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(57)【要約】
【課題】
特定の印刷装置に負荷をかけないようにして、特定の
印刷装置の設定値を他の印刷装置にコピーすることがで
きる印刷システムおよびその設定値設定方法を提供する
。
【解決手段】
印刷装置１０−１は、コピー先の印刷装置１０−１に
、印刷装置１０−１の設定値をネットワーク１２０を介
してコピーして、さらに、印刷装置１０−１の設定値を
コピーするコピー対象の印刷装置のリストをコピー先の
印刷装置１０−２に転送することにより、ネットワーク
に接続されている複数の印刷装置の設定値を順次書き換
える。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワークに接続された複数の印刷装置を有する印刷システムにおいて、
前記印刷装置は、
自己の設定値をコピー先の印刷装置に前記ネットワークを介してコピーするコピー手段
と、
前記コピー手段によるコピー対象の印刷装置リストを前記ネットワークを介して前記コ
ピー先の印刷装置に送信する印刷装置リスト送信手段と
をそれぞれ具備し、
前記コピー手段による前記コピー処理に際して、前記印刷装置リスト送信手段により前
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記コピー先の印刷装置に対して前記コピー対象の印刷装置リストを転送することにより前
記複数の印刷装置の設定値を順次書き換えることを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
前記コピー手段による前記コピー処理の処理結果を前記ネットワークを介して次のコピ
ー先の印刷装置に送信する処理結果送信手段
を更に具備し、
前記処理結果送信手段により送信された処理結果を前記コピー手段による前記コピー処
理毎に集計して処理結果リストとして次のコピー先の印刷装置に順次転送することで、最
終の印刷装置で前記複数の印刷装置の前記処理結果を集計する
ことを特徴とする請求項１記載の印刷システム。
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【請求項３】
前記コピー手段による前記コピー処理の処理結果を前記ネットワークを介して所定の印
刷装置に送信する処理結果送信手段
を更に具備し、
前記コピー手段による前記コピー処理毎に前記処理結果送信手段により各印刷装置の前
記コピー処理の処理結果を前記所定の印刷装置に送信するすることで前記所定の印刷装置
で前記複数の印刷装置の前記処理結果を集計する
ことを特徴とする請求項１記載の印刷システム。
【請求項４】
ネットワークに接続された複数の印刷装置を有する印刷システムの設定値設定方法にお
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いて、
各印刷装置は、自己の設定値をコピー手段によりコピー先の印刷装置に前記ネットワー
クを介してコピーするとともに、
前記コピー手段によるコピー対象の印刷装置リストを印刷装置リスト送信手段により前
記ネットワークを介して前記コピー先の印刷装置に送信し、
前記コピー手段による前記コピー処理に際して、前記印刷装置リスト送信手段により前
記コピー先の印刷装置に対して前記コピー対象の印刷装置リストを転送することにより前
記複数の印刷装置の設定値を順次書き換える
ことを特徴とする印刷システムの設定値設定方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ネットワーク上の複数の印刷装置の設定値を設定する印刷装置に関し、特に
、特定の印刷装置に負荷をかけないようにして、特定の印刷装置の設定値を他の印刷装置
にコピーすることができる印刷システムおよびその設定値設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従 来 、 Ｌ Ａ Ｎ （ Local Area Network） 等 の ネ ッ ト ワ ー ク に 、 複 数 の 印 刷 装 置 を 有 す る 印
刷システムにおいて、印刷装置が有する設定値を、複数の印刷装置に設定する場合には、
印刷装置の管理者等が１台づつネットワークに接続されている印刷装置に設定値を設定す
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る必要があり面倒であった。
【０００３】
上記の問題を解決する為に、特許文献１には、任意の印刷装置に対して設定されている
設定値をコピーして他の印刷装置に設定するデフォルト装置、プリンタ及びプリンタ構成
提供方法が提案されている。
【特許文献１】特開平６−２１４７３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、上記特許文献１に提案された技術では、複数の印刷装置を設定するためには、
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同じ手順の設定を繰り返す必要があり、効率的でなく、更に、設定したい設定値のみを複
数の印刷装置に対して設定することは困難である。
【０００５】
そこで、この発明は、ネットワークに接続されている複数の印刷装置に対して、設定値
を容易に設定することができ、しかも、特定の印刷装置に負荷をかけないようにして、特
定の印刷装置の設定値を他の印刷装置にコピーすることができる印刷システムおよびその
設定値設定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】
【０００６】
上記目的を達成する為、請求項１の発明は、ネットワークに接続された複数の印刷装置
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を有する印刷システムにおいて、前記印刷装置は、自己の設定値をコピー先の印刷装置に
前記ネットワークを介してコピーするコピー手段と、前記コピー手段によるコピー対象の
印刷装置リストを前記ネットワークを介して前記コピー先の印刷装置に送信する印刷装置
リスト送信手段とをそれぞれ具備し、前記コピー手段による前記コピー処理に際して、前
記印刷装置リスト送信手段により前記コピー先の印刷装置に対して前記コピー対象の印刷
装置リストを転送することにより前記複数の印刷装置の設定値を順次書き換えることを特
徴とする。
【０００７】
また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記コピー手段による前記コピー
処理の処理結果を前記ネットワークを介して次のコピー先の印刷装置に送信する処理結果
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送信手段を更に具備し、前記処理結果送信手段により送信された処理結果を前記コピー手
段による前記コピー処理毎に集計して処理結果リストとして次のコピー先の印刷装置に順
次転送することで、最終の印刷装置で前記複数の印刷装置の前記処理結果を集計すること
を特徴とする。
【０００８】
また、請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記コピー手段による前記コピー
処理の処理結果を前記ネットワークを介して所定の印刷装置に送信する処理結果送信手段
を更に具備し、前記コピー手段による前記コピー処理毎に前記処理結果送信手段により各
印刷装置の前記コピー処理の処理結果を前記所定の印刷装置に送信するすることで前記所
定の印刷装置で前記複数の印刷装置の前記処理結果を集計することを特徴とする。
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【０００９】
また、請求項４の発明は、ネットワークに接続された複数の印刷装置を有する印刷シス
テムの設定値設定方法において、各印刷装置は、自己の設定値をコピー手段によりコピー
先の印刷装置に前記ネットワークを介してコピーするとともに、前記コピー手段によるコ
ピー対象の印刷装置リストを印刷装置リスト送信手段により前記ネットワークを介して前
記コピー先の印刷装置に送信し、前記コピー手段による前記コピー処理に際して、前記印
刷装置リスト送信手段により前記コピー先の印刷装置に対して前記コピー対象の印刷装置
リストを転送することにより前記複数の印刷装置の設定値を順次書き換えることを特徴と
する。
【発明の効果】
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【００１０】
本発明の印刷システムおよびその設定値設定方法によれば、印刷装置は、自己の設定値
をコピー先の印刷装置にネットワークを介してコピーするコピー手段と、コピー手段によ
るコピー対象の印刷装置リストをネットワークを介してコピー先の印刷装置に送信する印
刷装置リスト送信手段とをそれぞれ具備し、コピー手段によるコピー処理に際して、印刷
装置リスト送信手段によりコピー先の印刷装置に対してコピー対象の印刷装置リストを転
送することにより複数の印刷装置の設定値を順次書き換えるように構成したので、特定の
印刷装置に負荷をかけないようにして、特定の印刷装置の設定値を他の印刷装置にコピー
することができる効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】

10

【００１１】
以下、本発明を適用した印刷システムについて、添付図面を参照して説明を行う。
【００１２】
まず、本発明を適用した印刷システム１００の構成について図１を参照して説明する。
【００１３】
図１は、本発明を適用した印刷システム１００の構成を示す構成図である。
【００１４】
印刷システム１００は、ネットワーク１２０に、Ｗｅｂブラウザ１１１を備え、設定値
の コ ピ ー 等 を 指 示 す る ク ラ イ ア ン ト Ｐ Ｃ （ Personal Computer） １ １ ０ と 、 印 刷 装 置 １ ０
−１、印刷装置１０−２、印刷装置１０−３、・・・印刷装置１０−Ｎ（総称して印刷装
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置１０と称する）が接続されて構成されている。
【００１５】
次に、本発明を適用した印刷装置１０の内部構成について説明する。
【００１６】
図２は、印刷装置１０の内部構成を示すブロック図である。
【００１７】
印刷装置１０は、データ通信の制御処理を行う通信制御部２０１、クライアントＰＣ１
１０のＷｅｂブラウザ１１１との応答処理を行い、また、設定値がコピーされた結果を一
覧表示することが出来るＷｅｂＳｅｒｖｅｒ部２０２、設定値リストが送られてきたとき
にいっしょに送られてくる自らの印刷装置１０に対するパスワードや、ユーザ名の認証を
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行う認証部２０３、各印刷装置で設定値が設定された結果である処理結果リストを保存す
るログ保存部２０４、印刷装置の設定値を格納する設定値格納部２０５、送られた設定値
リストを解釈して、設定値格納部２０５に設定値を格納する処理や、設定値格納部２０５
に格納されている設定値を読み込んで設定値リストを作成する処理や、設定値の設定完了
をログ保存部に伝える処理を行う設定値解釈／変換部２０６、印刷の機能を担う印刷部２
０７、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストの作成を行うリスト作成部２
０９で構成される。
【００１８】
次に、各印刷装置１０の間で、設定値がコピーされる様子を、図３を参照して説明する
。
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【００１９】
図３は、本発明を適用した複数の印刷装置１０の間で、設定値がコピーされる際に、印
刷装置間で移動する情報について示した構成図である。
【００２０】
印刷装置１０−１に設定された設定値を、印刷装置１０−２、印刷装置１０−３、・・
・印刷装置１０−Ｎにコピーする際の、印刷装置１０の間で移動する情報が示されている
。
【００２１】
コピーする元となる印刷装置１０−１より、設定値が記載された設定値リストと、印刷
装置１０−１の設定値をコピーする印刷装置にが記載された設定印刷装置リストと、設定
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印刷装置リストに記載された印刷装置１０に設定値が適用されたかどうかの状況が記載さ
れている処理結果リストが印刷装置１０−２に対して送付される。
【００２２】
そして、印刷装置１０−２で設定値が設定されると、印刷装置１０−２から印刷装置１
０−３に、設定値リストと設定印刷装置リストと処理結果リストが送付される。
【００２３】
このように、バケツリレー的に、印刷装置１０から印刷装置１０へ、設定値リストと設
定印刷装置リストと処理結果リストが送信され、各印刷装置１０において設定値が設定さ
れる。
【００２４】
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バケツリレー的に情報が送信されるので、複数の印刷装置１０に設定値を設定する際に
は、１台の印刷装置から他のすべての印刷装置に情報を送信するのではないため、特定の
印刷装置に負荷がかからず、設定値を設定できる。
【００２５】
設定印刷装置リストに最終の印刷装置として記載されている印刷装置１０−Ｎに設定値
が設定されると、印刷装置１０−Ｎから印刷装置１０−１に対して処理結果リストが送付
される。
【００２６】
処理結果リストの情報が送付されると、印刷装置１０−１において、設定印刷装置リス
トに記載されている印刷装置１０の中でどの印刷装置１０が設定完了できたか等が確認で
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きる（処理結果リストについては後に詳しく説明する）。
【００２７】
なお、印刷装置１０−Ｎから印刷装置１０−１に処理結果リストを送付する方法は、上
述したように印刷装置１０−Ｎから印刷装置１０−１に直接送付するのではなくて、印刷
装置１０−１、印刷装置１０−２、印刷装置１０−３、・・・印刷装置１０−Ｎの逆順を
たどるようにして、印刷装置１０−Ｎ、・・・印刷装置１０−３、印刷装置１０−２、印
刷装置１０−１の順番に処理結果リストをバケツリレー的に元に戻して印刷装置１０−１
に送付する方法でも良い。
【００２８】
なお、処理結果リストを、印刷装置１０−１に送付する方法として、図４に示すように
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、設定値をコピーするそれぞれの印刷装置１０より送付する方法でもよい。
【００２９】
図４は、図３に示した方法とは違う方法で、印刷装置間で、設定値がコピーされる際に
、印刷装置間で移動する情報について示した構成図である。
【００３０】
図４に示す方法とは、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストが送付され
た印刷装置１０が次の印刷装置１０に設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リス
トを送付すると同時に、処理結果リストを印刷装置１０−１に送付する方法であり、この
ような方法で処理結果リストを送付してもよい。
【００３１】
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なお、図４に示す方法で処理結果リストを印刷装置１０−１に送付する場合に、接続拒
否や印刷装置不明等で特定の印刷装置１０をスキップしたときには、スキップした印刷装
置１０から、スキップされた特定の印刷装置１０の情報を含んだ処理結果リストが印刷装
置１０−１に送られる。
【００３２】
次に、印刷装置１０の間で送付される、設定値リストについて図５を参照して説明する
。
【００３３】
図５は、印刷装置１０において設定される設定値を記載した、設定値リストを示した表
である。
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【００３４】
設定値リストは各印刷装置１０の設定値を設定する際に使用され、図３で示したように
、バケツリレー的に印刷装置１０の間で送付されるリストである。
【００３５】
設定値リストには設定値項目５０１とその設定値５０２が記載されている。
【００３６】
例えば、図５には、設定値リストとして、Ｔｒａｙ１用紙サイズ、Ｔｒａｙ１用紙種類
、Ｔｒａｙ１用紙指示、使用フォント、節電時間の設定値が記載されており、それぞれの
項目に対応する値として設定値５０２に、Ａ４、普通、しない、ゴシック、２分が記載さ
れている。
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【００３７】
なお、設定値５０２に記載される情報は、テキストでもバイナリデータでも良く、種類
は問わない。
【００３８】
また、設定値５０２に記載される情報を暗号化してもよい。
【００３９】
なお、設定値のコピー元であって、設定値の設定を指示した設定指示印刷装置である印
刷装置１０−１から、設定値リストに記載されて送信する設定値は、設定値項目５０１に
記載されたの全ての設定値を送信しても良いし、ユーザが送信する設定値を任意に指定し
て、指定された設定値項目５０１の設定値だけを設定値５０２に入力して送信するように
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しても良い。
【００４０】
このような設定値リストにより、印刷装置１０での設定値の設定が行われる。
【００４１】
次に、印刷装置１０の間で送付される設定印刷装置リストについて図６を参照して説明
する。
【００４２】
図６は、設定値を設定する印刷装置１０のアドレスと該印刷装置１０のパスワードを示
した設定印刷装置リストを示した表である。
【００４３】
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設定印刷装置リストは、設定値のコピー元となる印刷装置１０−１が作成し、設定値が
設定される印刷装置１０のアドレスと該印刷装置１０の認証用パスワードが記載されてい
る。
【００４４】
設定印刷装置リストにはアドレス６０１とパスワード６０２が記載される。
【００４５】
アドレス６０１には、設定値が設定される印刷装置１０のアドレスが記載されており、
各アドレスに対応して、各アドレスが記載された印刷装置１０のパスワードが記載される
。
【００４６】
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本発明において、バケツリレー的に情報を送付する際に、設定値を設定し終えた印刷装
置１０は、このような設定印刷装置リストを参照して、設定値リスト等を送付する次の印
刷装置１０を確認する。
【００４７】
そして、設定値リスト等を受け取った印刷装置１０は、設定印刷装置リストに記載され
たパスワードを確認して、認証を行う。
【００４８】
なお、パスワードは暗号化される。
【００４９】
また、設定値のコピー元となる、図４を参照して説明した印刷装置１０−１のパスワー
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ドも、処理結果リスト等の受信用に記載される。
【００５０】
次に、印刷装置１０の間で送付される処理結果リストについて図７を参照して説明する
。
【００５１】
図７は、設定値が設定された状況を記載した処理結果リストを記した表である。
【００５２】
処理結果リストには設定印刷装置７０１とステータス７０２が記載される。
【００５３】
本発明において、バケツリレー的に情報を送付して、設定値の設定が行われた状況に応

10

じて、設定が行われた印刷装置１０の状況がステータス７０２に記載される。
【００５４】
例えば、設定値の設定が正常終了した印刷装置１０には、該印刷装置１０のステータス
７０２の欄に「完了」が記載される。
【００５５】
また、印刷装置１０に設定印刷装置リストを送付して認証に合致しない等の理由により
接続拒否された場合には、パスワードの入力ミスが考えられるので、接続拒否された設定
印刷装置７０１のステータス７０２の欄に「接続拒否」と記載して、ステータス７０２の
欄に未設定と記載されている先頭の印刷装置１０に対して設定値リスト等を送付するよう
にする。
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【００５６】
また、印刷装置１０そのものが見つからなかった場合は、印刷装置１０のアドレスの入
力ミスが考えられるので、相手の印刷装置１０のステータスを「印刷装置不明」にして、
未設定と記載されている先頭の印刷装置１０に設定値リスト等を送付する。
【００５７】
また、設定値の設定が完了していない印刷装置には、「未設定」が記載されている。
【００５８】
次に、設定値が印刷装置１０の間で設定される様子を図８を参照して詳細に説明する。
【００５９】
図８は、設定値が印刷装置１０の間で設定される様子を示した状態遷移図である。
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【００６０】
まず、ユーザは、ネットワーク上のクライアントＰＣ１１０のＷｅｂブラウザ１１１よ
り、コピー元となる設定値を有している印刷装置１０−１に対して、実行画面の要求を行
う。
【００６１】
実行画面の要求を受け取った印刷装置１０−１のＷｅｂＳｅｒｖｅｒ部２０２は、設定
値コピー実行画面をクライアントＰＣ１１０に送信する。
【００６２】
クライアントＰＣ１１０のＷｅｂブラウザ１１１は、印刷装置１０−１から設定値コピ
ー実行画面を受け取ると、図示しないディスプレイに設定値コピー実行画面を表示する。
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【００６３】
ユーザは、設定値を設定する印刷装置１０のアドレスと該印刷装置１０の認証用のパス
ワードを、受け取った設定値コピー実行画面より入力する。
【００６４】
ここで、設定値コピー実行画面について図９を参照して説明する。
【００６５】
図９は、クライアントＰＣ１１０の図示しないディスプレイに表示される設定値コピー
実行画面の画面構成図である。
【００６６】
設定値コピー実行画面には、設定値の設定先となる印刷装置１０のアドレスと該印刷装
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置１０のパスワードと、設定指示する印刷装置１０−１のパスワードを入力する欄があり
、ユーザは、この欄に設定値を設定したい印刷装置１０のアドレスと当該印刷装置１０の
パスワードを入力する。
【００６７】
また、画面最下部には、コピー実行ボタン９０１が配置されており、入力した印刷装置
１０へのコピーを開始するときには、コピー実行ボタン９０１が押される。
【００６８】
ユーザによって、コピー実行ボタン９０１が押されると、アドレス、パスワードが入力
された設定値コピー実行画面が、コピー元となる設定値を有する印刷装置１０−１に対し
て送付される。
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【００６９】
設定値コピー実行画面を受け付けた印刷装置１０−１では、認証用ユーザ名、設定値リ
スト、設定印刷装置リスト、処理結果リストが作成される。
【００７０】
印刷装置１０−１において、認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処
理結果リストが作成されると、処理結果リストに記載されている未設定の印刷装置の先頭
印刷装置（本実施例では印刷装置１０−２とする）に対して、認証用ユーザ名、設定値リ
スト、設定印刷装置リスト、処理結果リストを送信する。
【００７１】
送受信において使用されるプロトコルはＨＴＴＰである。
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【００７２】
認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストを受け取った、
設定値が未設定の印刷装置１０−２は、受け取った認証用ユーザ名、設定印刷装置リスト
に記載されたパスワードの認証を、認証部２０３において行う。
【００７３】
認証には、ＨＴＴＰのＢＡＳＩＣ認証が使用されて、認証用ユーザ名にＭＩＢのｓｙｓ
ＯｂｊｅｃｔＩＤを使用することで、印刷装置のメーカーのみならず、機種毎にＩＤの定
義が異なるため、機種の判定を兼ねることが可能となる
なお、送信パスワードは、アドレス毎に入力が可能だが、複数のアドレスへの入力を簡
易化する為に、実行画面でパスワード入力が省略された場合は、自機のパスワードを代用

30

し使用することが出来る。
【００７４】
認証部２０３において、認証用ユーザ名及びパスワードが合致しない場合は、認証用ユ
ーザ名等を印刷装置１０−２に対して渡した送信元である印刷装置１０−１に対して、認
証できなかった旨を通知する。
【００７５】
認証できなかった旨の通知を受け取った印刷装置１０−１において、認証できなかった
印刷装置１０−２が「接続拒否」と処理結果リストに記載されて、再度、未設定の印刷装
置の先頭印刷装置に対して、認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理
結果リストが送付される。
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【００７６】
印刷装置１０−２の認証部２０３において、認証用ユーザ名及びパスワードが合致した
場合は、次に、設定値解釈／変換部２０６が、受け取った設定値リストより設定値を読み
込み、設定値格納部２０５に格納して、印刷装置１０−２への設定値の設定が完了する。
【００７７】
なお、設定値リストを送信する側は、受信する側のマシン構成を確認せず、設定値リス
トを送信する。
【００７８】
設定値リストを受信した側は、共通の設定値はそのまま設定し、構成違いの設定値は、
設定しない。
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【００７９】
例えば、設定値のコピー元となる印刷装置１０−１が３段トレイモデルのプリンタであ
り、設定値リストを受信する側が１段トレイモデルのプリンタであった場合には、受信す
る側では、１段目の設定値のみセットするようにする。
【００８０】
印刷装置１０−２において設定値の設定が完了すると、処理結果リストの印刷装置１０
−２に相当する設定印刷装置７０１の欄に「完了」と記載される。
【００８１】
設定値の設定が完了した印刷装置１０−２は、次に、設定値リストを受信する受信装置
から、設定値リストを送信する送信装置として動作するようになる。
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【００８２】
つまり、印刷装置１０−２内で保有している処理結果リストに記載されている未設定と
記載されている印刷装置１０中の先頭の印刷装置１０（本実施例では印刷装置１０−３と
する）に対して、認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リスト
を送信する。
【００８３】
認証ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストを受信した印刷装
置１０−３は、当該リスト等を受信した上述の印刷装置１０−２と同様に、認証を行い、
結果に従って、上述の印刷装置１０−２と同様の動作を行う。
【００８４】
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このようにバケツリレー的に、一つの印刷装置１０が認証用ユーザ名、設定値リスト、
設定印刷装置リスト、処理結果リストを受信して、設定値の設定を行い、次の印刷装置１
０に認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストの送信を行う
ことが、各印刷装置１０の間で行われる。
【００８５】
そして、未設定の印刷装置１０がなくなると（ステップ８０１でＮＯ）、設定値のコピ
ー元であって設定指示印刷装置である印刷装置１０−１に対して、処理結果リスト、認証
用ユーザ名、設定印刷装置リストが送信される。
【００８６】
処理結果リスト、認証用ユーザ名、設定印刷装置リストを受信した印刷装置１０−１で
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は、認証部２０３において認証用ユーザ名及び、設定印刷装置リストに記載されたパスワ
ードの認証を行って、合致すれば、処理結果リストをログ保存部２０４に保存し、合致し
なければ処理を終了する。
【００８７】
次に、各印刷装置１０がログ保存部２０４に保存している処理結果リストを基づいて、
他の印刷装置１０対してのステータスを表示できるページについて、図１０を参照して説
明する。
【００８８】
図１０は、印刷装置１０−３のＷｅｂＳｅｒｖｅｒ部２０２に表示される、設定値コピ
ー実行結果一覧表示画面を示す画面構成図である。
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【００８９】
画面上には、印刷装置１０−３がログ保存部２０４に保存している処理結果リストに基
づいて、各印刷装置１０の設定値設定結果が表示されている。
【００９０】
印刷装置１０−３が認証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リ
ストを送信した相手先から、印刷装置１０そのものが見つからなかったので、ナンバーが
３番の印刷装置１０の結果は、「印刷装置不明」と表示されている。
【００９１】
また、図１０に示す設定値実行結果一覧表示画面には、表示されている印刷装置に対し
て、それぞれの印刷装置の内部ＷｅｂＳｅｒｖｅｒ部へのＵＲＬリンクを付加して表示し
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ている。
【００９２】
なお、図１０に示す設定値実行結果一覧表示画面は、各印刷装置のＷｅｂＳｅｒｖｅｒ
部２０２がログ保存部２０４に保存している処理結果リストを参照して表示するので、設
定値のコピー元であって設定を指示した印刷装置１０が、すべての印刷装置１０に対して
設定を試みて最後の印刷装置（図３では印刷装置１０−Ｎ）から処理結果リストを受け取
ると、設定を試みたすべての印刷装置１０の設定結果が表示される。
【００９３】
また、処理結果リストが、コピー元であって設定を指示した印刷装置１０に送付される
方法が、図４で示したように複数の各印刷装置１０から送付される場合には、処理結果リ
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ストが送られる度に、ログ保存部２０４に保存される処理結果リストが新しい情報を反映
するように書き換えられ、設定値実行結果一覧表示画面に表示される。
【００９４】
なお、設定値実行結果一覧表示画面は、設定値のコピーを指示したクライアントＰＣ１
１０で表示されるようにしてもよい。
【００９５】
次に、本発明を適用した印刷装置１０において行われる処理について、図１１及び図１
２を参照して詳しく説明を行う。
【００９６】
図１１及び図１２は、本発明を適用した印刷装置１０において行われる処理フローを示
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したフローチャートである。
【００９７】
まず、本発明を適用した印刷装置１０は、図３で示した印刷装置１０−１のように、ク
ライアントＰＣ１１０より指示を受けて、設定値のコピー元として設定を指示する印刷装
置１０−１として動作する場合がある。
【００９８】
まず、設定値のコピー元として設定を指示する印刷装置１０−１として機能する、印刷
装置１０−１で行われる処理についての処理フローを説明する。
【００９９】
まず、印刷装置１０−１は、クライアントＰＣ１１０より実行画面の要求を受信すると
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（ステップ１１０１でＹＥＳ）、設定値コピー実行画面をクライアントＰＣ１１０に送信
し（ステップ１１０２）、クライアントＰＣから設定値を設定する印刷装置１０のアドレ
スとパスワードが記載された設定値コピー実行画面を受信し（ステップ１１０３）、認証
用ユーザ名、設定値リスト、処理結果リスト、設定印刷装置リストを作成する（ステップ
１１０４）。
【０１００】
そして、次に、設定印刷装置リストにおいて、未設定と表示されている先頭の印刷装置
１０に対して、設定値リスト等を送付するために、先頭の印刷装置１０−２に接続要求を
送信する（この場合は、図３で示したように、設定を指示する印刷装置１０−１から印刷
装置１０−２に対して設定値リスト等の送付を行うとする）（ステップ１１０６）。
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【０１０１】
接続要求を送信した送信先の印刷装置１０−２より認証要求の通知を受信すると（ステ
ップ１１０７）、該送信先の印刷装置１０−２に対して認証の為に、認証ユーザ名、設定
印刷装置リストを送信する（ステップ１１０８）。
【０１０２】
そして、ステップ１１０６で接続要求を送信した送信先の印刷装置１０−２よりコピー
許可の通知を受信すると（ステップ１１０９）、該送信先の印刷装置１０−２に対して、
処理結果リスト、設定値リストを送信する（ステップ１１１０）。
【０１０３】
そして、ステップ１１０６で接続要求を送信した設定値リストの送信先の印刷装置１０
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−２から、設定値の設定完了の通知を受信すると（ステップ１１１１でＹＥＳ）、ログ保
存部２０４に保存してある処理結果リストに、該送信先の印刷装置１０−２の設定完了が
記録され保存される。
【０１０４】
印刷装置１０が図３で示した印刷装置１０−１のように、設定値のコピー元であって設
定指示印刷装置である場合には（ステップ１１１３でＹＥＳ）、複数の印刷装置１０に対
して設定が終了すると、処理結果リストから未設定の印刷装置１０がなくなった状態とな
った印刷装置１０（図３では、印刷装置１０−Ｎ）から、処理結果リストの送信を目的と
した接続要求を受信する（ステップ１１１４）。
【０１０５】

10

接続要求を受信すると、該接続要求を行った印刷装置１０（図３では、印刷装置１０−
Ｎ）に対して、認証要求を送信する。
【０１０６】
そして、ステップ１１１４で接続要求を行った印刷装置１０（図３では、印刷装置１０
−Ｎ）から、認証ユーザ名、設定印刷装置リストを受信すると（ステップ１１１６でＹＥ
Ｓ）、認証ユーザ名、設定印刷装置リストに基づき認証を行う（ステップ１１１７）。
【０１０７】
認証ユーザ名及びパスワードが合致すると（ステップ１１１８でＹＥＳ）、ステップ１
１１４で接続要求を行った印刷装置１０（図３では、印刷装置１０−Ｎ）に対して、処理
結果リストの送信許可を送信する（ステップ１１１９）。

20

【０１０８】
そして、送信許可を受け取った印刷装置１０（図３では、印刷装置１０−Ｎ）から処理
結果リストが送られ、処理結果リストを受信した印刷装置１０−１は（ステップ１１２０
でＹＥＳ）、ログ保存部２０４に保存してある処理結果リストを上書き保存して（ステッ
プ１１２１）処理を終了する。
【０１０９】
なお、ステップ１１０７において、認証要求の通知を受信するのに、任意に設定された
ｔ秒経過しても受信できないときには（ステップ１１２２でＹＥＳ）、印刷装置１０−２
そのものが見つからなかったとして、処理結果リストに「印刷装置不明」と記録してログ
保存部２０４に保存する（ステップ１１２３）。
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【０１１０】
なお、ステップ１１２４において、コピー拒否の通知を受信すると（ステップ１１２４
でＹＥＳ）、認証が合致しないで接続が拒否されたとして、処理結果リストに印刷装置１
０−２は「接続拒否」と記録して、ログ保存部２０４に保存する（ステップ１１２５）。
【０１１１】
また、本発明を適用した印刷装置１０は、図３で示した印刷装置１０−２のように、設
定値リスト等を受信して設定値を設定し、次の印刷装置１０−３に設定値リスト等を送信
する場合がある。
【０１１２】
そのような場合の印刷装置で行われる処理についての処理フローを説明する。
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【０１１３】
まず、印刷装置１０−３ような印刷装置１０は、クライアントＰＣからの実行要求を受
信することなく（ステップ１１０１でＮＯ）、設定値リスト等を送信する印刷装置１０か
らの設定値のコピーを目的とした接続要求を受信する（ステップ１１２６でＹＥＳ）。
【０１１４】
すると、ステップ１１２６で接続要求を行ってきた印刷装置１０に対して、認証要求を
送信する（ステップ１１２７）。
【０１１５】
認証要求を送信した後に、ステップ１１２６で接続要求を行ってきた印刷装置から、認
証ユーザ名、設定印刷装置リストを受信すると（ステップ１１２８でＹＥＳ）、認証ユー
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ザ名、設定印刷装置リストに基いて認証を行い（ステップ１１２９）、認証ユーザ名及び
設定印刷装置リストに記載されたパスワードが合致すれば（ステップ１１３０でＹＥＳ）
、該接続要求を行ってきた印刷装置１０に対して、コピー許可の通知を送信する（ステッ
プ１１３１）。
【０１１６】
コピー許可の通知を送信した後に、ステップ１１２６で接続要求を行ってきた印刷装置
１０から、処理結果リスト、設定値リストを受信すると（ステップ１１３２でＹＥＳ）、
受信した設定値リストに記載されている設定値を印刷装置１０−２に設定する（ステップ
１１３３）。
【０１１７】
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設定値の設定が完了すると、ステップ１１２６で接続要求を行ってきた印刷装置１０に
対して、設定値設定完了の通知を送信し（ステップ１１３４）、処理結果リストに「完了
」を記録してログ保存部２０４に保存する（ステップ１１３５）。
【０１１８】
なお、ステップ１１３０において、認証ユーザ名及びパスワードが合致しない場合には
（ステップ１１３０でＮＯ）、ステップ１１２６で接続要求した印刷装置１０にコピー拒
否を送信して（ステップ１１３６）、処理を終了する。
【０１１９】
設定値リストを受信して設定が完了し処理結果リストに記録して保存されると（ステッ
プ１１３５が終了）、次に、印刷装置１０−２は、次の印刷装置１０−３に設定値リスト
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等を送信する為に、送信機能を働かせる。
【０１２０】
まず、印刷装置は処理結果リストに未設定と記載された先頭の印刷装置（例として図３
の印刷装置１０−３を挙げて説明する）に対して、接続要求を送信する（ステップ１１０
６）。
【０１２１】
ステップ１１０６で接続要求を送信した印刷装置１０−３より認証要求の通知を受信す
ると（ステップ１１０７でＹＥＳ）、認証ユーザ名、設定印刷装置リストを印刷装置１０
−３に送信し（ステップ１１０８）、当該送信先の印刷装置１０−３よりコピー許可の通
知を受信する（ステップ１１０９）。
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【０１２２】
そして、ステップ１１０６で接続要求を送信した送信先の印刷装置１０−３に対して、
処理結果リスト、設定値リストを送信し（ステップ１１１０）、当該送信先の印刷装置１
０−３より設定完了の通知を受信すると（ステップ１１１１でＹＥＳ）、処理結果リスト
に当該送信先の「完了」を記録してログ保存部２０４に保存し、処理を終了する（ステッ
プ１１１３でＮＯ）。
【０１２３】
また、本発明を適用した印刷装置１０は、図３で示した印刷装置１０−Ｎと印刷装置１
０−１のように、自装置１０−Ｎの設定値の設定が終了した後に、処理結果リスト、認証
用ユーザ名、設定印刷装置リストを、設定値のコピー元である印刷装置１０−１に送信す
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る場合がある。
【０１２４】
そのような場合の印刷装置１０−Ｎで行われる処理についての処理フローを説明する。
【０１２５】
印刷装置１０−Ｎが受信装置として設定値リスト等を受信する処理は、印刷装置１０−
２を例に挙げて説明した、ステップ１１２６及至１１３５で示した処理と同じなので説明
は省略する。
【０１２６】
印刷装置１０−Ｎが、送信装置として処理結果リスト、認証用ユーザ名、設定印刷装置
リストを送信する場合には、まず、処理結果リストに未設定の印刷装置がない状態から（
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ステップ１１０５でＮＯ）、設定値のコピー元である印刷装置１０−１に対して、処理結
果リスト送信の為の接続要求を送信する（ステップ１１３８）。
【０１２７】
設定値のコピー元である印刷装置１０−１より認証要求の通知を受信すると（ステップ
１１３９でＹＥＳ）、認証用ユーザ名、設定印刷装置リストを、印刷装置１０−１に対し
て送信する（ステップ１１４０）。
【０１２８】
そして、設定値のコピー元である印刷装置１０−１で認証が合致されて、印刷装置１０
−１から処理結果リスト送信の接続許可を受信すると（ステップ１１４１でＹＥＳ）、印
刷装置１０−１に対して、処理結果リストを送信して（ステップ１１４２）、処理を終了
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する。
【０１２９】
なお、ステップ１１３９で設定値のコピー元である印刷装置からの認証要求を、任意に
設定されたｔ秒を経過しても受信できないときには（ステップ１１４３でＹＥＳ）、当該
印刷装置が不明として、処理を終了し、また、ステップ１１４０で認証用ユーザ名、設定
印刷リストを印刷装置１０−１に送信した後に、印刷装置１０−１において認証に合致せ
ずに、印刷装置１０−１から接続拒否の通知を受信した（ステップ１１４４でＹＥＳ）場
合も、処理を終了する。
【０１３０】
なお、印刷装置１０から印刷装置１０に、認証用ユーザ名と設定値リストと設定印刷装
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置リストと処理結果リストを送信して、送信先の印刷装置１０から認証が合致しない等の
理由で送信を拒否された場合や、送信先の印刷装置１０から応答がない場合は、設定印刷
装置リストに記載された次の未設定である印刷装置にスキップして、認証用ユーザ名等を
送信することが出来る。
【０１３１】
なお、印刷装置１０から印刷装置１０に、認証用ユーザ名と設定値リストと設定印刷装
置リストと処理結果リストを送信する際に、コピー元である設定を指示した印刷装置以外
の印刷装置は、設定印刷装置リストから自身の情報であるアドレスとパスワードを削除し
て、次の印刷装置に送信するようにしてもよい。
【０１３２】
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なお、印刷装置１０から印刷装置１０に、認証用ユーザ名と設定値リストと設定印刷装
置リストと処理結果リストを送信する際に、送信先の印刷装置１０から応答がなかったり
、送信先の印刷装置から送信を拒否された場合に、設定印刷装置リストから、応答がなか
ったり、送信を拒否された印刷装置１０のアドレスとパスワードを削除してから、次の未
設定の印刷装置１０に、認証用ユーザ名等を送信することができる。
【０１３３】
なお、印刷装置１０から印刷装置１０に、認証用ユーザ名と設定値リストと設定印刷装
置リストと処理結果リストを送信する際、送信先の印刷装置１０を何らかの理由でスキッ
プして次の未設定の印刷装置１０に送信した場合には、最初に設定を指示した設定値のコ
ピー元である印刷装置１０は、戻ってきた処理結果リストに書かれた「印刷装置不明」「
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接続拒否」より、スキップされた印刷装置１０の情報を入手することができるので、戻っ
てきた処理結果リストの情報をもとに設定値コピー実効画面を再構築して、再度、スキッ
プされた印刷装置に対して、重点的に（送信回数、送信間隔等の設定は可能である）、認
証用ユーザ名、設定値リスト、設定印刷装置リスト、処理結果リストを送信するようにす
ることが出来る。
【０１３４】
なお、本発明を適用した印刷装置１０において、複数の印刷装置１０に転送する対象は
、印刷装置１０の設定値だけではなく、印刷ジョブやＦ／Ｗ（ファームウェア）を複数の
印刷装置１０に転送する対象としてもよく、その際は、各印刷装置に送信されるものは、
設定値リストではなく、印刷ジョブやファームウェアに適したリストが送信される。
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【産業上の利用可能性】
【０１３５】
本発明は、ネットワークに接続された複数の印刷装置を有する印刷システムにおいて利
用可能である。
【０１３６】
この発明によれば、特定の印刷装置に負荷をかけないようにして、特定の印刷装置の設
定値を他の印刷装置にコピーすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明を適用した印刷システム１００の構成を示す構成図。
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【図２】印刷装置１０の内部構成を示すブロック図。
【図３】本発明を適用した複数の印刷装置１０の間で、設定値がコピーされる際に、印刷
装置間で移動する情報について示した構成図。
【図４】図３に示した方法とは違う方法で、印刷装置間で、設定値がコピーされる際に、
印刷装置間で移動する情報について示した構成図。
【図５】印刷装置１０において設定される設定値を記載した、設定値リストを示した表。
【図６】設定値を設定する印刷装置１０のアドレスと該印刷装置１０のパスワードを示し
た設定印刷装置リストを示した表。
【図７】設定値が設定された状況を記載した処理結果リストを記した表。
【図８】設定値が印刷装置１０の間で設定される様子を示した状態遷移図。
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【図９】クライアントＰＣ１１０の図示しないディスプレイに表示される設定値コピー実
行画面の画面構成図。
【図１０】印刷装置１０−３のＷｅｂＳｅｒｖｅｒ部２０２に表示される、設定値コピー
実行結果一覧表示画面を示す画面構成図。
【図１１】本発明を適用した印刷装置１０において行われる処理フローを示したフローチ
ャート。
【図１２】本発明を適用した印刷装置１０において行われる処理フローを示したフローチ
ャート。
【符号の説明】
【０１３８】
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１０、１０−１、１０−２、１０−３、・・・１０−Ｎ
１１０

クライアントＰＣ

１２０

ネットワーク

印刷装置
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