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(57)【要約】
【課題】ＩＰアドレスを追跡するためのＭＡＣアドレス
を一意に設定する通信装置を提供する。
【解決手段】複数のＭＡＣアドレスのうちＩＰアドレス
が割り当てられるＭＡＣアドレスと、外部の装置が通信
装置に対応するＩＰアドレスを追跡可能なように、通信
装置に対応するＭＡＣアドレスとして当該外部の装置に
通知されるＭＡＣアドレスと、を設定する。そして、そ
の設定されたＭＡＣアドレスを外部の装置に通知する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＭＡＣアドレスに対応可能な通信装置であって、
　前記複数のＭＡＣアドレスのうちＩＰアドレスが割り当てられるＭＡＣアドレスと、外
部の装置が前記通信装置に対応するＩＰアドレスを追跡可能なように、前記通信装置に対
応するＭＡＣアドレスとして当該外部の装置に通知されるＭＡＣアドレスと、を設定する
設定手段と、
　前記設定手段により設定されたＭＡＣアドレスを前記外部の装置に通知する通知手段と
、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記複数のＭＡＣアドレスは、前記通信装置を複数のネットワークそれぞれに接続する
ための複数のネットワークインタフェースそれぞれに割り当てられている、ことを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記外部の装置に通知されるＭＡＣアドレスを、前記複数のＭＡＣア
ドレスから設定する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、選択画面上でユーザが前記複数のＭＡＣアドレスから選択したＭＡＣ
アドレスを、前記外部の装置に通知されるＭＡＣアドレスとして設定する、ことを特徴と
する請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信装置はプリンタであって、
　前記通知手段は、前記外部の装置が前記プリンタのプリンタドライバをインストールし
た際に、前記外部の装置からの要求に応じて通知する、ことを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　複数のＭＡＣアドレスを有する通信装置において実行されるアドレス設定方法であって
、
　前記通信装置の設定手段が、前記複数のＭＡＣアドレスのうちＩＰアドレスが割り当て
られるＭＡＣアドレスと、外部の装置が前記通信装置に対応するＩＰアドレスを追跡可能
なように、前記通信装置に対応するＭＡＣアドレスとして当該外部の装置に通知されるＭ
ＡＣアドレスと、を設定する設定工程と、
　前記通信装置の通知手段が、前記設定工程において設定されたＭＡＣアドレスを前記外
部の装置に通知する通知工程と、
　を有することを特徴とするアドレス設定方法。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の通信装置の各手段としてコンピュータを機能さ
せるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＡＣアドレスを設定する通信装置、アドレス設定方法およびプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークインタフェースが装備されたプリンタ等の画像形成装置がネットワークを
介して用いられる場合には、そのＭＡＣアドレスに対してＤＨＣＰ等によりＩＰアドレス
が割り当てられる。その画像形成装置を制御するＰＣ等の情報処理装置は、そのＭＡＣア
ドレスに基づいて、動的に変化し得る画像形成装置のＩＰアドレスを追跡することができ
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る。そのような構成により、画像形成装置の再起動やＩＰアドレスの有効期限切れ等によ
りＩＰアドレスが変化したとしても、情報処理装置は、画像形成装置のＩＰアドレスを自
動追跡することができる。
【０００３】
　近年のネットワーク機器の無線化が進む中で、有線ネットワークインタフェースと無線
ネットワークインタフェースのように、画像形成装置が複数のネットワークインタフェー
スを有することが多い。そのような画像形成装置において、ネットワークインタフェース
の切り替えが行われる場合がある。例えば、画像形成装置の初期設定は有線ネットワーク
インタフェースを用いて行われたが、その後の装置の運用は無線ネットワークインタフェ
ースを用いて行われるような場合である。若しくは、画像形成装置を無線ネットワークイ
ンタフェースを用いて運用中に無線アクセスポイントに不具合が生じ、有線ネットワーク
インタフェースに切り替えて画像形成装置の運用を継続する場合である。若しくは、画像
形成装置の設置場所を変更することにより、ネットワークへの接続の形態を物理的に変更
するような場合である。
【０００４】
　画像形成装置の複数のネットワークインタフェースそれぞれは固有のＭＡＣアドレスを
有するので、上記のようなネットワークインタフェースの切り替えが行われると、ＭＡＣ
アドレスも変わることになる。従って、外部の装置は、画像形成装置のＭＡＣアドレスに
基づいて、画像形成装置のＩＰアドレスを追跡を行うことができず、画像形成装置と通信
することができなくなってしまう。
【０００５】
　特許文献１には、２つのネットワーク装置を１組として二重化し、いずれかのＭＡＣア
ドレスをシステムＭＡＣアドレスとして決定することが記載されている。特許文献１によ
ると、ネットワーク装置への通信の際にはそのシステムＭＡＣアドレスを用いるので、外
部からは、２台のネットワーク装置に対してシームレスにアクセスすることができると記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－５１０６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、２台の装置のＭＡＣアドレスの一方をシステムＭＡＣ
アドレスとして決定しており、少なくともいずれかの装置のＭＡＣアドレスが変化すると
システムＭＡＣアドレスも変化してしまい、外部との通信を継続することができない。
【０００８】
　本発明の目的は、このような従来の問題点を解決することにある。上記の点に鑑み、本
発明は、ＩＰアドレスを追跡するためのＭＡＣアドレスを一意に設定する通信装置、アド
レス設定方法およびプログラム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】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明に係る情報処理装置は、複数のＭＡＣアドレスを有す
る通信装置であって、前記複数のＭＡＣアドレスのうちＩＰアドレスが割り当てられるＭ
ＡＣアドレスと、外部の装置が前記通信装置に対応するＩＰアドレスを追跡可能なように
、前記通信装置に対応するＭＡＣアドレスとして当該外部の装置に通知されるＭＡＣアド
レスと、を設定する設定手段と、前記設定手段により設定されたＭＡＣアドレスを前記外
部の装置に通知する通知手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明によると、ＩＰアドレスを追跡するためのＭＡＣアドレスを一意に設定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図２】画像形成装置のキーＭＡＣアドレスの通知について説明するための図である。
【図３】ＩＰアドレスの自動追跡処理の手順を示すフローチャートである。
【図４】キーＭＡＣアドレスの選択処理の手順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】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施例を詳しく説明する。尚、以下の実施例
は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施例で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。なお、同一の構成
要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
【００１３】
　〔実施例１〕
　図１は、本発明に係る実施例における画像形成装置１００のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。図１において、ブロック間の矢印はデータもしくは指示の流れを示して
いる。本実施例においては、例えば、ＰＣが、そのＰＣに接続されたプリンタ（画像形成
装置）のＩＰアドレスを追跡する場合を例とし、画像形成装置が動的に変化し得るＩＰア
ドレスに対して一意のＭＡＣアドレスを設定する処理について説明する。しかしながら、
そのような処理は、画像形成装置だけでなく、例えば、サーバに管理されたＰＣ上におい
て実行されても良い。以下、画像形成装置と、上記のＰＣの双方を総称して通信装置とも
いう。
【００１４】
　画像形成装置１００は、印刷部１０７と、読取部１０９と、操作パネル１１０と、回線
インタフェース（Ｉ／Ｆ）１１２と、それらを制御するコントローラ部１０１とを含んで
いる。コントローラ部１０１は、ＣＰＵ１０２と、ＲＡＭ１０３と、ＲＯＭ１０４と、印
刷部Ｉ／Ｆ１０６と、読取部Ｉ／Ｆ１０８と、ＭＯＤＥＭ１１１と、ネットワークＩ／Ｆ
１１５及び１１８とを含む。また、各ブロックは、システムバス１０５を介して相互に通
信可能に接続されている。
【００１５】
　ＣＰＵ１０２は、各種制御プログラムに従って、上記の各ブロックを総括的に制御する
。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４のプログラム領域に記憶されている制御プログラムを読
み出して実行する。或いは、ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４のプログラム領域に記憶され
ている圧縮されたデータをＲＡＭ１０３に伸張、展開して実行する。また、各種制御プロ
グラムは、不図示のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に圧縮／非圧縮状態で格納されて
も良い。ネットワークＩ／Ｆ１１５及び１１８は、画像形成装置１００をネットワーク（
ＬＡＮ）１２０に接続させる。その構成により、ＣＰＵ１０２は、ネットワーク１２０を
介してホストコンピュータ（ＰＣ）１２１と通信を行うことができる。画像形成装置１０
０は、ネットワークＩ／Ｆ１１５及び１１８とネットワーク１２０によって、有線ネット
ワーク１１６、無線ネットワークに対応可能である。ここで、有線ネットワーク１１６と
して、例えばＬＡＮケーブルが用いられ、無線ネットワーク１１９として、例えば無線Ｌ
ＡＮが用いられる。ＭＯＤＥＭ１１１は、回線Ｉ／Ｆ１１２を介して公衆回線網１１４と
接続される。その構成により、ＣＰＵ１０２は、不図示の他の画像形成装置やファクシミ
リ装置、電話機等と通信を行うことができる。回線Ｉ／Ｆ１１２と公衆回線網１１４とは
、電話線１１３等で接続される。
【００１６】
　印刷部Ｉ／Ｆ１０６は、印刷部１０７（プリンタエンジン）に対して、画像信号を出力
するためのインタフェースとして機能する。また、読取部Ｉ／Ｆ１０８は、読取部１０９
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（スキャナエンジン）からの読取画像信号を入力するためのインタフェースとして機能す
る。そのような構成により、ＣＰＵ１０２は、例えば、読取部Ｉ／Ｆ１０８から入力され
た画像信号を処理し、その処理された画像信号を記録画像信号として印刷部Ｉ／Ｆ１０６
に出力することができる。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４のフォント領域（フォントＲＯ
Ｍ）に記憶されているフォント情報を用いて、操作パネル１１０の表示部に文字や記号を
表示したり、操作パネル１１０を介してユーザからの指示を受け付けたりする。また、Ｒ
ＯＭ１０４のデータ領域（データＲＯＭ）には、ＣＰＵ１０２により、画像形成装置１０
０の装置情報や、ユーザの電話帳情報、部門管理情報等が記憶され、また、必要に応じて
読み出されて更新される。図１では、読取部１０９、印刷部１０７は、画像形成装置１０
０の内部に構成されているが、それぞれもしくは両方が外部に構成されても良い。
【００１７】
　図２は、本実施例におけるキーＭＡＣアドレスの通知を説明するための図である。画像
形成装置１００は、ネットワークインタフェース１１５とネットワークインタフェース１
１８とを物理的に有する。例えば、ネットワークインタフェース１１５は、有線ネットワ
ークインタフェースであり、ネットワークインタフェース１１８は、無線ネットワークイ
ンタフェースである。また、ネットワークインタフェース１１５はＭＡＣアドレス「ｘｘ
－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１」を有し、ネットワークインタフェース１１８はＭＡＣ
アドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０２」を有するとする。ここで、ネットワー
クインタフェース１１５が使用される場合にＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により割り当てられるＩＰアドレスを「１
９２．１６８．０．１」とする。また、ネットワークインタフェース１１８が使用される
場合にＤＨＣＰにより割り当てられるＩＰアドレスを「１９２．１６８．０．２」とする
。
【００１８】
　ＰＣ１２１が、例えばプリンタである画像形成装置１００に対応するプリンタドライバ
をインストールしたとする。その場合に、ＰＣ１２１は、画像形成装置１００と通信する
ために必要な情報を画像形成装置１００に問い合わせる。ここで、必要な情報とは、画像
形成装置１００の現在有効なネットワークインタフェースのＭＡＣアドレスと、そのＭＡ
Ｃアドレスに割り当てられているＩＰアドレスと、キーＭＡＣアドレスである。キーＭＡ
Ｃアドレスとは、図１及び図２でのＰＣ１２１が画像形成装置１００のＩＰアドレスを追
跡するために必要な、即ちキーとなるＭＡＣアドレスである。画像形成装置１００は、複
数のネットワークインタフェースを有する場合に、いずれかのネットワークインタフェー
スのＭＡＣアドレスをキーＭＡＣアドレスとして設定することができる。
【００１９】
　以下、図２を参照しながら、画像形成装置１００のキーＭＡＣアドレスの通知について
説明する。まず、画像形成装置１００の現在有効なネットワークインタフェースがネット
ワークインタフェース１１５であるとする。また、画像形成装置１００は、ネットワーク
インタフェース１１５のＭＡＣアドレスを、キーＭＡＣアドレスとして設定しているとす
る。
【００２０】
　図２に示すＰＣ１２１は、画像形成装置１００と通信するために必要な情報を画像形成
装置１００に問い合わせる。画像形成装置１００は、ネットワークインタフェース１１５
のＭＡＣアドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１」と、ＩＰアドレス「１９２．
１６８．０．１」と、キーＭＡＣアドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１」をＰ
Ｃ１２１に通知する。以後、ＰＣ１２１は、画像形成装置１００から通知されたキーＭＡ
ＣアドレスとＩＰアドレスとを用いてポートを作成して画像形成装置１００と通信を行う
ことができる。
【００２１】
　ここで、画像形成装置１００が、ネットワークインタフェース１１５からネットワーク
インタフェース１１８に切り替えたとする。これは、例えば、画像形成装置１００が有線
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ネットワークへの接続から無線ネットワークへの接続へ切り替えた場合が相当する。その
ような状態で、ＰＣ１２１が画像形成装置１００のプリンタドライバをインストールして
、画像形成装置１００と通信するために必要な情報を画像形成装置１００に問い合わせた
とする。画像形成装置１００は、ネットワークインタフェース１１８のＭＡＣアドレス「
ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０２」と、ＩＰアドレス「１９２．１６８．０．２」と
、キーＭＡＣアドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１」をＰＣ１２１に通知する
。以後、ＰＣ１２１は、画像形成装置１００から通知されたキーＭＡＣアドレスとＩＰア
ドレスとを用いてポートを作成して画像形成装置１００と通信を行うことができる。
【００２２】
　このように本実施例においては、画像形成装置１００が複数のＭＡＣアドレスを有する
場合においても、ＩＰアドレスに対して常に一意なＭＡＣアドレスを外部の装置に対して
、ＩＰアドレスの追跡用に通知する。そのような構成により、外部の装置（ＰＣ１２１）
が画像形成装置１００から通知されたキーＭＡＣアドレスに基づいて、ＤＨＣＰ等で動的
に変化し得るＩＰアドレスを確実に追跡可能となる。
【００２３】
　図３は、本実施例におけるＩＰアドレスの自動追跡処理の手順を示す図である。図３に
示すＰＣ１２１側の処理は、例えば、ＰＣ１２１のＣＰＵにより実行される。また、図３
に示す画像形成装置１００側の処理は、例えば、画像形成装置１００のＣＰＵ１０２によ
り実行される。
【００２４】
　まず、Ｓ３０１において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、ＰＣ１２１に画像形成装置１００の
ドライバをインストールする。このドライバとは、例えばプリンタドライバである。Ｓ３
０１の処理により、ＰＣ１２１は、画像形成装置１００の機能（プリンタ機能等）を使用
することができる。Ｓ３０２において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、画像形成装置１００に対
して、画像形成装置１００とネットワーク１２０を介して通信するための装置基本情報を
問い合わせる。これは図２において説明した処理に相当し、装置基本情報とは、画像形成
装置１００の現在有効なネットワークインタフェースのＭＡＣアドレス（デバイスＭＡＣ
アドレスともいう）と、上記のキーＭＡＣアドレスと、現在割り当てられているＩＰアド
レスである。
【００２５】
　Ｓ３０３において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、画像形成装置１００に対して、上記の装置
基本情報を要求するためのリクエストパケットを送信する。Ｓ３０４において、画像形成
装置１００のＣＰＵ１０２は、ＰＣ１２１に対して、現在有効なネットワークインタフェ
ースのＭＡＣアドレスと、キーＭＡＣアドレスと、現在、画像形成装置１００に割り当て
られているＩＰアドレスを通知する。Ｓ３０５において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、画像形
成装置１００から取得した装置基本情報を用いて、画像形成装置１００とネットワーク１
２０を介して通信するためのポートを作成する。本例において、現在有効なネットワーク
インタフェースのＭＡＣアドレスは「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１」とする。ま
た、画像形成装置１００のキーＭＡＣアドレスは「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０１
」とする。また、現在、画像形成装置１００に割り当てられているＩＰアドレスは「１９
２．１６８．０．１」とする。
【００２６】
　ＰＣ１２１のＣＰＵは、Ｓ３０５で一旦ポートを作成すると、Ｓ３０６及びＳ３０９の
それぞれにおいて、画像形成装置１００に対して、ＩＰアドレスの変更を検出（追跡）す
るために、任意に予め定められた時間間隔でリクエストパケットを送信する。具体的には
、Ｓ３０７及びＳ３１０のそれぞれにおいてＰＣ１２１のＣＰＵは、Ｓ３０２で取得した
キーＭＡＣアドレスに基づいてリクエストパケットを送信し、ＩＰアドレスの通知を要求
する。Ｓ３０８及びＳ３１１のそれぞれにおいて、リクエストされたキーＭＡＣアドレス
を有する画像形成装置１００のＣＰＵ１０２は、Ｓ３０７及びＳ３１０の各要求に応じて
、キーＭＡＣアドレスと、現在割り当てられているＩＰアドレスとをＰＣ１２１に通知す
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る。
【００２７】
　ここで、Ｓ３１２において、キーＭＡＣアドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０
１」を有する画像形成装置１００がユーザ操作等により再起動したとする。本例において
、再起動してＤＨＣＰ等により自動取得されるＩＰアドレスは、「１９２．１６８．０．
２」に変更されるとする。
【００２８】
　Ｓ３１３において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、Ｓ３０６及びＳ３０９と同様に、画像形成
装置１００に対して、ＩＰアドレスの変更を検出するために、任意に予め定められた時間
間隔でリクエストパケットを送信する。具体的には、Ｓ３１４において、ＰＣ１２１のＣ
ＰＵは、Ｓ３０２で取得したキーＭＡＣアドレスに基づいてリクエストパケットを送信し
、ＩＰアドレスの通知を要求する。Ｓ３１５において、リクエストされたキーＭＡＣアド
レスを有する画像形成装置１００のＣＰＵ１０２は、Ｓ３１４の要求に応じて、キーＭＡ
Ｃアドレスと、現在割り当てられているＩＰアドレス「１９２．１６８．０．２」とをＰ
Ｃ１２１に通知する。
【００２９】
　ここで、Ｓ３１６において、キーＭＡＣアドレス「ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－ｘｘ－０
１」を有する画像形成装置１００のネットワークインタフェースが切り替えられたとする
。これは、例えば、ユーザが、画像形成装置１００が有線ネットワークに接続されていた
状態を、無線ネットワークに接続するように変更した場合である。本例においては、ネッ
トワークインタフェースが切り替わることにより、ＩＰアドレスがさらに「１９２．１６
８．０．３」に変更されるとする。
【００３０】
　Ｓ３１７において、ＰＣ１２１のＣＰＵは、Ｓ３０６及びＳ３０９と同様に、画像形成
装置１００に対して、ＩＰアドレスの変更を検出するために、任意に予め定められた時間
間隔でリクエストパケットを送信する。具体的には、Ｓ３１８において、ＰＣ１２１のＣ
ＰＵは、Ｓ３０２で取得したキーＭＡＣアドレスに基づいてリクエストパケットを送信し
、ＩＰアドレスの通知を要求する。Ｓ３１９において、リクエストされたキーＭＡＣアド
レスを有する画像形成装置１００のＣＰＵ１０２は、Ｓ３１８の要求に応じて、キーＭＡ
Ｃアドレスと、現在割り当てられているＩＰアドレス「１９２．１６８．０．３」とをＰ
Ｃ１２１に通知する。
【００３１】
　以上のように、本実施例においては、ＰＣ１２１は、画像形成装置１００のＭＡＣアド
レスの変更を意識することなく、ＩＰアドレスの追跡を行うことができる。その結果、画
像形成装置１００のＭＡＣアドレスが変更した際に再度、画像形成装置１００のドライバ
をインストールして装置基本情報を取得する必要もなくなる。
【００３２】
　〔実施例２〕
　実施例１では、キーＭＡＣアドレスは、画像形成装置１００のいずれかのネットワーク
インタフェースのＭＡＣアドレスとして固定的に設定されているとして説明した。本実施
例においては、画像形成装置１００が複数のネットワークインタフェースを有する場合に
、ユーザから指示されたネットワークインタフェースのＭＡＣアドレスをキーＭＡＣアド
レスとして設定する。
【００３３】
　図４は、本実施例におけるキーＭＡＣアドレスのアドレス設定の手順を示すフローチャ
ートである。図４に示す処理は、例えば、画像形成装置１００のＣＰＵ１０２により実行
される。Ｓ４０１において、ＣＰＵ１０２は、画像形成装置１００に複数のネットワーク
インタフェースが実装されているか否かを判定する。ここで、ネットワークインタフェー
スが１つのみ実装されていると判定された場合に、Ｓ４０２において、ＣＰＵ１０２は、
その１つについてのＭＡＣアドレス（デバイスＭＡＣアドレス）をキーＭＡＣアドレスと
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【００３４】
　一方、複数のネットワークインタフェースが実装されていると判定された場合に、Ｓ４
０３において、いずれのネットワークインタフェースのＭＡＣアドレスをキーＭＡＣアド
レスとして使用するかをユーザに選択させる。その際に、ＣＰＵ１０２は、操作パネル１
１０に各ネットワークインタフェースのＭＡＣアドレスの一覧を選択画面として表示させ
、そのいずれかをキーＭＡＣアドレスとしてユーザからの選択を選択画面上で受付可能と
する。そして、ＣＰＵ１０２は、ユーザからの選択を受け付けたか否かを判定する。
【００３５】
　ここで、ユーザからの選択を受け付けたと判定された場合に、Ｓ４０４において、ＣＰ
Ｕ１０２は、ユーザから選択されたネットワークインタフェースのＭＡＣアドレスをキー
ＭＡＣアドレスとして設定する。一方、ユーザからの選択を受付けなかったと判定された
場合に、Ｓ４０５において、ＣＰＵ１０２は、予めデフォルトして設定されたＭＡＣアド
レスをキーＭＡＣアドレスとして設定する。例えば、ユーザからいずれのネットワークイ
ンタフェースのＭＡＣアドレスも選択されなかった場合には、１つのネットワークインタ
フェースのＭＡＣアドレスを、キーＭＡＣアドレスとして設定するようにしておく。
【００３６】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又はコンピュータ読取可
能な各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】

【図２】

【図３】
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