＤｃ２等）を携帯端末２などの
外部機器に送信する。インターフェース部１１は、携帯端末２などの外部機器から印刷デ
ータ１０を受信すると、受信した印刷データ１０をデータ解析部１２に転送する。
【００１９】
　データ解析部１２は、受信した印刷データ１０内に、フルパス（アドレス）情報ＦＰが
含まれているか否かを解析する。データ解析部１２は、印刷データ１０内にフルパス情報
ＦＰが含まれている場合には、フルパス情報ＦＰを印刷データ１０から抽出し、制御部１
４に出力する。データ解析部１２は、受信した印刷データ１０に文書情報１０Ｂがあるか
否かを解析する。データ解析部１２は、受信した印刷データ１０内に、文書情報１０Ｂが
含まれている場合には、文書情報１０Ｂを印刷データ１０から抽出し、制御部１４に出力
する。
【００２０】
　記憶部１３は、印刷設定情報ファイル４１を保存するためのものである。記憶部１３は
、例えば、図４に示したように、Defaultフォルダ１３１を有している。Defaultフォルダ
１３１は、Setting1フォルダ１３２を含んでいる。Setting1フォルダ１３２は、あらかじ
め規定された印刷設定情報ファイル４１を含んでいる。つまり、記憶部１３は、あらかじ
め印刷設定情報ファイル４１を保存しており、あらかじめ印刷設定情報ファイル４１をSe
tting1フォルダ１３２内に含んでいる。なお、Setting1フォルダ１３２が、本発明の「第
１フォルダ」の一具体例に対応する。記憶部１３にあらかじめ保存されている印刷設定情
報ファイル４１が、本発明の「初期印刷設定情報」の一具体例に対応する。印刷設定情報
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ファイル４１は、例えば、後述の図１１に示したように、用紙サイズ４１ａ、トレイ４１
ｂ、用紙厚４１ｃ、印刷の向き４１ｄ、印刷モード４１ｅ、品質４１ｆ、レイアウト４１
ｇなどの情報を含んでいる。
【００２１】
　用紙サイズ４１ａは、例えば、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ｂ４およびＢ５などを含む選択リス
トと、その選択リストの中から選択された１つの用紙サイズ（以下、「選択された用紙サ
イズ」と称する。）とにより構成されている。なお、選択された用紙サイズが図１１の画
面４０に表示される。トレイ４１ｂは、例えば、給紙トレイ１、給紙トレイ２および手差
しトレイなどを含む選択リストと、その選択リストの中から選択された１つのトレイ（以
下、「選択されたトレイ」と称する。）とにより構成されている。用紙厚４１ｃは、例え
ば、厚口、中厚口および薄口などを含む選択リストと、その選択リストの中から選択され
た１つの用紙厚（以下、「選択された用紙厚」と称する。）とにより構成されている。印
刷の向き４１ｄは、例えば、たて（縦）およびよこ（横）などを含む選択リストと、その
選択リストの中から選択された１つの印刷の向き（以下、「選択された印刷の向き」と称
する。）とにより構成されている。印刷モード４１ｅは、例えば、白黒およびカラーなど
を含む選択リストと、その選択リストの中から選択された１つの印刷モード（以下、「選
択された印刷モード」と称する。）とにより構成されている。品質４１ｆは、例えば、標
準(600x600dpi)、きれい(600x1200dpi)および高精細(1200x1200dpi)などを含む選択リス
トと、その選択リストの中から選択された１つの品質（以下、「選択された品質」と称す
る。）とにより構成されている。レイアウト４１ｇは、例えば、１ページ／枚、２ページ
／枚および４ページ／枚などを含む選択リストと、その選択リストの中から選択された１
つのレイアウト（以下、「選択されたレイアウト」と称する。）とにより構成されている
。
【００２２】
　記憶部１３には、さらに、例えば、携帯端末２から入力された情報が保存される。携帯
端末２から入力される情報は、例えば、ユーザが携帯端末２のアプリケーション（印刷設
定ユーティリティ）で追加したり編集したりする情報である。ユーザが携帯端末２のアプ
リケーションで追加する情報としては、例えば、図４に示したような新規のSetting2フォ
ルダ１３３が挙げられる。Setting2フォルダ１３３が、本発明の「第２フォルダ」の一具
体例に対応する。なお、図４のSetting2フォルダ１３３が破線で記述されているのは、Se
tting2フォルダ１３３は当初から記憶部１３に記憶されているものではなく、ユーザによ
って後から追加されるものであるからである。Setting2フォルダ１３３は、印刷設定情報
ファイル４１’を含んでいる。ユーザが携帯端末２のアプリケーションで編集する情報と
しては、例えば、Setting2フォルダ１３３に含まれる印刷設定情報ファイル４１’が挙げ
られる。
【００２３】
　制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの各種要求データ（例えば、後述の接続
要求データＤｃ１等）を、インターフェース部１１を介して受信する。制御部１４は、携
帯端末２などの外部機器からの要求に従って、各種応答データ（例えば、後述の接続応答
データＤｃ２等）を生成する。制御部１４は、生成した各種応答データを、インターフェ
ース部１１を介して携帯端末２などの外部機器に送信する。
【００２４】
　制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの要求に従って、印刷設定情報ファイル
４１の情報を含む応答データを、インターフェース部１１を介して携帯端末２などの外部
機器に送信する。制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの要求に従って、記憶部
１３内から印刷設定情報ファイル４１（例えば、Setting1フォルダ１３２内の印刷設定情
報ファイル４１）を読み出す。制御部１４は、読み出した印刷設定情報ファイル４１の情
報を、インターフェース部１１を介して携帯端末２などの外部機器に送信する。制御部１
４は、携帯端末２などの外部機器からの要求に従って、例えば、記憶部１３内の印刷設定
情報ファイル４１（例えば、Setting1フォルダ１３２内の印刷設定情報ファイル４１）の
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情報を含む応答データを、インターフェース部１１を介して携帯端末２などの外部機器に
送信する。Setting1フォルダ１３２内の印刷設定情報ファイル４１が、本発明の「第１印
刷設定情報」の一具体例に対応する。制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの要
求に従って、記憶部１３内に新規フォルダ（例えばSetting2フォルダ１３３）を作成した
り、記憶部１３内に作成した新規フォルダ（例えばSetting2フォルダ１３３）内に、Sett
ing1フォルダ１３２内の印刷設定情報ファイル４１と同一の情報を含む印刷設定情報ファ
イル４１を作成したりする。制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの要求に従っ
て、記憶部１３内のツリー構造に関するツリー情報ＴＩ（後述）を作成する。制御部１４
は、さらに、作成したツリー情報ＴＩを外部機器に送信する。
【００２５】
　制御部１４は、携帯端末２などの外部機器から、印刷設定情報ファイル４１の情報を受
信する。携帯端末２などの外部機器から受信する印刷設定情報ファイル４１は、例えば、
携帯端末２などの外部機器に送信した印刷設定情報ファイル４１（例えば、Setting1フォ
ルダ１３２内の印刷設定情報ファイル４１）と同一の内容の印刷設定情報ファイル４１、
または、それに変更が加えられた印刷設定情報ファイル４１’である。携帯端末２などの
外部機器から受信した印刷設定情報ファイル４１は、本発明の「第２印刷設定情報」の一
具体例に対応する。制御部１４は、携帯端末２などの外部機器から受信した印刷設定情報
ファイル４１を記憶部１３内に保存する。制御部１４は、さらに、記憶部１３内に保存し
た印刷設定情報ファイル４１の、記憶部１３内のフルパス（アドレス）情報ＦＰを、携帯
端末２などの外部機器に送信する。
【００２６】
　制御部１４は、携帯端末２などの外部機器からの印刷データ１０を、インターフェース
部１１を介して受信する。制御部１４は、例えば、インターフェース部１１およびデータ
解析部１２を介して、印刷データ１０に含まれるフルパス情報ＦＰおよび文書情報１０Ｂ
を受信する。制御部１４は、携帯端末２などの外部機器から、フルパス情報ＦＰおよび文
書情報１０Ｂを受信したときに、フルパス情報ＦＰに対応する、記憶部１３内のフォルダ
から印刷設定情報ファイル４１を読み出す。制御部１４は、さらに、文書情報１０Ｂのフ
ォーマット言語を解釈し、文書情報１０Ｂをラスタライズして印刷部１６が印刷可能なデ
ータに変換する。制御部１４は、その後、読み出した印刷設定情報ファイル４１と、ラス
タライズした文書情報１０Ｂとを印刷部１６に転送するとともに、転送したデータに基づ
く印刷を印刷部１６に指示する。
【００２７】
　制御部１４は、後述の要求データＤｐｓ１を、インターフェース部１１を介して受信し
た場合には、要求データＤｐｓ１に含まれるフルパス情報ＦＰに対応する、記憶部１３内
のフォルダから印刷設定情報ファイル４１を読み出す。制御部１４は、さらに、読み出し
た印刷設定情報ファイル４１をデータ作成部１５に転送するとともに、転送した印刷設定
情報ファイル４１に基づいてサマリーの作成をデータ作成部１５に指示する。制御部１４
は、データ作成部１５からサマリーを受信すると、受信したサマリーを、インターフェー
ス部１１を介して携帯端末２などの外部機器に出力する。
【００２８】
　データ作成部１５は、制御部１４から送信されてきた印刷設定情報ファイル４１のサマ
リーを作成し、制御部１４に送信する。印刷部１６は、携帯端末２などの外部機器から印
刷データ１０を受信したときに、携帯端末２などの外部機器から受信した印刷設定情報フ
ァイル４１に基づいて、印刷データ１０を処理する。印刷部１６は、制御部１４からの印
刷指示を受けたときに、ラスタライズされた文書情報１０Ｂと、携帯端末２などの外部機
器から提供されたフルパス情報ＦＰに対応する、記憶部１３内の印刷設定情報ファイル４
１とに基づいて、文書情報１０Ｂの印刷を実行する。
【００２９】
（携帯端末２）
　携帯端末２は、プリンタ１のダイレクト印刷機能を利用した印刷をプリンタ１に実行さ
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せる一連の動作を携帯端末２に実行させるためのアプリケーションプログラム（プログラ
ム２５Ａ）を備えている。携帯端末２は、プログラム２５Ａがロードされるプロセッサ２
Ａを備えている。プログラム２５Ａが携帯端末２のプロセッサ２Ａにロードされることに
より、プロセッサ２Ａがプログラム２５Ａに記述された一連の動作を行う。
【００３０】
　図５は、本発明の一実施の形態に係る携帯端末２の機能ブロック例を表したものである
。携帯端末２は、例えば、データ解析部２１、画面作成部２２、表示部２３、制御部２４
、記憶部２５、入力部２６、データ作成部２７、データ送信部２８およびインターフェー
ス部２９を備えている。データ解析部２１、画面作成部２２、制御部２４およびデータ作
成部２７によって行われる各動作は、プログラム２５Ａがロードされたプロセッサ２Ａに
よって実行される。データ解析部２１、画面作成部２２、制御部２４およびデータ作成部
２７が、本発明の「探索部」、「第１通信部」、「第２通信部」、「第３通信部」の一具
体例に対応する。プロセッサ２Ａが、本発明の「探索部」、「第１通信部」、「第２通信
部」、「第３通信部」の一具体例に対応する。
【００３１】
　入力部２６は、ユーザからの入力（例えば、実行指示、データ入力など）を受け付ける
。入力部２６は、例えば、表示部２３にツリー情報ＴＩが表示されているときに、ユーザ
からの入力に応じて、ツリー情報ＴＩに含まれる、フォルダおよびファイルのうちいずれ
か１つを選択する。入力部２６は、ユーザによって入力された情報を制御部２４へ転送す
る。記憶部２５は、プログラム２５Ａおよびオペレーションシステム（ＯＳ）を記憶して
いる。記憶部２５には、印刷対象である文書情報１０Ｂや、データ解析部２１から入力さ
れる各種データが記憶される。記憶部２５には、例えば、プリンタ１の接続情報（例えば
、プリンタ１のＩＰアドレスや、プリンタ１の名称など）、プリンタ１の内部フォルダを
参照するためのフルパス情報ＦＰ、記憶部１３内のツリー情報ＴＩなどが記憶される。な
お、フルパス情報ＦＰやツリー情報ＴＩについては、後に詳述する。
【００３２】
　画面作成部２２は、ダイレクト印刷の実行に必要となる情報の入力をユーザに促したり
、ダイレクト印刷の実行に際して内容の確認をユーザに促したりする各種画面のデータを
作成する。画面作成部２２は、制御部２４から指示されたタイミングで、記憶部２５から
各種データを読み出したのち、読み出した各種データに基づいて各種画面のデータを作成
し、表示部２３に送信する。画面作成部２２は、例えば、後述の図８～図１２、図１４、
図１５、図１７に示したように、印刷設定ユーティリティの画面３０、印刷設定情報ファ
イル４１の画面４０、表示項目５１の画面５０、または、ヘッダ情報６１の画面６０など
の画面データを作成する。表示部２３は、画面作成部２２によって作成された各種画面デ
ータ（例えば、画面３０～７０などの画面データ）に基づいて、画面表示を行う。表示部
２３は、制御部２４から指示されたタイミングで、各種画面を表示したり、各種画面の表
示を停止したりする。
【００３３】
　制御部２４は、ネットワーク上で通信可能なプリンタを探索する。制御部２４は、入力
部２６を介して受け付けた情報（例えば、実行指示、データ入力など）に基づいて、各種
指示を画面作成部２２、表示部２３、データ作成部２７などに行う。データ作成部２７は
、プリンタ１の内部フォルダのフルパス（アドレス）情報ＦＰなどを含むヘッダ情報１０
Ａを印刷データ１０に書き込み、このようにして作成した印刷データ１０をデータ送信部
２８に出力する。データ作成部２７は、各種要求データ（例えば、後述の接続要求データ
Ｄｃ１等）を作成し、データ送信部２８に出力する。データ送信部２８は、データ作成部
２７から入力された各種要求データを、インターフェース部２９を介して、ネットワーク
上で通信可能なプリンタ（例えば、プリンタ１）に送信する。各種要求データには、例え
ば、印刷データ１０、印刷設定情報ファイル４１の情報、または、フルパス情報ＦＰなど
が含まれ得る。インターフェース部２９は、データ送信部２８から入力された各種要求デ
ータを、携帯端末２などの外部機器に送信する。インターフェース部２９は、また、携帯
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端末２などの外部機器から入力された各種応答データを受信し、データ受信部２０に送信
する。各種応答データには、例えば、ツリー情報ＴＩ、印刷設定情報ファイル４１の情報
、フルパス情報ＦＰ、またはサマリーが含まれ得る。応答データに含まれ得る印刷設定情
報ファイル４１は、例えば、ネットワーク上で通信可能なプリンタ（例えば、プリンタ１
）から受信した印刷設定情報ファイル４１（例えば、Setting1フォルダ１３２内の印刷設
定情報ファイル４１）と同一の内容の印刷設定情報ファイル４１、または、それに変更が
加えられた印刷設定情報ファイル４１’である。応答データに含まれ得るサマリーは、例
えば、ネットワーク上で通信可能なプリンタ（例えば、プリンタ１）の記憶部１３に含ま
れる印刷設定情報ファイル４１を要約したものである。データ受信部２０は、ネットワー
ク上で通信可能なプリンタ（例えば、プリンタ１）から各種応答データを、インターフェ
ース部２９を介して取得し、データ解析部２１に出力する。データ解析部２１は、データ
受信部２０から入力された各種データを解析し、解析した結果を記憶部２５に保存する。
【００３４】
[動作]
　次に、情報処理システムの動作手順について説明する。以下では、下記のインデックス
の順番に、情報処理システムの動作手順について説明する。

　Ａ：リモート接続
　Ｂ：印刷設定情報登録
　Ｃ：ダイレクト印刷
　Ｄ：サマリー表示
【００３５】
（Ａ：リモート接続）
　図６は、情報処理システムにおけるリモート接続の動作手順の一例を表したものである
。まず、ユーザが携帯端末２の入力部２６を用いて、アプリケーションプログラム（プロ
グラム２５Ａ）の起動を指示する（ステップＳ１０１）。すると、携帯端末２のプロセッ
サ２Ａが、記憶部２５に保存されているプログラム２５Ａをロードし、起動する（ステッ
プＳ１０２）。以下では、プログラム２５Ａの起動後にプロセッサ２Ａで実行される一連
の動作を、制御部２４、画面作成部２２、データ作成部２７およびデータ解析部２１の動
作に分けて説明する。
【００３６】
　制御部２４は、例えばネットワーク上のプリンタを検索するための検索要求データＤｓ
１の作成をデータ作成部２７に要求する。すると、データ作成部２７は、検索要求データ
Ｄｓ１を作成し、作成した検索要求データＤｓ１をデータ送信部２８に送信する。データ
送信部２８は、データ作成部２７から入力された検索要求データＤｓ１を、インターフェ
ース部２９を介して、ネットワーク上にブロードキャストで送信する（ステップＳ１０３
）。
【００３７】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、検索要求データＤｓ１
を受信すると、プリンタ１の接続情報を含む検索応答データＤｓ２を作成する。プリンタ
１の接続情報とは、例えば、プリンタ１のＩＰアドレスや、プリンタ１の名称などを含む
概念である。制御部１４は、作成した検索応答データＤｓ２を、インターフェース部１１
を介して、ネットワーク上の携帯端末２へユニキャストで送信する（ステップＳ１０４）
。
【００３８】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、検索応答データ
Ｄｓ２を受信すると、受信した検索応答データＤｓ２をデータ解析部２１に送信する。デ
ータ解析部２１は、データ受信部２０から検索応答データＤｓ２を受信すると、検索応答
データＤｓ２を解析し、検索応答データＤｓ２に含まれる、プリンタ１の接続情報を抽出
する。データ解析部２１は、抽出したプリンタ１の接続情報を記憶部２５に保存し、記憶
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部２５にプリンタ１の接続情報を保存したことを制御部２４に通知する。制御部２４は、
データ解析部２１からの通知を受けて、記憶部２５からプリンタ１の接続情報を読み出す
。続いて、制御部２４は、読み出したプリンタ１の接続情報を含む接続情報画面のデータ
の作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成部２２は、接続情報画面のデータ
を作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、接続情報画面のデータに基づいて、画
面表示を行う（ステップＳ１０５）。
【００３９】
　ユーザは、入力部２６を用いて、表示部２３の接続情報画面の中から１つのプリンタ１
を選択する（ステップＳ１０６）。すると、制御部２４は、入力部２６から入力されたプ
リンタ１へ接続するための接続要求データＤｃ１の作成をデータ作成部２７に要求する。
すると、データ作成部２７は、接続要求データＤｃ１を作成し、作成した接続要求データ
Ｄｃ１をデータ送信部２８に送信する。データ送信部２８は、データ作成部２７からの接
続要求データＤｃ１を、インターフェース部２９を介して、ネットワーク上のプリンタ１
へユニキャストで送信する（ステップＳ１０７）。
【００４０】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、接続要求データＤｃ１
を受信すると、プリンタ１の内部フォルダ（具体的には、記憶部１３内のSetting1フォル
ダ１３２）を参照するためのフルパス情報ＦＰを含む接続応答データＤｃ２を作成する。
制御部１４は、作成した接続応答データＤｃ２を、インターフェース部１１を介して、ネ
ットワーク上の携帯端末２へユニキャストで送信する（ステップＳ１０８）。
【００４１】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、接続応答データ
Ｄｃ２を受信すると、受信した接続応答データＤｃ２をデータ解析部２１に送信する。デ
ータ解析部２１は、データ受信部２０から接続応答データＤｃ２を受信すると、接続応答
データＤｃ２を解析し、接続応答データＤｃ２に含まれるフルパス情報ＦＰを抽出する。
データ解析部２１は、抽出したフルパス情報ＦＰを記憶部２５に保存し、記憶部２５にフ
ルパス情報ＦＰを保存したことを制御部２４に通知する。制御部２４は、データ解析部２
１からの通知を受けて、記憶部２５から、フルパス情報ＦＰと、プリンタ１の接続情報（
例えば、ＩＰアドレス）を読み出す。続いて、制御部２４は、読み出したフルパス情報Ｆ
Ｐと、プリンタ１の接続情報をデータ作成部２７に送信し、プリンタ１へのリモート接続
要求を行うためのリモート接続要求データＤｒ１の作成をデータ作成部２７に要求する。
すると、データ作成部２７は、制御部２４から入力されたフルパス情報ＦＰおよびプリン
タ１の接続情報を含むリモート接続要求データＤｒ１を作成し、データ送信部２８に送信
する。データ送信部２８は、データ作成部２７から入力されたリモート接続要求データＤ
ｒ１を、インターフェース部２９を介して、ネットワーク上のプリンタ１へユニキャスト
で送信する（ステップＳ１０９）。
【００４２】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、リモート接続要求デー
タＤｒ１を受信すると、プリンタ１の内部フォルダ（具体的には、記憶部１３内のSettin
g1フォルダ１３２）を参照するためのフルパス情報ＦＰを含むリモート接続応答データＤ
ｃ２を作成する。制御部１４は、作成したリモート接続応答データＤｃ２を、インターフ
ェース部１１を介して、ネットワーク上の携帯端末２へユニキャストで送信する（ステッ
プＳ１１０）。その後、プリンタ１の制御部１４は、携帯端末２との間で、パスワード入
力等のセキュリティチェックを行った上で、携帯端末２とのリモート接続を開始する。な
お、プリンタ１の制御部１４は、携帯端末２とのリモート接続を行っている間に、例えば
他の携帯端末からのリモート接続要求を受けた場合には、携帯端末２とのリモート接続中
である旨の応答を、要求元の携帯端末へユニキャストで送信する。
【００４３】
（Ｂ：印刷設定情報登録）
　図７は、情報処理システムにおける印刷設定情報登録の動作手順の一例を表したもので
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ある。携帯端末２の制御部２４は、プリンタ１とのリモート接続が開始された後、プリン
タ１の記憶部１３内のツリー情報ＴＩを取得するための表示情報要求データ（要求データ
Ｄｄ１）の作成をデータ作成部２７に要求する。ツリー情報ＴＩとは、プリンタ１の記憶
部１３内における、フォルダやファイルのツリー構造に関する情報である。ツリー情報Ｔ
Ｉは、プリンタ１の記憶部１３内における、フォルダおよびファイルのうち少なくとも一
方の情報を含む。データ作成部２７は、要求データＤｄ１の作成指示を受けると、要求デ
ータＤｄ１を作成し、作成した要求データＤｄ１をデータ送信部２８に送信する。データ
送信部２８は、データ作成部２７からの要求データＤｄ１を、インターフェース部２９を
介して、ネットワーク上のプリンタ１へユニキャストで送信する（ステップＳ２０１）。
【００４４】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｄ１を受
信すると、プリンタ１の記憶部１３内のツリー情報ＴＩを作成し、作成したツリー情報Ｔ
Ｉを含む表示情報応答データ（応答データＤｄ２）を作成する。制御部１４は、作成した
応答データＤｄ２を、インターフェース部１１を介して、ネットワーク上の携帯端末２へ
ユニキャストで送信する（ステップＳ２０２）。
【００４５】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、ツリー情報ＴＩ
を含む応答データＤｄ２を受信すると、受信した応答データＤｄ２をデータ解析部２１に
送信する。データ解析部２１は、データ受信部２０から応答データＤｄ２を受信すると、
応答データＤｄ２を解析し、応答データＤｄ２に含まれるツリー情報ＴＩを抽出する。デ
ータ解析部２１は、抽出したツリー情報ＴＩを記憶部２５に保存し、記憶部２５にツリー
情報ＴＩを保存したことを制御部２４に通知する。制御部２４は、データ解析部２１から
の通知を受けて、記憶部２５からツリー情報ＴＩを読み出す。続いて、制御部２４は、読
み出したツリー情報ＴＩを画面作成部２２に送信し、ツリー情報ＴＩを含む印刷設定ユー
ティリティ画面のデータの作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成部２２は
、印刷設定ユーティリティ画面のデータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は
、印刷設定ユーティリティ画面のデータに基づいて、画面（画面３０）表示を行う（ステ
ップＳ２０３）。
【００４６】
　図８は、画面３０の一具体例を表したものである。画面３０の左側に、プリンタ１の記
憶部１３内のツリー構造（ツリー情報ＴＩ）がグラフィカルに表示されている。プリンタ
１の記憶部１３内のツリー構造は、例えば、図８に示したように、Defaultフォルダ３１
内にSetting1フォルダ３２が格納された構造となっている。画面３０の中央に、プリンタ
１の記憶部１３内に設けられたSetting1フォルダ３２がグラフィカルに表示されている。
画面３０の右側には、ユーザによる操作を可能にする各種コマンドボタンがグラフィカル
に表示されている。各種コマンドボタンには、例えば、フォルダ作成３３、フォルダ削除
３４、設定変更３５、送信ファイル選択３６およびキャンセル３７が含まれている。
【００４７】
　ここで、印刷対象である文書情報１０Ｂが記憶部２５に記憶されているとする。このと
き、ユーザは、記憶部２５内の文書情報１０Ｂをプリンタ１でダイレクト印刷するために
、文書情報１０Ｂ用の印刷設定情報ファイル４１をプリンタ１内にあらかじめ設定するこ
とを試みるとする。本実施の形態では、文書情報１０Ｂ用の印刷設定情報ファイル４１を
プリンタ１内に設定するには、プリンタ１の記憶部１３のDefaultフォルダ１３１の中に
、文書情報１０Ｂ用のフォルダを作成することと、文書情報１０Ｂ用のフォルダ内に、文
書情報１０Ｂ用の印刷設定情報ファイル４１を設定することが必要となる。
【００４８】
　そこで、ユーザは、まず、例えば、プリンタ１の記憶部１３内に、新たなフォルダを作
成するとする。このとき、ユーザは、表示部２３の画面３０において、まず、入力部２６
を用いて、ツリー情報ＴＩに含まれる、フォルダおよびファイルのうちいずれか１つ（例
えば、Setting1フォルダ１３２）を選択する。次に、ユーザは、Setting1フォルダ１３２
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を選択した状態で、フォルダ作成３３を選択する（ステップＳ２０４）。すると、制御部
２４は、入力部２６から入力された“新規フォルダの作成要求”を実行するための新規フ
ォルダ作成要求データ（要求データＤｆ１）の作成をデータ作成部２７に要求する。する
と、データ作成部２７は、要求データＤｆ１を作成し、作成した要求データＤｆ１をデー
タ送信部２８に送信する。データ送信部２８は、データ作成部２７からの要求データＤｆ
１を、インターフェース部２９を介して、ネットワーク上のプリンタ１へユニキャストで
送信する（ステップＳ２０５）。
【００４９】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｆ１を受
信すると、Setting1フォルダ３２内にある印刷設定情報ファイル４１と同一の情報を含む
印刷設定情報ファイル４１を作成し、記憶部１３内に保存する。制御部１４は、インター
フェース部１１を介して、要求データＤｆ１を受信すると、Defaultフォルダ３１内に、N
ewフォルダ３８ａを作成する。このとき、制御部１４は、Setting1フォルダ３２内にある
印刷設定情報ファイル４１と同一の情報を含む印刷設定情報ファイル４１を、Newフォル
ダ３８ａ内に作成する。制御部１４は、作成したNewフォルダ３８ａを含むツリー情報Ｔ
Ｉを作成し、さらに、ツリー情報ＴＩを含む表示情報応答データ（応答データＤｄ２）を
作成する。制御部１４は、作成した応答データＤｄ２を、インターフェース部１１を介し
て、ネットワーク上の携帯端末２へユニキャストで送信する（ステップＳ２０６）。
【００５０】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、応答データＤｄ
２を受信すると、受信した応答データＤｄ２をデータ解析部２１に送信する。データ解析
部２１は、データ受信部２０から応答データＤｄ２を受信すると、応答データＤｄ２を解
析し、応答データＤｄ２に含まれるツリー情報ＴＩを抽出する。このツリー情報ＴＩには
、Newフォルダ３８ａに関する情報も含まれている。データ解析部２１は、抽出したツリ
ー情報ＴＩを記憶部２５に保存する。このとき、データ解析部２１は、記憶部２５に既に
ツリー情報ＴＩが保存されている場合には、例えば、新しい情報（応答データＤｄ２から
抽出したツリー情報ＴＩ）を、古い情報（記憶部２５に既に保存されていたツリー情報Ｔ
Ｉ）に上書きする。
【００５１】
　データ解析部２１は、記憶部２５にツリー情報ＴＩを保存したことを制御部２４に通知
する。制御部２４は、データ解析部２１からの通知を受けて、記憶部２５からツリー情報
ＴＩを読み出す。続いて、制御部２４は、読み出したツリー情報ＴＩを画面作成部２２に
送信し、ツリー情報ＴＩを含む印刷設定ユーティリティ画面のデータの作成を画面作成部
２２に要求する。すると、画面作成部２２は、印刷設定ユーティリティ画面のデータを作
成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、印刷設定ユーティリティ画面のデータに基
づいて、画面（画面３０）表示を行う（ステップＳ２０７）。
【００５２】
　図９は、このときの画面３０の一具体例を表したものである。画面３０の左側および中
央には、プリンタ１の記憶部１３内に追加されたNewフォルダ３８ａが表示されている。
このとき、Newフォルダ３８ａが白黒反転で表示されているのは、Newフォルダ３８ａの名
前の変更をユーザに促すためである。このとき、ユーザは、入力部２６を用いて、Newフ
ォルダ３８ａの名称を変更することができる。ユーザが、Newフォルダ３８ａの名称を、S
etting2に変更した場合には、例えば、図１０に示したように、画面３０において、Newフ
ォルダ３８ａがSetting2フォルダ３８に変更される。なお、以下では、ユーザが、Newフ
ォルダ３８ａの名称を、Setting2に変更したものとして、動作手順の説明を行うものとす
る。
【００５３】
　続いて、ユーザは、例えば、Setting2フォルダ３８内の印刷設定情報ファイル４１を変
更するとする。このとき、ユーザは、入力部２６を用いて、Setting2フォルダ３８を選択
した状態で、表示部２３の画面３０の中から、Setting2フォルダ３８の設定変更３５を選
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択する（ステップＳ２０８）。すると、制御部２４は、入力部２６から入力された“Sett
ing2フォルダ３８の設定変更要求”を実行するための印刷設定情報ファイル要求データ（
要求データＤｐ１）の作成をデータ作成部２７に要求する。すると、データ作成部２７は
、要求データＤｐ１を作成し、作成した要求データＤｐ１をデータ送信部２８に送信する
。データ送信部２８は、データ作成部２７からの要求データＤｐ１を、インターフェース
部２９を介して、ネットワーク上のプリンタ１へユニキャストで送信する（ステップＳ２
０９）。
【００５４】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｐ１を受
信すると、Setting2フォルダ３８内の印刷設定情報ファイル４１の情報を含む印刷設定情
報ファイル応答データ（応答データＤｐ２）を作成する。制御部１４は、作成した応答デ
ータＤｐ２を、インターフェース部１１を介して、ネットワーク上の携帯端末２へユニキ
ャストで送信する（ステップＳ２１０）。
【００５５】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、応答データＤｐ
２を受信すると、受信した応答データＤｐ２をデータ解析部２１に送信する。データ解析
部２１は、データ受信部２０から応答データＤｐ２を受信すると、応答データＤｐ２を解
析し、応答データＤｐ２に含まれる、Setting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１
の情報を抽出する。データ解析部２１は、抽出した印刷設定情報ファイル４１の情報を記
憶部２５に保存する。このとき、データ解析部２１は、記憶部２５に既に、Setting2フォ
ルダ３８の印刷設定情報ファイル４１が保存されている場合には、例えば、新しい情報（
応答データＤｐ２から抽出した印刷設定情報ファイル４１の情報）を、古い情報（記憶部
２５に既に保存されていた印刷設定情報ファイル４１の情報）に上書きする。
【００５６】
　データ解析部２１は、記憶部２５に印刷設定情報ファイル４１を保存したことを制御部
２４に通知する。制御部２４は、データ解析部２１からの通知を受けて、記憶部２５から
、Setting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１を読み出す。続いて、制御部２４は
、読み出したSetting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１を含む設定変更画面のデ
ータの作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成部２２は、設定変更画面のデ
ータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、設定変更画面のデータに基づいて
、画面（画面４０）表示を行う（ステップＳ２１１）。
【００５７】
　図１１は、画面４０の一具体例を表したものである。画面４０の中央には、Setting2フ
ォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１に含まれる各項目がグラフィカルに表示されてい
る。このとき、印刷設定情報ファイル４１に含まれる各項目において、“選択された用紙
サイズ”等が画面４０に表示されている。画面４０の下側には、ユーザによる操作を可能
にする各種コマンドボタンがグラフィカルに表示されている。各種コマンドボタンには、
例えば、送信４１ｈ、キャンセル４１ｉおよび表示項目４１ｋが含まれている。
【００５８】
　このとき、ユーザが、入力部２６を用いて、画面４０の下側の表示項目４１ｋを選択し
たとする。すると、制御部２４は、表示項目４１ｋの表示を行うための画面のデータの作
成を画面作成部２２に要求する。画面作成部２２は、制御部２４からの要求に従って、表
示項目４１ｋの表示画面のデータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、表示
項目４１ｋの表示画面のデータに基づいて、画面（画面５０）表示を行う。
【００５９】
　図１２は、画面５０の一具体例を表したものである。画面５０の中央には、表示項目４
１ｋのリストがグラフィカルに表示されている。表示項目４１ｋのリストには、例えば、
用紙サイズ５１ａ、トレイ５１ｂ、用紙厚５１ｃ、印刷の向き５１ｄ、印刷モード５１ｅ
、品質５１ｆ、レイアウト５１ｇ、両面５１ｈが含まれている。表示項目４１ｋのリスト
には、ユーザによるチェックを可能にするチェックボックスが設けられている。画面５０
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の下側には、ユーザによる操作を可能にする各種コマンドボタンがグラフィカルに表示さ
れている。各種コマンドボタンには、例えば、ＯＫ５１ｉ、キャンセル５１ｋが含まれて
いる。
【００６０】
　ユーザは、必要に応じて、入力部２６を用いて、画面４０に表示する表示項目を変更し
、ＯＫ５１ｉを選択する。すると、制御部２４は、入力部２６から入力された“表示項目
の変更指示”に従って、設定変更画面のデータの変更を画面作成部２２に要求する。画面
作成部２２は、制御部２４からの要求に従って、設定変更画面のデータを変更し、変更後
の設定変更画面のデータを表示部２３に送信する。表示部２３は、変更後の設定変更画面
のデータに基づいて、画面表示を行う。
【００６１】
　ユーザは、入力部２６を用いて、印刷設定情報ファイル４１を変更する。ユーザは、例
えば、入力部２６を用いて、用紙サイズをＢ５に変更したとする。このとき、制御部２４
は、入力部２６から入力された用紙サイズの情報（Ｂ５）を、“選択された用紙サイズ”
として、記憶部２５に保存する。その後、ユーザが、入力部２６を用いて、送信４１ｈを
選択する（ステップＳ２１２）。すると、制御部２４は、入力部２６から入力された“Se
tting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１の変更要求”を実施するための印刷設定
変更要求データ（要求データＤｈ１）の作成をデータ作成部２７に要求する。すると、デ
ータ作成部２７は、変更後の印刷設定情報ファイル４１’の情報を含む要求データＤｈ１
を作成し、作成した要求データＤｈ１をデータ送信部２８に送信する。データ作成部２７
は、例えば、記憶部２５から、変更後の印刷設定情報ファイル４１’を読み出し、読み出
した、変更後の印刷設定情報ファイル４１’の情報を含む要求データＤｈ１を作成し、作
成した要求データＤｈ１をデータ送信部２８に送信する。データ送信部２８は、データ作
成部２７からの要求データＤｈ１を、インターフェース部２９を介して、ネットワーク上
のプリンタ１へユニキャストで送信する（ステップＳ２１３）。
【００６２】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｈ１を受
信すると、要求データＤｈ１に含まれる印刷設定情報ファイル４１’の情報を記憶部１３
内に保存する。プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求デー
タＤｈ１を受信すると、Setting2フォルダ３８内にある印刷設定情報ファイル４１を、要
求データＤｈ１に含まれる印刷設定情報ファイル４１’に置き換える。なお、ユーザが、
画面４０において、印刷設定情報ファイル４１を変更していた場合には、要求データＤｈ
１に含まれる印刷設定情報ファイル４１’の内容は、Setting2フォルダ３８内にある印刷
設定情報ファイル４１（つまり、応答データＤｐ２に含まれる、Setting2フォルダ３８の
印刷設定情報ファイル４１）の内容に変更が加えられた情報である。ユーザが、画面４０
において、印刷設定情報ファイル４１を変更しなかった場合には、要求データＤｈ１に含
まれる印刷設定情報ファイル４１の内容は、Setting2フォルダ３８内にある印刷設定情報
ファイル４１（つまり、応答データＤｐ２に含まれる、Setting2フォルダ３８の印刷設定
情報ファイル４１）の内容と同一の内容の情報である。制御部１４は、置き換えた後の印
刷設定情報ファイル４１’をSetting2フォルダ３８内から読み出す。続いて、制御部１４
は、読み出したSetting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１’の情報と、読み出し
たSetting2フォルダ３８を参照するためのフルパス情報ＦＰとを含む印刷設定変更応答デ
ータ（応答データＤｈ２）を作成する。制御部１４は、作成した応答データＤｈ２を、イ
ンターフェース部１１を介して、ネットワーク上の携帯端末２へユニキャストで送信する
（ステップＳ２１４）。
【００６３】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、応答データＤｈ
２を受信すると、受信した応答データＤｈ２をデータ解析部２１に送信する。データ解析
部２１は、データ受信部２０から応答データＤｈ２を受信すると、応答データＤｈ２を解
析し、応答データＤｈ２に含まれる、Setting2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１
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’の情報を抽出する。データ解析部２１は、さらに、応答データＤｈ２に含まれる、Sett
ing2フォルダ３８を参照するためのフルパス情報ＦＰを抽出する。データ解析部２１は、
抽出した印刷設定情報ファイル４１’の情報およびフルパス情報ＦＰを記憶部２５に保存
する。このとき、データ解析部２１は、記憶部２５に既に、Setting2フォルダ３８の印刷
設定情報ファイル４１’およびフルパス情報ＦＰが保存されている場合には、例えば、新
しい情報（応答データＤｈ２から抽出した印刷設定情報ファイル４１’の情報およびフル
パス情報ＦＰ）を、古い情報（記憶部２５に既に保存されていた印刷設定情報ファイル４
１’の情報およびフルパス情報ＦＰ）に上書きする。
【００６４】
　データ解析部２１は、記憶部２５に印刷設定情報ファイル４１’を保存したことを制御
部２４に通知する。制御部２４は、データ解析部２１からの通知を受けて、Setting2フォ
ルダ３８の印刷設定情報ファイル４１’の変更完了の表示を、画面３０に重畳させた画面
（重畳画面）のデータの作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成部２２は、
重畳画面のデータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、画面３０に、Settin
g2フォルダ３８の印刷設定情報ファイル４１’の変更完了を表示する（ステップＳ２１５
）。
【００６５】
　なお、ユーザが、画面３０において、フォルダ作成３０を選択した後に、設定変更３５
を選択せずに、送信ファイル選択３６を選択した場合には、制御部２４は、同一の印刷設
定情報ファイル４１を含む２つのフォルダが存在することを通知する表示を、画面３０に
重畳させた画面（重畳画面）のデータの作成を画面作成部２２に要求してもよい。この場
合、画面作成部２２は、重畳画面のデータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３
は、画面３０に、同一の印刷設定情報ファイル４１を含む２つのフォルダが存在すること
を表示する。
【００６６】
（Ｃ：ダイレクト印刷）
　図１３は、情報処理システムにおける印刷の動作手順の一例を表したものである。まず
、ユーザは、図１０の画面３０において、携帯端末２の入力部２６を用いて、Setting2フ
ォルダ３８を選択したのち、送信ファイル選択３６を選択する（ステップＳ３０１）。す
ると、制御部２４は、ファイル選択画面のデータの作成をデータ作成部２７に要求する。
すると、データ作成部２７は、ファイル選択画面のデータを作成し、表示部２３に送信す
る。表示部２３は、ファイル選択画面のデータに基づいて、画面（画面６０）表示を行う
（ステップＳ３０２）。
【００６７】
　図１４は、画面６０の一具体例を表したものである。画面６０中央には、携帯端末２の
記憶部２５内に保存されている複数の文書ファイル６１～６４がグラフィカルに表示され
ている。文書ファイル６１～６４は、例えば、テキストおよび写真のうち、少なくとも一
方を含むものである。このとき、ユーザが、携帯端末２の入力部２６を用いて、１つの文
書ファイル（例えば、文書ファイル６１）を選択し、ＯＫ６５を選択する（ステップＳ３
０３）。すると、制御部２４は、入力部２６から入力された情報に基づいて、送信対象の
文書ファイルを特定し、特定した文書ファイルを印刷データ１０の文書情報１０Ｂとして
設定する。制御部２４は、さらに、記憶部２５から、Setting2フォルダ３８のフルパス情
報ＦＰを読み出し、読み出したフルパス情報ＦＰを含むヘッダ情報１０Ａを作成する（ス
テップＳ３０４）。
【００６８】
　制御部２４は、さらに、ヘッダ情報１０Ａを画面作成部２２に送信し、ヘッダ情報１０
Ａを含むヘッダ情報画面のデータの作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成
部２２は、ヘッダ情報画面のデータを作成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、ヘ
ッダ情報画面のデータに基づいて、画面（画面７０）表示を行う（ステップＳ３０５）。
【００６９】
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　図１５は、画面７０の一具体例を表したものである。画面７０の中央に、ヘッダ情報１
０Ａのリストがグラフィカルに表示されている。画面７０の下側には、ユーザによる操作
を可能にする各種コマンドボタンがグラフィカルに表示されている。各種コマンドボタン
には、例えば、送信７７およびキャンセル７８が含まれている。ヘッダ情報１０Ａのリス
トにおいて、キーワード７６の欄には、記憶部２５から読み出されたフルパス情報ＦＰが
表示されている。このとき、ユーザは、必要に応じて、入力部２６を用いて、ヘッダ情報
１０Ａに加筆修正を加えることができる。
【００７０】
　次に、ユーザが、画面７０において、入力部２６を用いて、送信７７を選択したとする
（ステップＳ３０６）。すると、制御部２４は、印刷データ１０にヘッダ情報１０Ａを書
き込む。制御部２４は、さらに、入力部２６から入力された“印刷要求”を実施するため
の印刷要求データ（要求データＤｐｒ１）の作成をデータ作成部２７に要求する。すると
、データ作成部２７は、印刷データ１０を含む要求データＤｐｒ１を作成し、作成した要
求データＤｐｒ１をデータ送信部２８に送信する。データ送信部２８は、データ作成部２
７からの要求データＤｐｒ１を、インターフェース部２９を介して、ダイレクト印刷ジョ
ブとして出力する（ステップＳ３０７）。データ送信部２８は、要求データＤｐｒ１を、
ネットワーク上のプリンタ１へユニキャストで送信する。
【００７１】
　プリンタ１のデータ解析部１２は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｐ
ｒ１を受信すると、受信した要求データＤｐｒ１から印刷データ１０を抽出する。データ
解析部１２は、抽出した印刷データ１０のヘッダ情報１０Ａからフルパス情報ＦＰを読み
出し、読み出したフルパス情報ＦＰを制御部１４に送信する。制御部１４は、データ解析
部１２から入力されたフルパス情報ＦＰに対応する印刷設定情報ファイル４１を記憶部１
３から読み出す（ステップＳ３０８）。データ解析部１２は、さらに、印刷データ１０か
ら文書情報１０Ｂを抽出し、抽出した文書情報１０Ｂを制御部１４に送信する。制御部１
４は、データ解析部１２から入力された文書情報１０Ｂをラスタライズして印刷部１６が
印刷可能なデータに変換する。その後、制御部１４は、読み出した印刷設定情報ファイル
４１と、ラスタライズした文書情報１０Ｂとを印刷部１６に転送するとともに、転送した
データに基づく印刷を印刷部１６に指示する。印刷部１６は、制御部１４からの印刷指示
を受けたときに、ラスタライズされた文書情報１０Ｂと、携帯端末２などの外部機器から
提供されたフルパス情報ＦＰに対応する、記憶部１３内の印刷設定情報ファイル４１とに
基づいて、文書情報１０の印刷を実行する（ステップＳ３０９）。このようにして、ダイ
レクト印刷が実施される。
【００７２】
（Ｄ：サマリー表示）
　図１６は、情報処理システムにおけるサマリー表示の動作手順の一例を表したものであ
る。例えば、ユーザが、図１０の画面３０において、Setting2フォルダ３８を選択してい
るとする（ステップＳ４０１）。このとき、Setting2フォルダ３８の選択状態が所定の秒
数（例えば２秒）以上、維持され続けていることを携帯端末２の検知部が検知したとする
（ステップＳ４０２）。すると、検知部は、Setting2フォルダ３８の選択状態が所定の秒
数（例えば２秒）以上、維持され続けていることを制御部２４に通知する。
【００７３】
　制御部２４は、検知部からの通知を受けて、記憶部２５内のフルパス情報ＦＰを読み出
す。なお、読み出されたフルパス情報ＦＰは、選択状態のフォルダ（Setting2フォルダ３
８）を参照するためのフルパス情報である。制御部２４は、さらに、選択状態のフォルダ
（Setting2フォルダ３８）内の印刷設定情報ファイル４１のサマリーをツールチップとし
て表示するための印刷設定サマリー情報ファイル要求データ（要求データＤｐｓ１）の作
成をデータ作成部２７に要求する。すると、データ作成部２７は、読み出されたフルパス
情報ＦＰを含む要求データＤｐｓ１を作成し、作成した要求データＤｐｓ１をデータ送信
部２８に送信する。データ送信部２８は、データ作成部２７からの要求データＤｐｓ１を
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、インターフェース部２９を介して、ネットワーク上のプリンタ１へユニキャストで送信
する（ステップＳ４０３）。
【００７４】
　プリンタ１の制御部１４は、インターフェース部１１を介して、要求データＤｐｓ１を
受信すると、要求データＤｐｓ１を受信したことをデータ作成部１５に通知する。制御部
１４は、さらに、要求データＤｐｓ１に含まれるフルパス情報ＦＰを抽出し、抽出したフ
ルパス情報ＦＰに対応するフォルダ内の印刷設定情報ファイル４１を読み出す。制御部１
４は、読み出した印刷設定情報ファイル４１をデータ作成部１５に送信する。すると、デ
ータ作成部１５は、制御部１４から入力された印刷設定情報ファイル４１を解析して、サ
マリー情報を作成する。データ作成部１５は、例えば、印刷設定情報ファイル４１に含ま
れる“選択された用紙サイズ”等を抽出することにより、サマリー情報を作成する。その
後、データ作成部１５は、サマリー情報を含む印刷設定サマリー情報ファイル応答データ
（応答データＤｐｓ２）を作成する。データ作成部１５は、作成した応答データＤｐｓ２
を制御部１４に送信する。制御部１４は、データ作成部１５から入力された応答データＤ
ｐｓ２を、インターフェース部１１を介して、ネットワーク上の携帯端末２へユニキャス
トで送信する（ステップＳ４０２）。
【００７５】
　携帯端末２のデータ受信部２０は、インターフェース部２９を介して、応答データＤｐ
ｓ２を受信すると、受信した応答データＤｐｓ２をデータ解析部２１に送信する。データ
解析部２１は、データ受信部２０から応答データＤｐｓ２を受信すると、応答データＤｐ
ｓ２を解析し、応答データＤｐｓ２に含まれる、Setting2フォルダ３８のサマリー情報を
抽出する。データ解析部２１は、抽出したサマリー情報を記憶部２５に保存し、記憶部２
５にサマリー情報を保存したことを制御部２４に通知する。制御部２４は、データ解析部
２１からの通知を受けて、記憶部２５からサマリー情報を読み出す。続いて、制御部２４
は、読み出したサマリー情報の表示を、画面３０に重畳させた画面（重畳画面）のデータ
の作成を画面作成部２２に要求する。すると、画面作成部２２は、重畳画面のデータを作
成し、表示部２３に送信する。表示部２３は、画面３０に、Setting2フォルダ３８のサマ
リー情報を表示する（ステップＳ４０５）。
【００７６】
　図１７は、このときの画面３０の一具体例を表したものである。画面３０の中央に、Se
tting2フォルダ３８がハイライトされている。さらに、ハイライトされたSetting2フォル
ダ３８には、吹き出しが付加されており、その吹き出しの中に、Setting2フォルダ３８の
サマリー情報が表示されている。なお、図１０の画面３０において、Setting1フォルダ３
２の選択状態が所定の秒数（例えば２秒）以上、維持され続けていることを携帯端末２の
検知部が検知した場合には、Setting1フォルダ３２のサマリー情報が表示される。
【００７７】
[効果] 
　次に、本明細書の情報処理システムの効果について説明する。
【００７８】
　通常、プリンタドライバでＰＤＬデータに変換することなく直接、プリンタに転送して
印刷するダイレクト印刷では、プリンタドライバが用いられないことにより、ファイルご
との印刷設定を行うことが容易ではない。
【００７９】
　しかし、本明細書の情報処理システムでは、ユーザは、携帯端末２の操作によって、印
刷に必要な印刷設定情報ファイル４１の初期データをプリンタ１から得ることができる。
そのため、ユーザは、プリンタ１から取得した印刷設定情報ファイル４１の初期データを
、文書情報１０Ｂの印刷に必要な設定情報に変更した上で、プリンタ１内に保存すること
ができる。このように、本明細書の情報処理システムでは、プリンタ１のドライバが携帯
端末２内に設けられていない場合であっても、ユーザは、文書情報１０Ｂの印刷に必要な
設定情報をプリンタ１に簡単に通知することができる。従って、ユーザは、ダイレクト印
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刷において文書情報１０Ｂごとの印刷設定を容易に行うことができる。
【００８０】
　また、本明細書の情報処理システムでは、ユーザは、携帯端末２の操作によって、プリ
ンタ１内に保存した印刷設定情報ファイル４１のアドレス情報ＦＰをプリンタ１から得る
ことができる。そのため、ユーザは、印刷ジョブを携帯端末２からプリンタ１に送信する
際に、文書情報１０Ｂと共に、プリンタ１から取得したアドレス情報ＦＰを送信するだけ
で、文書情報１０Ｂの印刷に必要な設定情報の場所をプリンタ１に通知することができる
。従って、ユーザは、ダイレクト印刷において文書情報１０Ｂごとの印刷設定を容易に行
うことができる。
【００８１】
　また、本明細書の情報処理システムでは、携帯端末２からの要求に従って、Setting1フ
ォルダ１３２内の印刷設定情報ファイル４１と同一の情報を含む印刷設定情報ファイル４
１が、Setting2フォルダ１３３内に保存される。これにより、文書情報１０Ｂの印刷に必
要な設定情報を文書情報１０Ｂごとに設けることができる。従って、ユーザは、ダイレク
ト印刷において文書情報１０Ｂごとの印刷設定を容易に行うことができる。
【００８２】
　また、本明細書の情報処理システムでは、携帯端末２からの要求に従って、記憶部１３
内のツリー構造に関するツリー情報ＦＩが作成され、携帯端末２に送信される。これによ
り、ユーザは、ツリー情報ＦＩを確認しながら、文書情報１０Ｂの印刷に必要な設定情報
を文書情報１０Ｂごとに設けることができる。従って、ユーザは、ダイレクト印刷におい
て文書情報１０Ｂごとの印刷設定を容易に行うことができる。
【００８３】
　また、本明細書の情報処理システムでは、携帯端末２からの要求に従って、記憶部１３
内から読み出した印刷設定情報ファイル４１のサマリーが携帯端末２に送信される。これ
により、ユーザは、印刷設定情報ファイル４１のサマリーを確認しながら、文書情報１０
Ｂの印刷に必要な設定情報を文書情報１０Ｂごとに設けることができる。従って、ユーザ
は、ダイレクト印刷において文書情報１０Ｂごとの印刷設定を容易に行うことができる。
【００８４】
＜２．変形例＞
　以下に、上記実施の形態の情報処理システムの変形例について説明する。なお、以下で
は、上記実施の形態と共通の構成要素に対しては、上記実施の形態で付されていた符号と
同一の符号が付される。また、上記実施の形態と異なる構成要素の説明を主に行い、上記
実施の形態と共通の構成要素の説明については、適宜、省略するものとする。
【００８５】
［変形例１］
　上記実施の形態において、プリンタ１および携帯端末２は、例えば、ＵＳＢなどによっ
て互いにシリアル接続されていてもよい。
【００８６】
［変形例２］
　上記実施の形態およびその変形例において、プリンタ１は、ネットワーク上の複数の携
帯端末２によって共有されていてもよい。この場合、各携帯端末２から“設定変更の要求
（要求データＤｈ１）”が送信されてくることも想定される。そこで、プリンタ１の制御
部１４は、例えば、記憶部１３内に新規に作成したフォルダに、そのフォルダの作成要求
を行った携帯端末２に関する情報をそのフォルダのプロパティに付加してもよい。つまり
、記憶部１３は、印刷設定情報ファイル４１を含む、個人専用のフォルダを有していても
よい。
【００８７】
　ここで、プリンタ１に対して“設定変更の要求（要求データＤｈ１）”を行っている携
帯端末２を携帯端末２ａと称するとする。このとき、プリンタ１の制御部１４は、ある携
帯端末２ａから“設定変更の要求（要求データＤｈ１）”を受信したときに、設定変更の
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対象となるフォルダのプロパティから、そのフォルダの作成要求を行った携帯端末２に関
する情報を抽出する。その結果、抽出により得られた携帯端末２と、現に“設定変更の要
求（要求データＤｈ１）”を行っている携帯端末２ａとが一致するときだけ、プリンタ１
の制御部１４は、現に“設定変更の要求（要求データＤｈ１）”を行っている携帯端末２
ａに対して、設定変更の対象となるフォルダへのアクセスを許可してもよい。
【００８８】
　なお、プリンタ１の制御部１４は、記憶部１３内に新規にフォルダを作成したときに、
そのフォルダのプロパティに、共有を許可するフラグを付加してもよい。つまり、記憶部
１３は、印刷設定情報ファイル４１を含む共有のフォルダを有していてもよい。このよう
にした場合には、プリンタ１の制御部１４は、ある携帯端末２ａから“設定変更の要求（
要求データＤｈ１）”を受信したときに、設定変更の対象となるフォルダのプロパティか
ら抽出することにより得られた携帯端末２と、現に“設定変更の要求（要求データＤｈ１
）”を行っている携帯端末２ａとが一致していなくても、現に“設定変更の要求（要求デ
ータＤｈ１）”を行っている携帯端末２ａに対して、設定変更の対象となるフォルダへの
アクセスを許可してもよい。
【００８９】
［変形例３］
　上記実施の形態およびその変形例では、携帯端末２とプリンタ１との通信によるダイレ
クト印刷が例示されていた。しかし、上記実施の形態およびその変形例において、携帯端
末２の代わりに、携帯端末２以外の情報処理装置（例えば、ＰＣ（パーソナルコンピュー
タ））が用いられてもよい。ただし、その場合には、その情報処理装置が、携帯端末２に
含まれる要素のうち、ダイレクト印刷を実施するのに必要な要素を備えている。
【００９０】
［変形例４］
　上記実施の形態およびその変形例では、携帯端末２とプリンタ１との通信によるダイレ
クト印刷が例示されていた。しかし、上記実施の形態およびその変形例において、プリン
タ１の代わりに、ファックスやスキャナが用いられてもよい。ただし、その場合には、フ
ァックスやスキャナが、プリンタ１に含まれる要素のうち、ダイレクト印刷を実施するの
に必要な要素を備えている。
【００９１】
［変形例５］
　上記実施の形態およびその変形例では、記憶部１３は、Defaultフォルダ１３１の中に
、１つのフォルダ（例えば、Setting1フォルダ１３２）、または、複数のフォルダ（例え
ば、Setting1フォルダ１３２、Setting2フォルダ１３３）を有していた。しかし、上記実
施の形態およびその変形例において、記憶部１３は、Defaultフォルダ１３１の中に、Set
ting1フォルダ１３２を介さずに、印刷設定情報ファイル４１を有していてもよい。また
、上記実施の形態およびその変形例において、記憶部１３は、Defaultフォルダ１３１の
中に、Setting2フォルダ１３３を介さずに、印刷設定情報ファイル４１を有していてもよ
い。ただし、この場合には、プリンタ１は、Defaultフォルダ１３１内の各印刷設定情報
ファイル４１を互いに識別するための何らかの手段を備えている。
【００９２】
［変形例６］
　上記実施の形態およびその変形例では、プリンタ１の制御部１４は、携帯端末２などの
外部機器からの要求に従って、印刷設定情報ファイル４１を新規に作成する度に、記憶部
１３内にフォルダを作成していた。しかし、上記実施の形態およびその変形例において、
記憶部１３が、あらかじめ設定された印刷設定情報ファイル４１（初期印刷設定情報）の
印刷設定項目ごとに、フォルダを有していてもよい。その場合には、プリンタ１の制御部
１４は、携帯端末２などの外部機器からの要求に従って、印刷設定情報ファイル４１を新
規に設定する度に、印刷設定情報ファイル４１を記憶部１３内の各フォルダ内に、印刷設
定情報ファイル４１の印刷設定項目ごとに分けて作成してもよい。記憶部１３は、例えば
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刷設定項目（例えば用紙サイズ４１ａなど）ごとのフォルダを有している。Defaultフォ
ルダ１３１内に印刷設定情報ファイル４１の印刷設定項目ごとに設けられた複数のフォル
ダは、例えば、図１８に示したように、用紙サイズ１４１ａ、トレイ１４１ｂ、用紙厚１
４１ｃ、印刷の向き１４１ｄ、印刷モード１４１ｅ、品質１４１ｆおよびレイアウト１４
１ｇである。ただし、この場合には、フルパス情報ＦＰは、Defaultフォルダ１３１内の
フォルダごとのフルパス情報を含むことになる。
【００９３】
［変形例７］
　上記実施の形態およびその変形例において説明した一連の処理は、ハードウェア（回路
）で行われてもよいし、ソフトウェア（プログラム）で行われてもよい。上記一連の処理
がソフトウェアで行われる場合、そのソフトウェアは、各機能をコンピュータにより実行
させるためのプログラム群で構成される。各プログラムは、例えば、上記コンピュータに
予め組み込まれて用いられてもよいし、ネットワークや記録媒体から上記コンピュータに
インストールして用いられてもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　１…プリンタ、２…携帯端末、１０…印刷データ、１０Ａ…ヘッダ情報、１０Ｂ…文書
情報、１１…インターフェース部、１２…データ解析部、１３…記憶部、１４…制御部、
１５…データ作成部、１６…印刷部、２０…データ受信部、２１…データ解析部、２２…
画面作成部、２３…表示部、２４…制御部、２５…記憶部、２５Ａ…プログラム、２６…
入力部、２７…データ作成部、２８…データ送信部、２９…インターフェース部、３０…
画面、３１…Defaultフォルダ、３２…Setting1フォルダ、３３…送信ファイル選択、３
４…フォルダ削除、３５…設定変更、３６…送信ファイル選択、３７…キャンセル、３８
ａ…Newフォルダ、３８…Setting2フォルダ、４０…画面、４１…印刷設定情報ファイル
４１ａ…用紙サイズ、４１ｂ…トレイ、４１ｃ…用紙厚、４１ｄ…印刷の向き、４１ｅ…
印刷モード、４１ｆ…品質、４１ｇ…レイアウト、４１ｈ…送信、４１ｉ…キャンセル、
４１ｋ…表示項目、５０…表示項目５１、５１ａ…用紙サイズ、５１ｂ…トレイ、５１ｃ
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