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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と通信可能な周辺装置に搭載されるファームウェアについて、前記情報処
理装置と通信可能なサーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確認し
、ダウンロード可能な場合に、その旨を利用者に通知する処理を、前記情報処理装置に実
行させるための周辺装置管理プログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認タイミングに至った
か否かを判定する確認タイミング判定手段と、
　前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に
、前記周辺装置に搭載済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装
置から取得するファームウェア情報取得手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファームウェア情報を前記周辺装置から
正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づいて特定されるファームウェア
よりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロード可能か否かを確認する確認
手段と、
　前記確認手段によって、新しいファームウェアを前記サーバからダウンロード可能であ
ると確認できた場合に、ダウンロード可能なファームウェアが存在する旨を利用者に通知
する通知手段と、
　過去に一回の処理によって、正常に取得できた前記ファームウェア情報の数の内、最も
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頻度の高かった数をしきい値として、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファー
ムウェア情報の取得状況が、前記しきい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を
取得できた状況であった場合には、あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認
タイミングとして設定する一方、前記しきい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情
報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ
定められた第２期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定
手段
　として機能させるための周辺装置管理プログラム。
【請求項２】
　情報処理装置と通信可能な複数の周辺装置に搭載されるファームウェアについて、前記
情報処理装置と通信可能なサーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを
確認し、ダウンロード可能な場合に、その旨を利用者に通知する処理を、前記情報処理装
置に実行させるための周辺装置管理プログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認タイミングに至った
か否かを、複数の前記周辺装置それぞれについて判定する確認タイミング判定手段と、
　前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に
、前記確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象に、前記周辺装置に搭載
済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装置から取得するファー
ムウェア情報取得手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファームウェア情報を前記周辺装置から
正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づいて特定されるファームウェア
よりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロード可能か否かを確認する確認
手段と、
　前記確認手段によって、新しいファームウェアを前記サーバからダウンロード可能であ
ると確認できた場合に、ダウンロード可能なファームウェアが存在する旨を利用者に通知
する通知手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらか
じめ取り決められた条件を満足する取得状況であった場合には、複数の前記周辺装置の全
てについて、あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定
する一方、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、複
数の前記周辺装置のそれぞれについて、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ定め
られた第２期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定手段
　として機能させるための周辺装置管理プログラム。
【請求項３】
　前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファーム
ウェア情報の取得状況が、所定数以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得でき
た状況であった場合には、前記第１期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する一
方、所定数以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場
合には、前記第２期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する手段とされている
　ことを特徴とする請求項２に記載の周辺装置管理プログラム。
【請求項４】
　前記確認タイミング設定手段は、過去に一回の処理によって、正常に取得できた前記フ
ァームウェア情報の数の内、最も頻度の高かった数をしきい値として、前記ファームウェ
ア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、前記しきい値以上の周辺装
置から前記ファームウェア情報を取得できた状況であった場合には、前記第１期間の経過
後を前記確認タイミングとして設定する一方、前記しきい値以上の周辺装置から前記ファ
ームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第２期間の経過後を前記確
認タイミングとして設定する手段とされている
　ことを特徴とする請求項３に記載の周辺装置管理プログラム。
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【請求項５】
　前記情報処理装置を、さらに、
　複数の周辺装置の中から選ばれる１以上の周辺装置を監視対象周辺装置として、前記監
視対象周辺装置の接続状態がオンラインになったことを検出する検出手段
　として機能させ、
　前記確認タイミング判定手段は、前記監視対象周辺装置の接続状態がオンラインになっ
たことを前記検出手段が検出した際に、当該オンラインになった監視対象周辺装置に対し
て前記確認タイミングに至ったと判定する手段とされている
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の周辺装置管理プログラム
。
【請求項６】
　前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファーム
ウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められた特定の周辺装置から前記ファームウ
ェア情報を取得できた状況であった場合には、前記第１期間の経過後を前記確認タイミン
グとして設定する一方、あらかじめ取り決められた特定の周辺装置から前記ファームウェ
ア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第２期間の経過後を前記確認タイミ
ングとして設定する手段とされている
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の周辺装置管理プログラム
。
【請求項７】
　前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファーム
ウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかっ
た場合に、前記ファームウェア情報を取得できる頻度があらかじめ定められた基準値より
高い周辺装置については、前記第２期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する一
方、前記ファームウェア情報を取得できる頻度が前記基準値より低い周辺装置については
、前記第１期間よりも長期間となるあらかじめ定められた第３期間の経過後を、前記確認
タイミングとして設定する手段とされている
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の周辺装置管理プログラム
。
【請求項８】
　情報処理装置と、前記情報処理装置と通信可能な周辺装置と、前記情報処理装置と通信
可能なサーバとを備え、前記情報処理装置が、前記周辺装置に搭載されるファームウェア
について、前記サーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確認し、ダ
ウンロード可能な場合に、その旨を利用者に通知する処理を実行するように構成された周
辺装置管理システムであって、
　前記情報処理装置が、
　前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認タイミングに至った
か否かを判定する確認タイミング判定手段と、
　前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に
、前記周辺装置に搭載済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装
置から取得するファームウェア情報取得手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファームウェア情報を前記周辺装置から
正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づいて特定されるファームウェア
よりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロード可能か否かを確認する確認
手段と、
　前記確認手段によって、新しいファームウェアを前記サーバからダウンロード可能であ
ると確認できた場合に、ダウンロード可能なファームウェアが存在する旨を利用者に通知
する通知手段と、
　過去に一回の処理によって、正常に取得できた前記ファームウェア情報の数の内、最も
頻度の高かった数をしきい値として、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファー
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ムウェア情報の取得状況が、前記しきい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を
取得できた状況であった場合には、あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認
タイミングとして設定する一方、前記しきい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情
報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ
定められた第２期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定
手段と
　を備えることを特徴とする周辺装置管理システム。
【請求項９】
　情報処理装置と、前記情報処理装置と通信可能な複数の周辺装置と、前記情報処理装置
と通信可能なサーバとを備え、前記情報処理装置が、前記周辺装置に搭載されるファーム
ウェアについて、前記サーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確認
し、ダウンロード可能な場合に、その旨を利用者に通知する処理を実行するように構成さ
れた周辺装置管理システムであって、
　前記情報処理装置が、
　前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認タイミングに至った
か否かを、複数の前記周辺装置それぞれについて判定する確認タイミング判定手段と、
　前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に
、前記確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象に、前記周辺装置に搭載
済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装置から取得するファー
ムウェア情報取得手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファームウェア情報を前記周辺装置から
正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づいて特定されるファームウェア
よりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロード可能か否かを確認する確認
手段と、
　前記確認手段によって、新しいファームウェアを前記サーバからダウンロード可能であ
ると確認できた場合に、ダウンロード可能なファームウェアが存在する旨を利用者に通知
する通知手段と、
　前記ファームウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらか
じめ取り決められた条件を満足する取得状況であった場合には、複数の前記周辺装置の全
てについて、あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定
する一方、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、複
数の前記周辺装置のそれぞれについて、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ定め
られた第２期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定手段
と
　を備えることを特徴とする周辺装置管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、周辺装置管理プログラム、および周辺装置管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、周辺装置のファームウェアを更新する際に利用される技術として、下記特許文献
１に記載の技術が提案されている。
　この特許文献１に記載の技術において、クライアントＰＣは、プリンタメーカのウェブ
サイトから提供される最新ファームウェアのバージョンと、既にプリンタに導入済みのフ
ァームウェアのバージョンについて、いずれが高バージョンかを確認する。そして、最新
ファームウェアの方が高バージョンであれば、所定の処理（特許文献１においては、プリ
ンタのファームウェアをアップデートする処理）を実行している。
【特許文献１】特開２００４－１１０３９６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ネットワーク上の周辺装置は、常に電源が入っているとは限らず、また、電
源は入っていてもオフラインになっている等、常にＰＣと通信可能な状態になっていると
は限らない。そのため、上記特許文献１に記載の技術を利用する場合でも、ファームウェ
アバージョンを確認するタイミングによっては、周辺装置からファームウェアのバージョ
ン情報を取得できず、ファームウェアバージョンの確認に失敗することがある。
【０００４】
　ここで、ファームウェアバージョンの確認に失敗した場合の対策としては、例えば、フ
ァームウェアバージョンの確認に成功するまで、ある程度時間が経過する毎に、ファーム
ウェアバージョンの確認を再試行する、といった方法が考えられる。
【０００５】
　しかし、過剰に頻繁にファームウェアバージョンの確認を再試行することになると、そ
のような処理を実行する情報処理装置には相応の負荷がかかり、また、周辺装置が接続さ
れたネットワークにも相応の負荷がかかる、という問題がある。
【０００６】
　もちろん、単に情報処理装置やネットワークにかかる負荷を軽減することだけを考えれ
ば、次にファームウェアバージョンの確認を再試行するまでの期間を十分に長くすること
で、再試行の頻度を低下させることはできる。
【０００７】
　しかし、単に再試行の頻度を低下させるだけでは、実際にファームウェアバージョンの
確認ができる状況にあったか否かを問わず、確認タイミングが遅くなってしまう、という
問題がある。
【０００８】
　つまり、ファームウェアバージョンの確認を再試行する頻度は、一律に高くしても一律
に低くしても相応に問題があり、適切なタイミングで周辺装置から情報を取得することは
、必ずしも容易なことではない、という問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、周辺装置から
ファームウェアの情報が取得できなかった場合に、その後適切なタイミングでファームウ
ェアの情報を取得することができる周辺装置管理プログラム、および周辺装置管理システ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　請求項１に記載の周辺装置管理プログラムは、情報処理装置と通信可能な周辺装置に搭
載されるファームウェアについて、前記情報処理装置と通信可能なサーバから新しいファ
ームウェアをダウンロード可能か否かを確認し、ダウンロード可能な場合に、その旨を利
用者に通知する処理を、前記情報処理装置に実行させるための周辺装置管理プログラムで
あって、前記情報処理装置を、前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認を
する確認タイミングに至ったか否かを判定する確認タイミング判定手段と、前記確認タイ
ミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に、前記周辺装置
に搭載済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装置から取得する
ファームウェア情報取得手段と、前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファーム
ウェア情報を前記周辺装置から正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づ
いて特定されるファームウェアよりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロ
ード可能か否かを確認する確認手段と、前記確認手段によって、新しいファームウェアを
前記サーバからダウンロード可能であると確認できた場合に、ダウンロード可能なファー
ムウェアが存在する旨を利用者に通知する通知手段と、過去に一回の処理によって、正常
に取得できた前記ファームウェア情報の数の内、最も頻度の高かった数をしきい値として
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、前記ファームウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、前記し
きい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できた状況であった場合には、
あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する一方、前
記しきい値以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場
合には、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ定められた第２期間の経過後を、前
記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定手段として機能させるためのプログ
ラムである。
【００１１】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、確認タイミングに至ったら、周辺装置に搭載されるフ
ァームウェアについて、サーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確
認する。そして、ダウンロード可能な場合には、その旨を利用者に通知するので、利用者
はファームウェアのダウンロードが可能であることを察知できる。
【００１２】
　しかも、ファームウェア情報取得手段によるファームウェア情報の取得状況が、上記の
ようなしきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できた状況であった場合に
は、第１期間の経過後、次回の確認タイミングとして設定する。一方、上記しきい値以上
の周辺装置からファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第１期
間よりも短期間となる第２期間の経過後を、次回の確認タイミングとして設定する。
　つまり、情報処理装置は、正常に取得できる可能性が高いファームフェア情報の数をし
きい値として、しきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できる状況になか
った場合には、次の確認タイミングを早めることができる。
【００１３】
　したがって、単に第１期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとは異なり、上
記しきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合に
は、より短期間で次の確認時期になるので、次の確認時期が過剰に遅い時期になってしま
うことがなく、短期間で利用者への通知を行うことができる。
　特に、正常にファームウェア情報を取得できる可能性が高い周辺装置について、たまた
まファームウェア情報の取得に失敗していたとしても、次の取得機会をより早期に到来さ
せることができ、これにより、ダウンロード可能なファームウェアが存在するか否かの確
認を、より早期に再試行できる。
【００１４】
　また、単に第２期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとも異なり、上記のよ
うなしきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できた状況であったにもかか
わらず、次の確認時期が過剰に早い時期になってしまうことはなく、サーバやネットワー
クに過大な負荷をかけることがない。
【００１５】
　請求項２に記載の周辺装置管理プログラムは、情報処理装置と通信可能な複数の周辺装
置に搭載されるファームウェアについて、前記情報処理装置と通信可能なサーバから新し
いファームウェアをダウンロード可能か否かを確認し、ダウンロード可能な場合に、その
旨を利用者に通知する処理を、前記情報処理装置に実行させるための周辺装置管理プログ
ラムであって、前記情報処理装置を、前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの
確認をする確認タイミングに至ったか否かを、複数の前記周辺装置それぞれについて判定
する確認タイミング判定手段と、前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミン
グに至ったと判定された場合に、前記確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみ
を対象に、前記周辺装置に搭載済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前
記周辺装置から取得するファームウェア情報取得手段と、前記ファームウェア情報取得手
段によって前記ファームウェア情報を前記周辺装置から正常に取得できた場合に、前記フ
ァームウェア情報に基づいて特定されるファームウェアよりも新しいファームウェアを、
前記サーバからダウンロード可能か否かを確認する確認手段と、前記確認手段によって、
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新しいファームウェアを前記サーバからダウンロード可能であると確認できた場合に、ダ
ウンロード可能なファームウェアが存在する旨を利用者に通知する通知手段と、前記ファ
ームウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決
められた条件を満足する取得状況であった場合には、複数の前記周辺装置の全てについて
、あらかじめ定められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する一方、
あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、複数の前記周
辺装置のそれぞれについて、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ定められた第２
期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定手段として機能
させるための周辺装置管理プログラムである。
【００１６】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、確認タイミングに至ったら、周辺装置に搭載されるフ
ァームウェアについて、サーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確
認する。そして、ダウンロード可能な場合には、その旨を利用者に通知するので、利用者
はファームウェアのダウンロードが可能であることを察知できる。
【００１７】
　しかも、ファームウェア情報取得手段によるファームウェア情報の取得状況が、あらか
じめ取り決められた条件を満足する取得状況であった場合には、第１期間の経過後、次回
の確認タイミングとして設定する。
【００１８】
　一方、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、前記
第１期間よりも短期間となる第２期間の経過後を、次回の確認タイミングとして設定する
。
【００１９】
　したがって、単に第１期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとは異なり、あ
らかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、より短期間で次
の確認時期になるので、次の確認時期が過剰に遅い時期になってしまうことがなく、短期
間で利用者への通知を行うことができる。
【００２０】
　また、単に第２期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとも異なり、あらかじ
め取り決められた条件を満足する取得状況であったにもかかわらず、次の確認時期が過剰
に早い時期になってしまうことはなく、サーバやネットワークに過大な負荷をかけること
がない。
【００２１】
　さらに、請求項２に記載の周辺装置管理プログラムの場合、情報処理装置は、あらかじ
め取り決められた条件を満足する取得状況であった場合、複数の周辺装置の全てについて
、第１期間の経過後を確認タイミングとして設定する。
【００２２】
　したがって、その後、確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象にファ
ームウェア情報を取得する際には、複数の周辺装置の全てから情報取得を試行することが
できる。
【００２３】
　その一方、情報処理装置は、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではな
かった場合であっても、複数の周辺装置のそれぞれについて確認タイミングが設定される
。そして、その後は、確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象にファー
ムウェア情報を取得する。したがって、常にすべての周辺装置からの情報取得を試行する
ものに比べ、効率的に情報取得を行うことができ、情報処理装置にかかる負荷を軽減でき
る。
【００２４】
　請求項３に記載の周辺装置管理プログラムは、請求項２に記載の周辺装置管理プログラ
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ムにおいて、前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウェア情報取得手段による前
記ファームウェア情報の取得状況が、所定数以上の周辺装置から前記ファームウェア情報
を取得できた状況であった場合には、前記第１期間の経過後を前記確認タイミングとして
設定する一方、所定数以上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できる状況では
なかった場合には、前記第２期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する手段とさ
れていることを特徴とする。
【００２５】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、所定数以上の周辺装置からファームウェア情報を取得
できる状況になかった場合には、次の確認タイミングを早めることができる。したがって
、多くの周辺機器からファームウェア情報を取得できなかった場合には、ダウンロード可
能なファームウェアが存在するか否かの確認を、より早期に再試行できる。
【００２６】
　請求項４に記載の周辺装置管理プログラムは、請求項３に記載の周辺装置管理プログラ
ムにおいて、前記確認タイミング設定手段は、過去に一回の処理によって、正常に取得で
きた前記ファームウェア情報の数の内、最も頻度の高かった数をしきい値として、前記フ
ァームウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、前記しきい値以
上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できた状況であった場合には、前記第１
期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する一方、前記しきい値以上の周辺装置か
ら前記ファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前記第２期間の経過
後を前記確認タイミングとして設定する手段とされていることを特徴とする。
【００２７】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、正常に取得できる可能性が高いファームフェア情報の
数をしきい値として、しきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できる状況
になかった場合には、次の確認タイミングを早めることができる。
【００２８】
　したがって、正常にファームウェア情報を取得できる可能性が高い周辺装置について、
たまたまファームウェア情報の取得に失敗していたとしても、次の取得機会をより早期に
到来させることができ、これにより、ダウンロード可能なファームウェアが存在するか否
かの確認を、より早期に再試行できる。
　請求項５に記載の周辺装置管理プログラムは、請求項１～請求項４のいずれか一項に記
載の周辺装置管理プログラムにおいて、前記情報処理装置を、さらに、複数の周辺装置の
中から選ばれる１以上の周辺装置を監視対象周辺装置として、前記監視対象周辺装置の接
続状態がオンラインになったことを検出する検出手段として機能させ、前記確認タイミン
グ判定手段は、前記監視対象周辺装置の接続状態がオンラインになったことを前記検出手
段が検出した際に、当該オンラインになった監視対象周辺装置に対して前記確認タイミン
グに至ったと判定する手段とされていることを特徴とする。
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、監視対象周辺装置の接続状態がオンラインになった場
合に、サーバから新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確認する。そして、
ダウンロード可能な場合に、その旨を利用者に通知する。
　したがって、監視対象周辺装置の接続状態がオフラインになっていたことに起因して、
ファームウェアをダウンロード可能か否かの確認ができていなかった場合にも、監視対象
周辺装置の接続状態がオンラインになったことを契機として、迅速に確認をとることがで
きる。
【００２９】
　請求項６に記載の周辺装置管理プログラムは、請求項１～請求項５のいずれか一項に記
載の周辺装置管理プログラムにおいて、前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウ
ェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められ
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た特定の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できた状況であった場合には、前記
第１期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する一方、あらかじめ取り決められた
特定の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前
記第２期間の経過後を前記確認タイミングとして設定する手段とされていることを特徴と
する。
【００３０】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、あらかじめ取り決められた特定の周辺装置からファー
ムウェア情報を取得できる状況になかった場合には、次の確認タイミングを早めることが
できる。
【００３１】
　したがって、例えば、利用者にとって特に重要な周辺装置を上記特定の周辺装置として
取り決めておくことにより、その特定の周辺装置について、ダウンロード可能なファーム
ウェアが存在するか否かの確認を、より早期に再試行できる。
【００３２】
　請求項７に記載の周辺装置管理プログラムは、請求項１～請求項６のいずれか一項に記
載の周辺装置管理プログラムにおいて、前記確認タイミング設定手段は、前記ファームウ
ェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められ
た条件を満足する取得状況ではなかった場合に、前記ファームウェア情報を取得できる頻
度があらかじめ定められた基準値より高い周辺装置については、前記第２期間の経過後を
前記確認タイミングとして設定する一方、前記ファームウェア情報を取得できる頻度が前
記基準値より低い周辺装置については、前記第１期間よりも長期間となるあらかじめ定め
られた第３期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する手段とされていることを
特徴とする。
【００３３】
　このように構成された周辺装置管理プログラムにより、情報処理装置を上記各手段とし
て機能させれば、情報処理装置は、あらかじめ取り決められた特定の周辺装置からファー
ムウェア情報を取得できる状況になかった場合に、ファームウェア情報を取得できる頻度
が高い周辺装置については、次の確認タイミングを早めることができる。
【００３４】
　逆に、ファームウェア情報を取得できる頻度が低い周辺装置については、次の確認タイ
ミングを遅くすることができる。したがって、あまり使用しない周辺装置についての過剰
な確認を抑制でき、情報処理装置にかかる負荷を軽減できる。
【００３５】
　さらに、請求項８に記載の周辺装置管理システムは、情報処理装置と、前記情報処理装
置と通信可能な周辺装置と、前記情報処理装置と通信可能なサーバとを備え、前記情報処
理装置が、前記周辺装置に搭載されるファームウェアについて、前記サーバから新しいフ
ァームウェアをダウンロード可能か否かを確認し、ダウンロード可能な場合に、その旨を
利用者に通知する処理を実行するように構成された周辺装置管理システムであって、前記
情報処理装置が、前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認タイ
ミングに至ったか否かを判定する確認タイミング判定手段と、前記確認タイミング判定手
段によって前記確認タイミングに至ったと判定された場合に、前記周辺装置に搭載済みの
ファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装置から取得するファームウェ
ア情報取得手段と、前記ファームウェア情報取得手段によって前記ファームウェア情報を
前記周辺装置から正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情報に基づいて特定され
るファームウェアよりも新しいファームウェアを、前記サーバからダウンロード可能か否
かを確認する確認手段と、前記確認手段によって、新しいファームウェアを前記サーバか
らダウンロード可能であると確認できた場合に、ダウンロード可能なファームウェアが存
在する旨を利用者に通知する通知手段と、過去に一回の処理によって、正常に取得できた
前記ファームウェア情報の数の内、最も頻度の高かった数をしきい値として、前記ファー
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ムウェア情報取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、前記しきい値以上の
周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できた状況であった場合には、あらかじめ定
められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する一方、前記しきい値以
上の周辺装置から前記ファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、前記
第１期間よりも短期間となるあらかじめ定められた第２期間の経過後を、前記確認タイミ
ングとして設定する確認タイミング設定手段とを備えることを特徴とする。
【００３６】
　このように構成された周辺装置管理システムによれば、情報処理装置は、請求項１に記
載の周辺装置管理プログラムについて述べたとおりの作用、効果を奏するものとなる。し
たがって、利用者はファームウェアのダウンロードが可能であることを察知できる。
【００３７】
　しかも、単に第１期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとは異なり、上記し
きい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できる状況ではなかった場合には、
より短期間で次の確認時期になるので、次の確認時期が過剰に遅い時期になってしまうこ
とがなく、短期間で利用者への通知を行うことができる。
【００３８】
　また、単に第２期間相当の期間が経過するたびに確認を行うものとも異なり、上記のよ
うなしきい値以上の周辺装置からファームウェア情報を取得できた状況であったにもかか
わらず、次の確認時期が過剰に早い時期になってしまうことはなく、サーバやネットワー
クに過大な負荷をかけることがない。
　また、請求項９に記載の周辺装置管理システムは、情報処理装置と、前記情報処理装置
と通信可能な複数の周辺装置と、前記情報処理装置と通信可能なサーバとを備え、前記情
報処理装置が、前記周辺装置に搭載されるファームウェアについて、前記サーバから新し
いファームウェアをダウンロード可能か否かを確認し、ダウンロード可能な場合に、その
旨を利用者に通知する処理を実行するように構成された周辺装置管理システムであって、
前記情報処理装置が、前記ファームウェアのダウンロードが可能か否かの確認をする確認
タイミングに至ったか否かを、複数の前記周辺装置それぞれについて判定する確認タイミ
ング判定手段と、前記確認タイミング判定手段によって前記確認タイミングに至ったと判
定された場合に、前記確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象に、前記
周辺装置に搭載済みのファームウェアに関するファームウェア情報を、前記周辺装置から
取得するファームウェア情報取得手段と、前記ファームウェア情報取得手段によって前記
ファームウェア情報を前記周辺装置から正常に取得できた場合に、前記ファームウェア情
報に基づいて特定されるファームウェアよりも新しいファームウェアを、前記サーバから
ダウンロード可能か否かを確認する確認手段と、前記確認手段によって、新しいファーム
ウェアを前記サーバからダウンロード可能であると確認できた場合に、ダウンロード可能
なファームウェアが存在する旨を利用者に通知する通知手段と、前記ファームウェア情報
取得手段による前記ファームウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められた条件を
満足する取得状況であった場合には、複数の前記周辺装置の全てについて、あらかじめ定
められた第１期間の経過後を、前記確認タイミングとして設定する一方、あらかじめ取り
決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、複数の前記周辺装置のそれぞ
れについて、前記第１期間よりも短期間となるあらかじめ定められた第２期間の経過後を
、前記確認タイミングとして設定する確認タイミング設定手段とを備えることを特徴とす
る。
　このように構成された周辺装置管理システムによれば、情報処理装置は、請求項２に記
載の周辺装置管理プログラムについて述べたとおりの作用、効果を奏するものとなる。し
たがって、利用者はファームウェアのダウンロードが可能であることを察知できる。
　さらに、この周辺装置管理システムの場合、情報処理装置は、あらかじめ取り決められ
た条件を満足する取得状況であった場合、複数の周辺装置の全てについて、第１期間の経
過後を確認タイミングとして設定する。したがって、その後、確認タイミングに至ったと
判定された周辺装置のみを対象にファームウェア情報を取得する際には、複数の周辺装置
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の全てから情報取得を試行することができる。
　その一方、情報処理装置は、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではな
かった場合であっても、複数の周辺装置のそれぞれについて確認タイミングが設定される
。そして、その後は、確認タイミングに至ったと判定された周辺装置のみを対象にファー
ムウェア情報を取得する。したがって、常にすべての周辺装置からの情報取得を試行する
ものに比べ、効率的に情報取得を行うことができ、情報処理装置にかかる負荷を軽減でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　［システム全体の構成］
　図１は、周辺装置管理システム全体の構成を示した概略構成図である。本実施形態にお
いて、周辺装置管理システムは、パーソナルコンピュータ１（本発明でいう情報処理装置
に相当；以下、ＰＣ１という）、プリンタ２Ａ～２Ｅ（本発明でいう周辺装置に相当）、
およびサーバ３などによって構成される。
【００４０】
　ＰＣ１とプリンタ２Ａ～２Ｅは、ＬＡＮ（Local Area Network）５を介して互いに通信
可能となっている。また、ＬＡＮ５は、ルータ６を介してＷＡＮ（Wide Area Network；
例えば、インターネット）７に接続され、ＰＣ１は、ＷＡＮ７を介してサーバ３とも通信
可能となっている。
【００４１】
　これらの内、ＰＣ１は、制御部１１、記憶部１２、入力部１３、表示部１４、ネットワ
ークインターフェイス１５などを備えている。
　制御部１１は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等のハードウェアと、ＯＳ（Operating System
）やアプリケーション等のソフトウェアによって構成される。この制御部１１において、
周辺装置管理システムに関連するソフトウェアとしては、ステータスモニタ１１Ａ、パー
サ１１Ｂなどが機能している。
【００４２】
　ステータスモニタ１１Ａは、プリンタ２Ａ～２Ｅに関連する各種情報を、表示部１４に
出力することで利用者に通知する処理、あるいは、利用者から情報の入力を受け付ける処
理などを実行する。
【００４３】
　パーサ１１Ｂは、プリンタジョブ言語（ＰＪＬ；Printer Job Language）に準拠した形
式で記述されたコマンドをプリンタ２Ａ～２Ｅに出力し、そのコマンドを受け取ったプリ
ンタ２Ａ～２Ｅから出力される各種情報を取得する処理を実行する。そして、取得した情
報の構文解析を行って、その情報をステータスモニタ１１Ａが参照可能なデータ形式に変
換し、ステータスモニタ１１Ａへと出力する処理を実行する。
【００４４】
　記憶部１２は、制御部１１が備えるＲＡＭとは別に設けられた、より大容量のハードデ
ィスク装置や不揮発性メモリによって構成されるもので、比較的大きいサイズのデータや
、電力供給が遮断されたときにも消失させたくないデータを記憶する際に利用される。本
実施形態において、この記憶部１２には、プリンタ２Ａ～２Ｅのファームウェアの更新に
関する履歴情報１２Ａが記憶される。
【００４５】
　また、プリンタ２Ａは、制御部２１、記憶部２２、操作部２３、表示部２４、ネットワ
ークインターフェイス２５、印刷部２６などを備えている。
　記憶部２２は、不揮発性メモリによって構成されるもので、プリンタ２Ａが備えるハー
ドウェアを制御するためのファームウェア２２Ａ、およびそのファームウェアに関連する
情報（ファームウェアのバージョン情報等；以下、ファーム情報ともいう。）などが、記
憶部２２に記憶されている。
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【００４６】
　なお、図１においては、プリンタ２Ａについてのみ内部構成を図示してあるが、他のプ
リンタ２Ｂ～２Ｅの内部構成も、プリンタ２Ａと同様になっている。
　さらに、サーバ３は、制御部３１、記憶部３２、ネットワークインターフェイス３３な
どを備えている。
【００４７】
　記憶部３２は、大容量のハードディスク装置によって構成されるもので、サーバ３が配
信可能なプリンタ用ファームウェアに関するファームウェア管理情報３２Ａなどが、記憶
部３２に記憶されている。ファームウェア管理情報３２Ａには、ファームウェアの最新の
バージョン情報などが含まれている。
【００４８】
　なお、サーバ３は、クライアントからの要求に応じてプリンタ用ファームウェアを配信
する機能を備えており、記憶部３２には、配信対象となるプリンタ用ファームウェア（図
示略）も記憶されている。ただし、本実施形態で説明する周辺装置管理システムは、サー
バ３が配信可能なファームウェアに関する情報をＰＣ１に伝達するシステムであって、プ
リンタ用ファームウェアそのものを配信するシステムとは別のシステムとして構成されて
いる。
【００４９】
　図２は、上記周辺装置管理システム内でやり取りされるデータの伝送経路を示したブロ
ック図である。
　上記周辺装置管理システムにおいて、ステータスモニタ１１Ａは、パーサ１１Ｂに対し
てファーム情報の提供を命令する。この命令は、プリンタ２Ａ～２Ｅがオンラインになっ
ていれば、パーサ１１Ｂからプリンタ２Ａ～２Ｅへと伝達され、この命令を受けたプリン
タからパーサ１１Ｂに対しては、ファーム情報が提供される。そして、このファーム情報
と取得結果（取得に成功した旨の情報）がステータスモニタ１１Ａへと伝達される。
【００５０】
　また、プリンタ２Ａ～２Ｅがオンラインになっていなければ（例えば、オフライン、あ
るいは電源オフなどになっていれば）、パーサ１１Ｂからプリンタ２Ａ～２Ｅへ命令を伝
達することはできないので、ファーム情報は取得できず、取得結果（取得に失敗した旨の
情報）だけがステータスモニタ１１Ａへと伝達される。
【００５１】
　こうしてファーム情報等を取得したステータスモニタ１１Ａは、サーバに送信する情報
をまとめて、取得したファーム情報をサーバ３へ送信する。サーバ３では、ステータスモ
ニタ１１Ａから伝達される情報に基づいて、到来したファーム情報よりも新しいファーム
ウェアの提供が可能か否かを確認し、その確認結果をステータスモニタ１１Ａへと返信す
る。
【００５２】
　ステータスモニタ１１Ａは、サーバ３から送信されてくる確認結果を受信し、ファーム
ウェアのアップデートが可能である旨の確認結果を受信した場合には、その旨を表示部１
４に表示することで、利用者に対する通知を行う。
【００５３】
　したがって、この通知を見た利用者は、プリンタ２Ａ～２Ｅいずれかのファームウェア
をアップデートできることがわかるので、後は、利用者の判断で、ファームウェアのダウ
ンロードやアップデート作業を実施できる。
【００５４】
　すなわち、上記周辺装置管理システムでは、ファームウェアのアップデートが可能であ
る旨の情報を利用者に通知する処理を実施するが、実際にファームウェアのダウンロード
やアップデート作業を実施するか否かは、利用者の判断に任される。
【００５５】
　［ステータスモニタおよびパーサが実行する処理の詳細］
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　次に、上述したような周辺装置管理システムを実現するため、ＰＣ１においてステータ
スモニタ１１Ａおよびパーサ１１Ｂが実行する処理の詳細について、図３～図６のフロー
チャートに基づいて説明する。
【００５６】
　以下に説明する処理は、ＰＣ１においてステータスモニタ１１Ａが起動された際に実行
される処理となる。ステータスモニタ１１Ａを起動する契機は任意であるが、例えば、Ｐ
Ｃ１において、プリンタ２Ａ～２Ｅに対する印刷出力が行われる際には、プリンタドライ
バ（図示略）が印刷関連の処理を実行する中で、プリンタドライバとは別のプロセスとし
てステータスモニタ１１Ａを起動する。また、ＰＣ１の起動時にステータスモニタ１１Ａ
が起動される構成となっていてもよいし、利用者がマニュアル操作でステータスモニタ１
１Ａを起動できるように構成されていてもよい。
【００５７】
　ステータスモニタ１１Ａが起動されたことにより、ＰＣ１が図３に示す処理を開始する
と、ステータスモニタ１１Ａ（厳密には、ステータスモニタ１１Ａとして機能するＰＣ１
；以下、単にステータスモニタ１１Ａという。）は、まず、プリンタ２Ａ～２Ｅのファー
ムウェアに関する更新確認を行う（Ｓ１０５）。このＳ１０５の処理は、詳しくは図４に
示すような処理となる。
【００５８】
　図４に示す更新確認処理を開始すると、ステータスモニタ１１Ａは、まず、前回確認年
月日を取得する（Ｓ２０５）。本実施形態において、記憶部１２に記憶された履歴情報１
２Ａには、図７（ａ）～同図（ｅ）に例示するように、プリンタ名、前回確認年月日、確
認タイミング、以上３項目を１組とするデータ群が、プリンタ２Ａ～２Ｅの数と同数組含
まれている。また、図示しないが、履歴情報１２Ａには、ファーム情報を取得した日時と
、ファーム情報の取得に成功したか否かを示す情報とが、プリンタごとに記憶されている
。
【００５９】
　このような履歴情報１２Ａにおいて、プリンタ名：Ａ～Ｅとなっている各組は、それぞ
れプリンタ２Ａ～２Ｅに対応する組であるが、「前回確認年月日」については各組とも共
通の日付が格納されている。そのため、Ｓ２０５では、履歴情報１２Ａ中にあるいずれか
の組から「前回確認年月日」を読み出す。
【００６０】
　そして、前回確認年月日を取得したら、続いて、ステータスモニタ１１Ａは、確認タイ
ミングを経過したプリンタがあるか否かを判断する（Ｓ２１０）。Ｓ２１０では、履歴情
報１２Ａ中にある「確認タイミング」が、プリンタ２Ａ～２Ｅに対応する各組について読
み出され、「前回確認年月日」に「確認タイミング」を足し合わせた日付と、現在の日付
とを対比することで、確認タイミングを経過したプリンタがあるか否かが判断される。ま
た、このＳ２１０では、履歴を使用し、前回更新の確認に失敗したプリンタの内、失敗頻
度が低いプリンタのみを処理対象となるプリンタとして選択するが、この点については、
後から図７を参照して、具体的な事例を交えて詳述することにする。
【００６１】
　さて、このＳ２１０において、確認タイミングを経過したプリンタが無ければ（Ｓ２１
０：ＮＯ）、図４に示す更新確認処理を終了する。一方、Ｓ２１０において、確認タイミ
ングを経過したプリンタがあれば（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、Ｓ２１５へと進む。
【００６２】
　Ｓ２１５へ進んだ場合、ステータスモニタ１１Ａは、対象プリンタ（＝確認タイミング
を経過したプリンタ；以下同様）にファーム情報の提供を命令する（Ｓ２１５）。ここで
、Ｓ２１５の処理を実行した場合、ステータスモニタ１１Ａが、別プロセスでパーサ１１
Ｂを起動することにより、パーサ１１Ｂ（厳密には、パーサ１１Ｂとして機能するＰＣ１
；以下、単にパーサ１１Ｂという。）は、図６に示すパーサ処理を開始する。
【００６３】
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　図６に示すパーサ処理を開始すると、パーサ１１Ｂは、まず、対象プリンタがオンライ
ンか否かを判断する（Ｓ４１０）。ここで、対象プリンタがオンラインであれば（Ｓ４１
０：ＹＥＳ）、パーサ１１Ｂは、ファーム情報の提供を対象プリンタに命令する（Ｓ４１
５）。この命令は、ＰＣ１が備えるネットワークインターフェイス２５を経由して対象プ
リンタ（プリンタ２Ａ～２Ｅのいずれか１つまたは２つ以上）へ伝達される。
【００６４】
　そして、この命令を受けた対象プリンタからは、バージョン情報を含むファーム情報が
ＰＣ１に対して提供されるので、パーサ１１Ｂは、このファーム情報を取得する（Ｓ４１
５）。一方、対象プリンタがオンラインでなければ（Ｓ４１０：ＮＯ）、Ｓ４１５をスキ
ップしてＳ４２０に進む。
【００６５】
　そして、ファーム情報を取得したパーサ１１Ｂからステータスモニタ１１Ａへ、プロセ
ス間通信により、取得したファーム情報と、その取得の成否に関する情報とを送信して（
Ｓ４２０）、図６に示すパーサ処理を終了する。
【００６６】
　以上のようなパーサ処理が、ＰＣ１において実行された結果、ステータスモニタ１１Ａ
として機能するプロセスには、対象プリンタからのファーム情報と取得の成否が伝送され
てくるので、ステータスモニタ１１Ａ側では、それらを受信する（Ｓ２２０）。
【００６７】
　そして、ステータスモニタ１１Ａは、受信した情報に基づいて、すべての対象プリンタ
の中から、ファーム情報取得に失敗したプリンタを抽出する（Ｓ２２５）。次に、対象プ
リンタのファーム情報の取得状況を示す情報を、履歴として履歴情報１２Ａに登録する（
Ｓ２３０）。
【００６８】
　次いで、ステータスモニタ１１Ａは、ファーム情報を正しく取得できたプリンタがある
か否かを判断する（Ｓ２３５）。このＳ２３５において、ファーム情報を正しく取得でき
たプリンタが無ければ（Ｓ２３５：ＮＯ）、Ｓ２６０へと進む。Ｓ２６０については後述
する。一方、Ｓ２３５において、ファーム情報を正しく取得できたプリンタがあれば（Ｓ
２３５：ＹＥＳ）、Ｓ２４０へと進む。
【００６９】
　Ｓ２４０へ進んだ場合、ステータスモニタ１１Ａは、ファーム情報を正しく取得できた
プリンタについて、当該プリンタの情報をまとめてサーバに送信する（Ｓ２４０）。ここ
で、この情報を受信したサーバ３側では、記憶部３２に記憶しているファームウェア管理
情報３２Ａを参照して、サーバ３からＰＣ１へ提供可能な最新のファームウェアが存在す
るか否かを確認し、その確認結果をＰＣ１に対して送信する処理が実行される。
【００７０】
　このような処理がサーバ３側で実行された結果、ＰＣ１側へは上記確認結果が送信され
てくるので、ステータスモニタ１１Ａは、サーバ３から確認結果を受信し（Ｓ２４５）、
その確認結果に基づいて、一つでも更新できるプリンタがあるか否かを判断する（Ｓ２５
０）。
【００７１】
　Ｓ２５０において、一つでも更新できるプリンタがあると判断した場合（Ｓ２５０：Ｙ
ＥＳ）、ステータスモニタ１１Ａは、更新情報があることを利用者に通知して（Ｓ２５５
）、Ｓ２６０へと進む。また、一つも更新できるプリンタが無いと判断した場合（Ｓ２５
０：ＮＯ）、Ｓ２５５はスキップして、Ｓ２６０へと進む。こうしてＳ２６０へ進むと、
ステータスモニタ１１Ａは、履歴情報の更新を行う（Ｓ２６０）。この履歴情報更新処理
は、詳しくは図５に示すような処理となる。
【００７２】
　図５に示す履歴情報更新処理を開始すると、ステータスモニタ１１Ａは、まず、所定の
条件を満たす取得状況であったか否かを判断する（Ｓ３０５）。より具体的には、本実施
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形態において、Ｓ３０５では、「所定数以上のプリンタからファーム情報を正しく取得で
きること」が上記「所定の条件」となっている。
【００７３】
　すなわち、Ｓ３０５では、所定数以上のプリンタからファーム情報を正しく取得できた
場合に、所定の条件を満たす取得状況であったとの判断がなされる。また、所定数未満の
プリンタからしかファーム情報を正しく取得できなかった場合、Ｓ３０５では、所定の条
件を満たす取得状況ではなかったとの判断がなされる。
【００７４】
　また、Ｓ３０５において、上記所定数は、過去の情報取得履歴に基づいて、情報取得に
成功する頻度の最も高い台数が所定数として設定される。具体例を交えて説明すると、例
えば、プリンタ２Ａ～２Ｃは、通常はオンラインになっていることが多く、且つ、プリン
タ２Ｄ，２Ｅは電源が切られていることが多い場合、通常は３台のプリンタから情報取得
に成功する機会が多くなる。このような場合、その履歴に基づいて、上記所定数としては
「３」が設定される。
【００７５】
　このような判定条件に基づいて、Ｓ３０５において所定の条件を満たす取得状況であっ
たと判断された場合（Ｓ３０５：ＹＥＳ）、ステータスモニタ１１Ａは、全てのプリンタ
の次回更新確認を行うタイミングを３０日に変更する（Ｓ３１０）。そして、前回確認年
月日を登録して（Ｓ３１５）、図５に示す履歴情報更新処理を終了する。
【００７６】
　一方、Ｓ３０５において所定の条件を満たす取得状況では無かったと判断された場合（
Ｓ３０５：ＮＯ）、ステータスモニタ１１Ａは、全てのプリンタを対象にしてＳ３２０～
Ｓ３４０の処理を繰り返す。
【００７７】
　具体的には、まず、全ての対象プリンタのタイミング変更が完了したか否かを判断し（
Ｓ３２０）、変更が完了していない場合は（Ｓ３２０：ＮＯ）、その変更が完了していな
いプリンタについて、ファーム情報の取得に成功したプリンタか否かを判断する（Ｓ３２
５）。
【００７８】
　Ｓ３２５において、ファーム情報の取得に成功したプリンタであった場合は（Ｓ３２５
：ＹＥＳ）、そのプリンタについて、次回更新確認を行うタイミングを３０日に変更し（
Ｓ３３０）、Ｓ３２０へと戻る。
【００７９】
　一方、Ｓ３２５において、ファーム情報の取得に成功したプリンタでは無かった場合は
（Ｓ３２５：ＮＯ）、そのプリンタについて、ファーム情報の取得に失敗する頻度を履歴
から算出する（Ｓ３３５）。そして、失敗する頻度に応じて次回更新確認を行うタイミン
グを変更し（Ｓ３４０）、Ｓ３２０へと戻る。
【００８０】
　これらＳ３３５～Ｓ３４０について、具体例を交えて説明すると、例えば、あるプリン
タ２Ｃについて、ファーム情報の取得に成功した回数が９回、失敗した回数が１回、とい
った履歴が残っている場合、失敗率は１０％程度であり、ファーム情報の取得に成功する
確率が相応に高い。
【００８１】
　そこで、このような場合は、時間をおいてファーム情報の取得を再試行すれば、成功す
る可能性が高いものと期待できるので、この場合、Ｓ３４０では、次回更新確認を行うタ
イミングを２日後に変更する。
【００８２】
　一方、例えば、あるプリンタ２Ｅについて、ファーム情報の取得に成功した回数が１回
、失敗した回数が９回、といった履歴が残っている場合、失敗率は９０％程度であり、フ
ァーム情報の取得に失敗する確率が相応に高い。
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【００８３】
　そこで、このような場合は、時間をおいてファーム情報の取得を再試行しても、失敗す
る可能性が高いものと予想されるので、この場合、Ｓ３４０では、次回更新確認を行うタ
イミングを６０日後に変更する。
【００８４】
　このような手法で次回更新確認を行うタイミングを変更すると、ファーム情報の取得に
成功する可能性が高いプリンタについては、たまたまファーム情報の取得に失敗すること
があったとしても、比較的迅速に次回の更新確認タイミングが到来することになる。また
、ファーム情報の取得に失敗する可能性が高いプリンタについては、ファーム情報の取得
に失敗する機会をいたずらに増やさないことで、ＰＣ１に余計な負荷がかからないように
することができる。
【００８５】
　以上説明したようなＳ３２０～Ｓ３４０の処理を、全てのプリンタを対象にして繰り返
した結果、全ての対象プリンタのタイミング変更が完了した場合は（Ｓ３２０：ＹＥＳ）
、既に説明したＳ３１５へと進んで前回確認年月日を登録して（Ｓ３１５）、図５に示す
履歴情報更新処理を終了する。
【００８６】
　そして、図５に示す履歴情報更新処理を終了した場合、図４に示したＳ２６０を終えた
ことになるので、この場合は、図４に示す更新確認処理を終了する。また、図４に示す更
新確認処理を終了したことにより、図３に示したＳ１０５を終えたことになるので、引き
続いてＳ１１０へと進む。
【００８７】
　Ｓ１１０では、ステータスモニタ１１Ａは、監視対象プリンタのステータスに変化があ
るまで待機して（Ｓ１１０）、変化があった場合、監視対象プリンタがオンラインになっ
たか否かを判断する（Ｓ１１５）。
【００８８】
　ここで、監視対象プリンタとは、ステータスモニタ１１Ａによって、プリンタのステー
タス変化を監視されるプリンタのことである。例えば、ネットワーク上の全てのプリンタ
が、監視対象プリンタとして設定されていてもよいし、ユーザによって予め指定されてい
るプリンタが設定されていてもよい。また、Ｓ２２５で抽出されたファーム情報の取得に
失敗したプリンタが設定されていてもよい。
【００８９】
　Ｓ１１５において、監視対象プリンタがオンラインになっていなければ（Ｓ１１５：Ｎ
Ｏ）、Ｓ１１０へと戻ることにより、再び待機状態になる。一方、監視対象プリンタがオ
ンラインになっていれば（Ｓ１１５：ＹＥＳ）、ステータスモニタ１１Ａは、オンライン
になったプリンタが前回の更新確認に成功しているか否かを判断する（Ｓ１２０）。
【００９０】
　Ｓ１２０では、履歴情報１２Ａを参照して、オンラインになったプリンタが前回の更新
確認に成功していれば（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、Ｓ１１０へと戻ることにより、再び待機状
態になる。一方、オンラインになったプリンタが前回の更新確認に失敗していれば（Ｓ１
２０：ＮＯ）、Ｓ１０５へと戻ることにより、更新確認を行う（Ｓ１０５）。なお、Ｓ１
０５において実行される処理の詳細については既に説明したので、ここでの説明は省略す
る。
【００９１】
　［更新確認タイミングに関する具体的な事例］
　さて次に、上記のような処理を実行することにより、プリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確
認タイミングがどのように変更されてゆくのかを、図７（ａ）～同図（ｅ）に例示した具
体的事例を参照しながら説明する。
【００９２】
　まず初期状態として、図７（ａ）に示すように、プリンタ２Ａ～２Ｅすべてに対応する
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前回確認年月日が“２００８／７／３０”で、確認タイミングとして“３０日後”が設定
されている場合（図７（ａ）参照）、現在の日付が“２００８／９／２”になると、上記
Ｓ２１０で肯定判断がなされる。
【００９３】
　この場合に、プリンタ２Ａのファーム情報を取得できたものの、プリンタ２Ｂ～２Ｃに
ついてファーム情報の取得に失敗したケースを想定すると、この場合、Ｓ３０５では否定
判断がなされる。
【００９４】
　より詳しくは、本実施形態において、Ｓ３０５では、３台以上のプリンタからファーム
情報が取得できた場合に、所定の条件を満たすとの判断がなされる。そのため、１台のプ
リンタ２Ａからファーム情報を取得できても、その場合、プリンタの台数は３台未満なの
で、Ｓ３０５では否定判断がなされることになる。
【００９５】
　その結果、Ｓ３０５からＳ３２０側へと進むことになり、プリンタ２Ａについては、Ｓ
３３０で確認タイミングが“３０日後”に変更される。また、プリンタ２Ｂ，２Ｄ，２Ｅ
は、この時点ではファーム情報の取得に成功する頻度が高いプリンタとなっている事例を
想定している。そのため、これらプリンタ２Ｂ，２Ｄ，２Ｅは、Ｓ３４０で確認タイミン
グが“２日後”に変更される。
【００９６】
　一方、プリンタ２Ｃは、この時点ではファーム情報の取得に成功する頻度が低いプリン
タとなっている事例を想定している。そのため、プリンタ２Ｃについては、Ｓ３４０で確
認タイミングが“６０日後”に変更される。
【００９７】
　これらの結果、各プリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確認タイミングは、図７（ｂ）に示す
ような日数に変更される。なお、前回確認年月日については、ファーム情報の取得に成功
したか否かを問わず、プリンタ２Ａ～２Ｅのすべてが共通の日付で更新される。
【００９８】
　次に、現在の日付が“２００８／９／４”になると、プリンタ２Ｂ，２Ｄ，２Ｅについ
て、上記Ｓ２１０で肯定判断がなされる。
　この場合に、プリンタ２Ｂのファーム情報を取得できたものの、プリンタ２Ｄ，２Ｅに
ついてファーム情報の取得に失敗したケースを想定すると、この場合、Ｓ３０５では否定
判断がなされる。より詳しくは、上述の通り、本実施形態において、Ｓ３０５では、３台
以上のプリンタからファーム情報が取得できた場合に、所定の条件を満たすとの判断がな
される。
【００９９】
　この判断において、ファーム情報が取得できたプリンタの台数は、過去にファーム情報
の取得に成功したプリンタの台数も含む累積値によって判定が行われる。具体的には、上
述の事例の場合、過去に１台のプリンタ２Ａからファーム情報を取得できており、今回は
プリンタ２Ｂからファーム情報を取得できたので、ファーム情報の取得に成功したプリン
タの台数は２台とされる。
【０１００】
　ただし、上述の通り、Ｓ３０５では、３台以上のプリンタからファーム情報が取得でき
た場合に、所定の条件を満たすとの判断がなされるので、２台のプリンタ２Ａ，２Ｂから
ファーム情報を取得できても、その場合、プリンタの台数は３台未満なので、Ｓ３０５で
は否定判断がなされることになる。
【０１０１】
　その結果、Ｓ３０５からＳ３２０側へと進むことになり、プリンタ２Ｂについては、Ｓ
３３０で確認タイミングが“３０日後”に変更される。また、プリンタ２Ｄは、この時点
でもファーム情報の取得に成功する頻度が高いプリンタとなっている事例を想定している
。そのため、Ｓ３４０では確認タイミングが“２日後”に変更される。
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【０１０２】
　一方、プリンタ２Ｅは、ファーム情報の取得失敗が続いていたことが原因で、この時点
でファーム情報の取得に成功する頻度が低いプリンタとなった事例を想定している。その
ため、Ｓ３４０では確認タイミングが“６０日後”に変更される。
【０１０３】
　これらの結果、各プリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確認タイミングは、図７（ｃ）に示す
ような日数に変更される。なお、既に説明した通り、前回確認年月日については、ファー
ム情報の取得に成功したか否かを問わず、プリンタ２Ａ～２Ｅのすべてが共通の日付で更
新される。
【０１０４】
　ちなみに、プリンタ２Ａ，２Ｃについては、確認タイミングが変更されないまま、前回
確認年月日だけが更新されるので、次の確認タイミングが到来する時期は、当初設定より
若干遅れることになるが、このような若干の遅れが生じること自体は特に問題ない。
【０１０５】
　次に、現在の日付が“２００８／９／７”になると、プリンタ２Ｄについて、上記Ｓ２
１０で肯定判断がなされる。この場合も、プリンタ２Ｄについてファーム情報の取得に失
敗するか成功するかによって、情報の更新内容が変わる。
【０１０６】
　具体的には、まず、プリンタ２Ｄについてファーム情報の取得に失敗した場合について
説明すると、この場合、ファーム情報の取得に成功したプリンタの台数は、累積で２台の
ままなので、Ｓ３０５では、３台以上のプリンタからファーム情報が取得できていないと
、否定判断がなされることになる。
【０１０７】
　そして、ここでプリンタ２Ｄについても、ファーム情報の取得失敗が続いていたことが
原因で、この時点でファーム情報の取得に成功する頻度が低いプリンタとなった事例を想
定すると、Ｓ３４０では確認タイミングが“６０日後”に変更される。つまり、ファーム
情報の取得失敗が続くと、確認タイミングは、標準である“３０日後”よりも長期間とな
る“６０日後”に変更されることになる。
【０１０８】
　その結果、各プリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確認タイミングは、図７（ｄ）に示すよう
な日数に変更される。なお、既に説明した通り、前回確認年月日については、ファーム情
報の取得に成功したか否かを問わず、プリンタ２Ａ～２Ｅのすべてが共通の日付で更新さ
れる。
【０１０９】
　ちなみに、プリンタ２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｅについては、確認タイミングが変更されな
いまま、前回確認年月日だけが更新されるので、次の確認タイミングが到来する時期は、
当初設定より若干遅れることになるが、このような若干の遅れが生じること自体は特に問
題ない。
【０１１０】
　一方、確認タイミングが、図７（ｃ）に示すような日数に変更された後、プリンタ２Ｄ
についてファーム情報の取得に失敗した場合について説明すると、この場合、ファーム情
報の取得に成功したプリンタの台数は、累積で３台となるので、Ｓ３０５では肯定判断が
なされる。この場合、ファーム情報の取得に成功したプリンタの台数はリセットされると
ともに、Ｓ３１０により、すべてのプリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確認タイミングは、“
３０日後”に変更される。
【０１１１】
　すなわち、すべてのプリンタ２Ａ～２Ｅに対応する確認タイミングは、図７（ｅ）に示
すような日数に変更される。なお、既に説明した通り、前回確認年月日については、ファ
ーム情報の取得に成功したか否かを問わず、プリンタ２Ａ～２Ｅのすべてが共通の日付で
更新される。
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【０１１２】
　以上説明したように、ファーム情報の取得に成功している場合、通常は、標準である“
３０日後”が確認タイミングとして設定される。また、ファーム情報の取得に失敗した場
合、ファーム情報の取得に成功する頻度が高いプリンタであれば、確認タイミングは、標
準である“３０日後”よりも短期間となる“２日後”に変更される。さらに、ファーム情
報の取得に失敗した場合、ファーム情報の取得に成功する頻度が低いプリンタであれば、
確認タイミングは、標準である“３０日後”よりも長期間となる“６０日後”に変更され
る。
【０１１３】
　このようにすることで、ファーム情報の取得に失敗した場合であっても、ファーム情報
の取得に成功する頻度が高いプリンタであれば、なるべく早めにファーム情報の取得を再
試行して、これにより、利用者に対する情報通知をなるべく早期に実現できるようにする
。また、ファーム情報の取得に成功する頻度が低いプリンタであれば、いたずらにファー
ム情報の取得頻度を高めないようにして、ＰＣ１に余計な負荷がかからないようにするこ
とができる。
【０１１４】
　さらに、３台以上のプリンタからファーム情報が取得できた結果、所定の条件を満たす
との判断がなされれば、すべてのプリンタ２Ａ～２Ｅについて、確認タイミングを、標準
である“３０日後”に揃える。こうすることで、ある程度まとまった台数のプリンタから
ファーム情報が取得できれば、上記のような“２日後”、“３０日後”、“６０日後”と
いったばらつきを一旦リセットすることができる。したがって、これにより、サーバ３へ
の問い合わせタイミングを揃えて、サーバ３への問い合わせが発生する頻度を低下させる
ことができるので、サーバ３にかかる負荷を軽減することができる。
【０１１５】
　［本実施形態の効果］
　以上説明した周辺装置管理システムによれば、ＰＣ１は、確認タイミングに至ったら、
プリンタ２Ａ～２Ｅに搭載されるファームウェアについて、サーバ３から新しいファーム
ウェアをダウンロード可能か否かを確認する。そして、ダウンロード可能な場合には、そ
の旨を利用者に通知するので、利用者はファームウェアのダウンロードが可能であること
を察知できる。
【０１１６】
　しかも、Ｓ３０５により、ファームウェア情報の取得状況が、あらかじめ取り決められ
た条件を満足する取得状況であった場合には、３０日後を次回の確認タイミングとして設
定する一方、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、
３０日後よりも短期間となる２日後を、次回の確認タイミングとして設定する。
【０１１７】
　したがって、単に３０日が経過するたびに確認を行うものとは異なり、あらかじめ取り
決められた条件を満足する取得状況ではなかった場合には、より短期間で次の確認時期に
なるので、次の確認時期が過剰に遅い時期になってしまうことがなく、短期間で利用者へ
の通知を行うことができる。
【０１１８】
　また、単に２日が経過するたびに確認を行うものとも異なり、あらかじめ取り決められ
た条件を満足する取得状況であったにもかかわらず、次の確認時期が過剰に早い時期にな
ってしまうことはなく、サーバ３やネットワーク（ＬＡＮ５，ＷＡＮ７）に過大な負荷を
かけることがない。
【０１１９】
　また、ＰＣ１は、Ｓ２４０により、プリンタ２Ａ～２Ｅから取得したファームウェア情
報をサーバ３へ送信することで、新しいファームウェアをＰＣ１へ送信可能か否かの判断
をサーバ３側に任せ、Ｓ２４５により、その判断結果をサーバ３から取得し、Ｓ２５０に
おいて、新しいファームウェアをサーバ３からダウンロード可能か否かを確認している。
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【０１２０】
　したがって、このような構成を採用すれば、サーバ３が提供可能なファームウェアの情
報すべてをＰＣ１がサーバ３から取得した上で、その中に新しいファームウェアが含まれ
るかどうかを、ＰＣ１が自ら判断する必要はなく、ＰＣ１の負荷を軽減できる。
【０１２１】
　また、ＰＣ１は、Ｓ１１５，Ｓ１２０により、プリンタ２Ａ～２Ｅの接続状態がオンラ
インになった場合に、サーバ３から新しいファームウェアをダウンロード可能か否かを確
認する。そして、ダウンロード可能な場合に、Ｓ２５５により、その旨を利用者に通知す
る。
【０１２２】
　したがって、プリンタ２Ａ～２Ｅの接続状態がオフラインになっていたことに起因して
、ファームウェアをダウンロード可能か否かの確認ができていなかった場合にも、プリン
タ２Ａ～２Ｅの接続状態がオンラインになったことを契機として、迅速に確認をとること
ができる。
【０１２３】
　また、ＰＣ１は、Ｓ３０５において、あらかじめ取り決められた条件を満足する取得状
況ではなかった場合であっても、Ｓ３２０～Ｓ３４０により、プリンタ２Ａ～２Ｅそれぞ
れについて確認タイミングが設定される。そして、その後は、Ｓ２１５～Ｓ２２０におい
て、確認タイミングに至ったと判定されたプリンタのみを対象にファームウェア情報を取
得する。したがって、常にすべてのプリンタ２Ａ～２Ｅからの情報取得を試行するものに
比べ、効率的に情報取得を行うことができ、ＰＣ１にかかる負荷を軽減できる。
【０１２４】
　また、ＰＣ１は、Ｓ３０５において、所定数（上記実施形態では３台）以上のプリンタ
からファームウェア情報を取得できる状況になかった場合には、Ｓ３４０において、次の
確認タイミングを早めることができる。したがって、多くのプリンタからファームウェア
情報を取得できなかった場合には、ダウンロード可能なファームウェアが存在するか否か
の確認を、より早期に再試行できる。
【０１２５】
　また、ＰＣ１は、正常に取得できる可能性が高いファームフェア情報の数（上記実施形
態では３）をしきい値として、しきい値以上のプリンタからファームウェア情報を取得で
きる状況になかった場合には、次の確認タイミングを早めることができる。
【０１２６】
　したがって、正常にファームウェア情報を取得できる可能性が高いプリンタについて、
たまたまファームウェア情報の取得に失敗していたとしても、次の取得機会をより早期に
到来させることができ、これにより、ダウンロード可能なファームウェアが存在するか否
かの確認を、より早期に再試行できる。
【０１２７】
　さらに、ＰＣ１は、あらかじめ取り決められた特定の周辺装置からファームウェア情報
を取得できる状況になかった場合に、Ｓ３４０において、ファームウェア情報を取得でき
る頻度が高い周辺装置については、確認タイミングとして“２日後”を設定することで、
次の確認タイミングを早めることができる。逆に、ファームウェア情報を取得できる頻度
が低い周辺装置については、確認タイミングとして“６０日後”を設定することで、次の
確認タイミングを遅くすることができる。したがって、あまり使用しない周辺装置につい
ての過剰な確認を抑制でき、ＰＣ１にかかる負荷を軽減できる。
【０１２８】
　［変形例等］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【０１２９】
　例えば、上記実施形態において、Ｓ３４０では、上述の通り、情報取得に成功する頻度
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が高いものと低いものとの２通りに分類し、次回更新確認を行うタイミングについては、
２日後、６０日後のいずれかを設定していたが、情報取得に成功する頻度については３通
り以上に分類してもよく、その場合、それぞれ異なる日数を設定してもよい。また、２日
後、６０日後といった日数についても、ＰＣ１やサーバ３にかかる負荷を考慮しながら、
それぞれ所望の日数を設定できる。
【０１３０】
　また、上記実施形態においては、Ｓ３０５において、３台以上のプリンタからファーム
情報を取得できた場合に、所定の条件を満たす取得状況であったと判断する事例を示した
が、所定の条件については、上記実施形態で例示した具体的な一例に限らない。
【０１３１】
　例えば、所定の条件を「ＰＣ１において「通常使用するプリンタ（デフォルトプリンタ
）」とする旨の設定がなされたプリンタから、ファーム情報を取得できたこと」としても
よい。このようにすれば、あらかじめ取り決められた特定のプリンタからファームウェア
情報を取得できる状況になかった場合には、次の確認タイミングを早めることができる。
【０１３２】
　したがって、利用者にとって特に重要なデフォルトプリンタについて、ダウンロード可
能なファームウェアが存在するか否かの確認を、より早期に再試行できる。
　また、上記実施形態においては、Ｓ３０５において、所定数としては、過去の情報取得
履歴に基づいて、情報取得に成功する頻度の最も高い台数が所定数として設定される旨を
説明し、その台数が３台である例を示したが、過去の情報取得履歴とは無関係なしきい値
を設定してもよい。
【０１３３】
　いくつかの具体例を挙げれば、例えば、システム内に存在する全プリンタの内、過半数
のプリンタからファーム情報を取得できたら、所定の条件を満たす取得状況であったと判
断するようにしてもよい。あるいは、過半数に限らず、全プリンタの何十％以上からファ
ーム情報を取得できたら、所定の条件を満たす取得状況であったと判断するようにしても
よい。
【０１３４】
　あるいは、例えば、システム内に存在する全プリンタの内、異なる機種のプリンタがい
くつかあれば、少なくとも１機種につき１台のプリンタからファーム情報を取得できたら
、所定の条件を満たす取得状況であったと判断するようにしてもよい。
【０１３５】
　また、上記実施形態においては、周辺装置の一例としてプリンタを例示したが、プリン
タ以外の周辺装置であっても、本発明の構成を採用することにより、周辺装置のファーム
ウェアに関し、アップデートが可能か否かを利用者に通知することができる。
【０１３６】
　プリンタ以外の周辺装置の具体的な例としては、例えば、ファクシミリ、あるいはＭＦ
Ｐ（Multifunction Peripheral）などの印刷系デバイス、スキャナ、ネットワークカメラ
、あるいは既に印刷系デバイスとしても例示したＭＦＰなどの画像入力系デバイス、上述
したファクシミリやＭＦＰなどの画像通信系デバイス、ネットワークルータ、ネットワー
クポイントなどの通信経路系デバイス、ネットワークストレージなどのデータストレージ
系デバイスなど、様々な周辺装置を挙げることができる。
【０１３７】
　さらに、上記実施形態では、周辺装置のファームウェアに関し、アップデートが可能か
否かを利用者に通知する構成を例示したが、さらに利用者設定により、アップデートが可
能な場合は、ファームウェアのダウンロードを実行する構成や、ダウンロードしたファー
ムウェアを周辺装置に適用する構成などを併せて採用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】周辺装置管理システム全体の概略構成を示すブロック図。
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【図２】周辺装置管理システムにおける情報伝達手順を示すタイミングチャート。
【図３】ステータスモニタが実行する処理のフローチャート。
【図４】更新確認処理のフローチャート。
【図５】履歴情報更新処理のフローチャート。
【図６】パーサが実行する処理のフローチャート。
【図７】更新確認タイミングに関する具体的な事例を示す説明図。
【符号の説明】
【０１３９】
　１・・・パーソナルコンピュータ、２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ・・・プリンタ、３
・・・サーバ、６・・・ルータ、１１，２１，３１・・・制御部、１１Ａ・・・ステータ
スモニタ、１１Ｂ・・・パーサ、１２，２２，３２・・・記憶部、１２Ａ・・・履歴情報
、１３・・・入力部、１４，２４・・・表示部、１５，２５，３３・・・ネットワークイ
ンターフェイス、２２Ａ・・・ファームウェア、２３・・・操作部、２６・・・印刷部、
３２Ａ・・・ファームウェア管理情報。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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