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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置に読込まれる情報処理プログラムであって、
　少なくとも１つのデバイスが実行する複数種類の処理に関係する複数の属性の種類のう
ちから少なくとも１つの属性の種類を指定する属性指定操作、およびデバイスの識別情報
を特定する識別情報特定操作を操作部が受け付けた場合に、識別情報特定操作で特定した
識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて記憶部に記憶させる第１記
憶制御手段と、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種
類に関係する処理を実行するための指示を通信部に送信させる第１通信制御手段と、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、属性指定操作が指定した属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶されている少なくとも１つの識別情報を示す識別情報画像を
表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記表示部が表示した識別情報画像のうち何れか１つを指定する画像指定操作を前記操
作部が受け付けた場合に、画像指定操作で指定した識別情報画像が示すデバイスの識別情
報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種類に関係する処理を実
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行するための指示を前記通信部に送信させる第２通信制御手段と、
　して情報処理装置を機能させる情報処理プログラム。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１記憶制御手段が属性指定操作で指定した属性の種類に対
応付けて前記記憶部に記憶させた識別情報を示す識別情報画像を、前記第２記憶制御手段
が属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に対応付けて前記記憶部に記
憶させた識別情報を示す識別情報画像に比して優先的に前記表示部に表示させることを特
徴とする請求項１に記載の情報処理プログラム。
【請求項３】
　前記第２記憶制御手段は、
　識別情報特定操作が特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付けて前記記憶部がす
でに記憶している場合には、識別情報特定操作特定した識別情報を、他の属性の種類に対
応付けて前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理プ
ログラム。
【請求項４】
　前記第２記憶制御手段は、
　識別情報特定操作で特定した識別情報により識別されるデバイスが、他の属性の種類に
関係する処理の実行に必要な機能を備えていない場合には、識別情報特定操作で特定した
識別情報を、他の属性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請
求項１ないし３の何れか１項に記載の情報処理プログラム。
【請求項５】
　識別情報特定操作で特定した識別情報により識別されるデバイスから、そのデバイスが
実行できる機能を示す機能情報を前記通信部に受信させる第３通信制御手段として情報処
理装置をさらに機能させ、
　前記第２記憶制御手段は、
　識別情報特定操作で特定した識別情報により識別されるデバイスが、他の属性の種類に
関係する処理の実行に必要な機能を備えていることを、前記通信部が受信した機能情報が
示さない場合に、識別情報特定操作で特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付けて
前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請求項４に記載の情報処理プログラム。
【請求項６】
　前記第１記憶制御手段は、各デバイスが実行できる機能を示す機能情報を各デバイスの
識別情報に対応付けて前記記憶部に記憶させ、
　前記第２記憶制御手段は、
　識別情報特定操作で特定した識別情報により識別されるデバイスが、他の属性の種類に
関係する処理の実行に必要な機能を備えていることを、前記記憶部から読み出した機能情
報が示さない場合に、識別情報特定操作で特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付
けて前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請求項４に記載の情報処理プログラム。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、属性指定操作で指定した属性の種類に
関係する処理の実行に必要な機能であって、機能情報が示す機能を実行できるデバイスの
識別情報を示す識別情報画像を、他のデバイスの識別情報を示す識別情報画像に比して優
先的に前記表示部に表示させることを特徴とする請求項５または６に記載の情報処理プロ
グラム。
【請求項８】
　前記第２記憶制御手段は、
　他の属性の種類が予め定められた種類であって、識別情報特定操作で特定した識別情報
により識別されるデバイスが、他の属性の種類に関係する処理の実行に適した機能を備え
ていない場合には、識別情報特定操作で特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付け
て前記記憶部に記憶することに所定の制限を行う一方で、
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　他の属性の種類が予め定められた種類であって、識別情報特定操作で特定した識別情報
により識別されるデバイスが、他の属性の種類に関係する処理の実行に適した機能を備え
ている場合には、識別情報特定操作で特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付けて
前記記憶部に前記所定の制限なく記憶させることを特徴とする請求項１ないし７の何れか
１項に記載の情報処理プログラム。
【請求項９】
　前記第２記憶制御手段は、
　他の属性の種類が予め定められた種類であって、識別情報特定操作で特定した識別情報
により識別されるデバイスが、他の属性の種類に関係する処理の実行に適した機能を備え
ていない場合には、識別情報特定操作で特定した識別情報を、他の属性の種類に対応付け
て前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請求項８に記載の情報処理プログラム。
【請求項１０】
　他の属性の種類が予め定められた種類であって、識別情報特定操作で特定した識別情報
により識別されるデバイスが、他の属性の種類に関係する処理の実行に適した機能を備え
ていない場合に、前記識別情報を他の属性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶させるこ
とを許可する許可情報の入力を受け付ける許可受付手段として情報処理装置をさらに機能
させ、
　前記第２記憶制御手段は、
　前記許可受付手段が前記許可情報の入力を受け付けた場合には、前記識別情報を他の属
性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶させる一方で、
　前記許可受付手段が前記許可情報の入力を受け付けない場合には、前記識別情報を他の
属性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶させないことを特徴とする請求項８または９に
記載の情報処理プログラム。
【請求項１１】
　前記第２記憶制御手段は、
　属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶されていない新規の
デバイスの識別情報を特定する識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、その
新規のデバイスの識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類
に対応付けて前記記憶部に記憶させることを特徴とする請求項１ないし１０の何れか１項
に記載の情報処理プログラム。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、属性指定操作で指定した属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶されている少なくとも１つの識別情報を示す識別情報画像を
前記表示部に表示させるとともに、属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて前記
記憶部に記憶されていない新規のデバイスの識別情報を入力するために入力欄を前記表示
部に表示させ、
　前記第１記憶制御手段は、
　前記入力欄への入力操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶させることを特徴とする請求項１ないし１１の何れか１項に
記載の情報処理プログラム。
【請求項１３】
　前記第２記憶制御手段は、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、前記入力欄への入力操作で特定した識
別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に対応付けて前記記
憶部に記憶させることを特徴とする請求項１２に記載の情報処理プログラム。
【請求項１４】
　前記記憶部が記憶する属性の種類は、
　デバイスが実行する処理により達成される用途の種類、またはデバイスが実行する処理
において扱われるデータの種類であることを特徴とする請求項１ないし１３の何れか１項
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に記載の情報処理プログラム。
【請求項１５】
　前記記憶部が記憶する属性の種類は、
　画像データの印刷に適している写真印刷用途、ウェブページデータの印刷に適している
ウェブページ印刷用途、文書データの印刷に適している文書印刷用途、媒体を読み取るこ
とで各種データを生成するスキャン用途、のうち少なくとも１つを含むことを特徴とする
請求項１４に記載の情報処理プログラム。
【請求項１６】
　前記記憶部が記憶する属性の種類は、印刷用途、および、媒体を読み取ることで各種デ
ータを生成するスキャン用途を含むことを特徴とする請求項１ないし１３の何れか１項に
記載の情報処理プログラム。
【請求項１７】
　前記表示制御手段が前記表示部に表示させる前記識別情報画像が示す少なくとも１つの
識別情報は、デバイスに割り当てられたＩＰアドレスと、デバイスの種類を識別するため
の情報と、の少なくとも何れか一方を含むことを特徴とする請求項１ないし１６の何れか
１項に記載の情報処理プログラム。
【請求項１８】
　少なくとも１つデバイスが実行する複数種類の処理にそれぞれ関係する複数の属性の種
類のうちから少なくとも１つの属性の種類を指定する属性指定操作、およびデバイスの識
別情報を特定する識別情報特定操作を受け付ける操作部と、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて記憶部に記
憶させる第１記憶制御手段と、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種
類に関係する処理を実行するための指示を送信する第１通信手段と、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、属性指定操作で指定した属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶されている少なくとも１つの識別情報を示す識別情報画像を
表示する表示手段と、
　前記表示手段が表示した識別情報画像のうち何れか１つを指定する画像指定操作を前記
操作部が受け付けた場合に、画像指定操作で指定した識別情報画像が示す識別情報により
識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種類に関係する処理を実行するた
めの指示を送信する第２通信手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項１９】
　少なくとも１つデバイスが実行する複数種類の処理にそれぞれ関係する複数の属性の種
類のうちから属性の種類を指定する属性指定操作、およびデバイスの識別情報を特定する
識別情報特定操作を操作部が受け付けた場合に、識別情報特定操作で特定した識別情報を
、属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて記憶部に記憶させる第１記憶制御ステ
ップと、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種
類に関係する処理を実行するための指示を通信部に送信させる第１通信制御ステップと、
　属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報特定
操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に
対応付けて前記記憶部に記憶させる第２記憶制御ステップと、
　属性指定操作を前記操作部が受け付けた場合に、属性指定操作で指定した属性の種類に
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対応付けて前記記憶部に記憶されている少なくとも１つの識別情報を示す識別情報画像を
表示部に表示させる表示制御ステップと、
　前記表示部が表示した識別情報画像のうち何れか１つを指定する画像指定操作を前記操
作部が受け付けた場合に、画像指定操作で指定した識別情報画像が示す識別情報により識
別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種類に関係する処理を実行するため
の指示を前記通信部に送信させる第２通信制御ステップと、
　を備える情報処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デバイスが実行する処理により達成される用途の種類、或いは、デバイスが
実行する処理において扱われるデータの種類などの属性の種類ごとに、処理を実行するデ
バイスを設定することができる情報処理プログラム、情報処理装置および情報処理装置の
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＣなどのコンピュータにおいて、ユーザがネットワーク環境下に接続された複
数のプリンタから所望のプリンタを選択し、印刷指示を送信する印刷環境が一般的に普及
してきている。ユーザは所望のプリンタで印刷をするために、そのプリンタの種類に対応
したドライバをＰＣにインストールする。ドライバをインストールするとき、そのドライ
バを通じて使用されるプリンタのＩＰアドレスを、ＰＣに記憶させる。また、特許文献１
記載の技術では、ユーザは最もよく使用する一のプリンタをデフォルトプリンタとしてＰ
Ｃに登録する。そして、ユーザはデフォルトプリンタとして登録されているプリンタへの
印刷指示をＰＣにおいて行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－４４０８０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１記載の技術では、デフォルトプリンタでは実行することができない処理が所
望される場合は、ＰＣにドライバがインストールされているプリンタの中から、印刷の都
度、ユーザは、所望される処理を実行可能なプリンタを選択する必要があった。このよう
な選択作業は、ユーザにとって面倒であるため、デバイスが実行する処理により達成され
る用途や、デバイスが実行する処理において扱われるデータに応じて適したデバイスを登
録できることが望まれる。しかし、ユーザは用途やデータごとに使用するデバイスの登録
作業を行う必要があり、煩わしくなる。
【０００５】
　上述した問題点に鑑み、本発明はユーザにかけさせる手間を極力少なくし、用途の種類
或いはデータの種類などの属性の種類ごとに処理をさせるデバイスを設定することができ
る情報処理プログラムおよび、情報処理装置、情報処理装置の制御方法を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願に記載のプログラムは、情報処理装置に読込まれる情報処理プログラムであって、
少なくとも１つのデバイスが実行する複数種類の処理に関係する複数の属性の種類のうち
から少なくとも１つの属性の種類を指定する属性指定操作、およびデバイスの識別情報を
特定する識別情報特定操作を操作部が受け付けた場合に、識別情報特定操作で特定した識
別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類に対応付けて記憶部に記憶させる第１記憶
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制御手段と、属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識
別情報特定操作で特定した識別情報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定し
た属性の種類に関係する処理を実行するための指示を通信部に送信させる第１通信制御手
段と、属性指定操作および識別情報特定操作を前記操作部が受け付けた場合に、識別情報
特定操作で特定した識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種
類に対応付けて前記記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、属性指定操作を前記操作部
が受け付けた場合に、属性指定操作が指定した属性の種類に対応付けて前記記憶部に記憶
されている少なくとも１つの識別情報を示す識別情報画像を表示部に表示させる表示制御
手段と、前記表示部が表示した識別情報画像のうち何れか１つを指定する画像指定操作を
前記操作部が受け付けた場合に、画像指定操作で指定した識別情報画像が示すデバイスの
識別情報により識別されるデバイスへ、属性指定操作で指定した属性の種類に関係する処
理を実行するための指示を前記通信部に送信させる第２通信制御手段と、して情報処理装
置を機能させる。
【０００７】
　請求項１に記載のプログラムでは、属性指定操作で指定した属性の種類に応じた処理を
実行させるデバイスの識別情報を識別情報特定操作で特定すると、そのデバイスの識別情
報が、他の種類の属性にも対応付けて記憶される。これにより、属性の種類ごとに、使用
するデバイスの識別情報を特定する等の作業を行う必要性を無くすことができるため、ユ
ーザの利便性を向上させることができる。
【０００８】
　また、請求項２に記載のプログラムでは、表示制御手段が対応付けられている識別情報
画像を表示部に表示する際に、識別情報特定操作で特定した識別情報についての識別情報
画像が、第２記憶制御手段によって記憶された識別情報についての識別情報画像よりも優
先的に表示される。これにより、属性指定操作で指定した属性の種類についてユーザが意
図して特定したことがある識別情報を、より選択しやすくすることができる。
【０００９】
　また、請求項３に記載のプログラムでは、画像指定操作が指定した識別情報画像に対応
するデバイスの識別情報を、属性指定操作で指定した属性の種類以外の他の属性の種類に
対応付けて記憶部に記憶させる、という処理が重複して実行されてしまう事態を防止する
ので、同じ識別情報が表示部に重複して表示されない。これにより、ユーザが識別情報を
特定しやすくなる。
【００１０】
　また、請求項４に記載のプログラムでは、属性指定操作を行った場合には、属性指定操
作で指定された属性の種類を実行可能なデバイスを表す識別情報画像のみが、表示部に表
示される。これにより、画像指定操作で指定したデバイスが、属性指定操作で指定した属
性の種類に応じた処理を実行できない、という事態が発生してしまうことを防止できる。
【００１１】
　また、請求項５に記載のプログラムでは、画像指定操作で指定したデバイスが、他の属
性の種類に応じた処理の実行に必要な機能を備えているか否かを、通信部が受信した機能
情報に基づいて、確実に判断することが可能となる。
【００１２】
　また、請求項６に記載のプログラムでは、画像指定操作で指定したデバイスが、他の属
性の種類に関係する処理の実行に必要な機能を備えているか否かを、通信を行うことなく
判断することが可能となる。
【００１３】
　また、請求項７に記載のプログラムでは、属性指定操作を行った場合には、属性指定操
作で指定した属性の種類を実行可能なデバイスを表す識別情報画像が、優先的に表示部に
表示される。これにより、属性の種類に適したデバイスを、より選択しやすくすることが
できる。
【００１４】
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　また、請求項８に記載のプログラムでは、他の属性が所定の種類である場合には、識別
情報特定操作で特定した識別情報を他の属性の種類に対応付けて記憶部に記憶させる処理
を、所定の制限なく実行することができる。これにより、より少ない処理で、識別情報を
他の属性の種類に対応付けて記憶させることが可能となる。
【００１５】
　また、請求項１５に記載のプログラムでは、画像データ、ＵＲＬ、文書データ等ごとに
、適したデバイスを設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ネットワークの構成を示すブロック図
【図２】第１実施形態において、プリント＆スキャンアプリケーションに従い情報処理装
置のＣＰＵが各部を制御する処理の一部の処理を示すフローチャート
【図３】第１実施形態において、プリント＆スキャンアプリケーションに従い情報処理装
置のＣＰＵが各部を制御する処理の残りの処理を示すフローチャート
【図４】ＣＰＵが「ウェブ印刷」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶させ
る処理を示すフローチャート
【図５】ＣＰＵが「スキャン」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶させる
処理を示すフローチャート
【図６】ＣＰＵが「写真印刷」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶させる
処理を示すフローチャート
【図７】テーブルの一例を示す図
【図８】表示手段の表示例を示す図
【図９Ａ】第２実施形態におけるプリント＆スキャンアプリケーションの起動処理を示す
フローチャート
【図９Ｂ】第２実施形態におけるプリント＆スキャンアプリケーションの起動処理を示す
フローチャート
【図１０】図５の処理の変形例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（第１の実施形態）
　図１は、ネットワーク１０の構成を示すブロック図である。ネットワーク１０は、情報
処理装置１００、インクジェットＭＦＰ２００、スキャナ３００、カラーレーザープリン
タ４００、アクセスポイント５００を備える。情報処理装置１００は、無線通信Ｉ／Ｆ１
０５を介して、無線ＬＡＮ方式の無線通信１５０によりアクセスポイント５００と通信を
行う。アクセスポイント５００には、インクジェットＭＦＰ２００、スキャナ３００、カ
ラーレーザープリンタ４００が接続されている。ここで、ＭＦＰとは、印刷機能、スキャ
ン機能、コピー機能を備える多機能周辺装置（Multifunction Peripheral）を示す。情報
処理装置１００は、プリント＆スキャンアプリケーション１２１を実行し、アクセスポイ
ント５００を介して印刷指示をインクジェットＭＦＰ２００やカラーレーザープリンタ４
００に送信したり、インクジェットＭＦＰ２００やスキャナ３００へスキャン指示を送信
したりすることができる。すなわち、情報処理装置１００は、アクセスポイント５００を
介してインクジェットＭＦＰ２００、スキャナ３００、カラーレーザープリンタ４００を
使用することができる。
【００１８】
　情報処理装置１００は、例えば携帯電話や携帯端末装置などの携帯型の装置である。情
報処理装置１００は、表示手段１０２、タッチパネル１０３、入力Ｉ／Ｆ１０４、無線通
信Ｉ／Ｆ１０５、ＣＰＵ１０６、ＲＡＭ１０８、記憶部１０９などを備えており、これら
は入出力ポート１１０を介して互いに接続されている。
【００１９】
　表示手段１０２は、ＣＰＵ１０６から出力される画像データを受信し、受信した画像デ
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ータに基づく画像を表示する。表示手段１０２としては、例えばＬＣＤや、有機ＥＬパネ
ルなどを用いることができる。タッチパネル１０３は透明な部材により形成され、表示手
段１０２の表面を覆うようにして配設されている。タッチパネル１０３は、ユーザの指な
どによりタッチされた位置を検出し、検出した位置情報をＣＰＵ１０６へ出力する。以下
、ＣＰＵ１０６がタッチパネル１０３から出力される位置情報を受け取ることを、ＣＰＵ
１０６がタッチを受け付けた等と表現する。入力Ｉ／Ｆ１０４は、例えば操作ボタンであ
る。入力Ｉ／Ｆ１０４が押下されると、情報処理装置１００は起動する。
【００２０】
　ＣＰＵ１０６は、記憶部１０９に記憶されるプログラムを実行する。ＲＡＭ１０８はＣ
ＰＵ１０６の処理に必要な情報を一時的に記憶する。記憶部１０９は、フラッシュメモリ
、ＨＤＤ（ハードディスク）、ＣＰＵ１０６が備えるバッファなどが組み合わされて構成
されている。記憶部１０９には、画像データや、文書データなどが記憶可能である。また
、詳細は後述するが、用途の種類ごとのデフォルトデバイスの識別情報が記憶されている
。記憶部１０９は、プログラム１２０を記憶する。プログラム１２０は、プリント＆スキ
ャンアプリケーション１２１、ブラウザアプリケーション１２２、写真ビューワーアプリ
ケーション１２３、オペレーティングシステム１２４を含む。ＣＰＵ１０６は、記憶部１
０９内のプログラム１２０に従って処理を実行する。ここで以降、プリント＆スキャンア
プリケーション１２１やオペレーティングシステム１２４など、プログラムを実行するＣ
ＰＵ１０６のことを、単にプログラム名でも記載することにする場合がある。例えば「プ
リント＆スキャンアプリケーション１２１」という記載は、プリント＆スキャンアプリケ
ーション１２１を実行するＣＰＵ１０６」を意味する場合がある。プリント＆スキャンア
プリケーション１２１は、情報処理装置１００からインクジェットＭＦＰ２００等への印
刷指示などをＣＰＵ１０６に実行させるためのアプリケーションである。ブラウザアプリ
ケーション１２２は、ウェブデータを表示手段１０２に表示させるためのアプリケーショ
ンである。写真ビューワーアプリケーション１２３は、画像ファイルを作成、編集、保存
するための処理をＣＰＵ１０６に実行させるためのアプリケーションである。オペレーテ
ィングシステム１２４は、プリント＆スキャンアプリケーション１２１等に共通して利用
される基本的な機能を提供するプログラムである。オペレーティングシステム１２４は、
無線通信Ｉ／Ｆ１０５に無線通信１５０を実行させるためのプログラム等を含む。
【００２１】
　また記憶部１０９は、テーブルＴＢ１を記憶する。図７に、テーブルＴＢ１の一例を示
す。テーブルＴＢ１は、写真印刷６１１、ウェブ印刷６１２、スキャン６１３、の３種類
の用途のそれぞれに対して、記憶領域を備える。写真印刷６１１の用途の記憶領域には、
写真印刷に適したデバイスについての情報が記憶される。写真印刷では、情報処理装置１
００がＪＰＥＧやＢｉｔｍａｐ、ＧＩＦなどの画像データの印刷指示を、印刷機能を有す
るデバイスへ送信し、デバイスに印刷を実行させる処理（以下、写真印刷処理とする）が
行われる。ウェブ印刷６１２の用途の記憶領域には、ウェブ印刷に適したデバイスについ
ての情報が記憶される。ウェブ印刷では、情報処理装置１００がウェブページの印刷指示
を、印刷機能を有するデバイスへ送信し、デバイスに印刷を実行させる処理（以下、ウェ
ブ印刷処理とする）が行われる。スキャン６１３の用途の記憶領域には、スキャンに適し
たデバイスについての情報が記憶される。スキャンでは、情報処理装置１００が、スキャ
ン機能を有するデバイスへスキャン指示を送信し、デバイスにスキャンを実行させる処理
（以下、スキャン処理と称する）が行われる。写真印刷に適したデバイスの一例として、
インクジェットプリンタが挙げられる。インクジェットプリンタは、光沢紙に対する印刷
ができるからである。また、ウェブ印刷に適したデバイスの一例として、カラー印刷機能
を有するカラーインクジェットプリンタまたはカラーレーザープリンタが挙げられる。
【００２２】
　テーブルＴＢ１では、デバイスに関する情報として、識別情報６００、機能情報６０４
、デフォルトデバイスフラグ６０８が記憶されている。識別情報６００は、デバイスを識
別するための情報であり、型番６０１およびＩＰアドレス６０２を含む。型番６０１は、
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各デバイスの種類を識別するための情報である。第１の実施形態では、インクジェットＭ
ＦＰ２００のデバイスの型番６０１は、「Ink-MFP331」である。また、スキャナ３００の
デバイスの型番６０１は、「Scan432」である。また、カラーレーザープリンタ４００
のデバイスの型番６０１は、「Laser123」である。ＩＰアドレス６０２は、各デバイスに
割り当てられた、通信に用いられる識別番号である。機能情報６０４は、各デバイスの機
能を示す情報である。機能情報６０４は、印刷機能情報６０５、スキャン機能情報６０６
、コピー機能情報６０７を含む。印刷機能情報６０５は、各デバイスがどのような印刷機
能を備えるかを示す情報である。スキャン機能情報６０６は、各デバイスがスキャン機能
を有するか否かを示す情報である。コピー機能情報６０７は、各デバイスがコピー機能を
有するか否かを示す情報である。
【００２３】
　図７のテーブルＴＢ１の例では、写真印刷６１１およびウェブ印刷６１２の用途には、
型番６０１が「Ink-MFP331」のデバイス（インクジェットＭＦＰ２００）、および型番６
０１が「Laser123」のデバイス（カラーレーザープリンタ４００）を使用することができ
ることが分かる。また、スキャン６１３の用途には、型番６０１が「Ink-MFP331」のデバ
イス（インクジェットＭＦＰ２００）、および型番６０１が「Scan432」のデバイス（ス
キャナ３００）を使用することができることが分かる。
【００２４】
　デフォルトデバイスフラグ６０８は、デフォルトデバイスを示す情報である。デフォル
トデバイスは、用途の種類ごとに設定される１のデバイスである。デフォルトデバイスは
、ある用途に関する処理を実行可能なデバイスが、その用途に対して複数存在する場合に
、当該複数のデバイスの中で優先的に使用されるデバイスである。第１実施形態では、最
後に使用されたデバイスがデフォルトデバイスに設定される場合を説明する。
【００２５】
　以下、図２ないし図８を用いて、プリント＆スキャンアプリケーション１２１に従いＣ
ＰＵ１０６が各部を制御する処理について説明する。ユーザが、タッチパネル１０３上の
所定のアプリケーションアイコンをタッチすると、プリント＆スキャンアプリケーション
１２１が起動され、図２のフローが開始する。Ｓ６０１においてＣＰＵ１０６は、「写真
印刷」、「ウェブ印刷」、「スキャン」の３種類の用途のうち、何れかの用途を指定する
用途指定操作を受け付ける。例えば、ＣＰＵ１０６は、表示手段１０２において、上記の
３種類の用途の各々に対応するアイコンを表示手段１０２に表示させる。そして、アイコ
ンが表示されている部位がタッチされたことを受け付けると、タッチされたアイコンが示
す用途が指定されたと判断する。指定用途として「スキャン」が指定された場合はＳ７０
３へ進む。一方、指定用途として「写真印刷」または「ウェブ印刷」が指定された場合は
、Ｓ７０１へ進む。
【００２６】
　Ｓ７０１において、指定用途が「写真印刷」の場合には、ＣＰＵ１０６は、記憶部１０
９に記憶されている画像データのサムネイルを表示手段１０２に一覧表示させる。このと
き、すべてのサムネイルが表示手段１０２に表示しきれないときは、スクロールすること
で全てのサムネイルが表示できるようにしてもよい。またＳ７０１において、指定用途が
「ウェブ印刷」の場合には、ＣＰＵ１０６は、ユーザから指定されたウェブページを表示
手段１０２に表示させる。そして、表示させたウェブページを印刷対象とするよう指示す
るアイコンを、表示手段１０２へ表示させる。ウェブページ等の表示方法は、本発明の本
質ではないのでここではその記載を省略する。
【００２７】
　Ｓ７０２においてＣＰＵ１０６は、印刷対象の選択を受け付けたか否かを判断する。具
体的には、ＣＰＵ１０６は、表示手段１０２においてサムネイルまたはアイコンが表示さ
れている部位が、ユーザによりタッチされたか否かを判断する。タッチされた場合は、タ
ッチされた部位に表示されていたサムネイルの画像データを印刷対象とする指示、または
、表示しているウェブページを印刷対象とする指示を受け付けたと判断し（Ｓ７０２：Ｙ
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ＥＳ）、Ｓ７０３に進む。一方、印刷対象の選択を受け付けていないと判断した場合は（
Ｓ７０２：ＮＯ）、Ｓ７０２へもどり判断を繰り返す。
【００２８】
　Ｓ７０３において、ＣＰＵ１０６は、Ｓ６０１で指定された指定用途に対して、デフォ
ルトデバイスが設定されているか否かを判断する（Ｓ７０３）。具体的には、ＣＰＵ１０
６は、テーブルＴＢ１において、指定用途に対応する記憶領域を参照する。そして、デフ
ォルトデバイスフラグ６０８が「オン」となっているデバイスが存在するか否かを判断す
る。デフォルトデバイスが設定されていないと判断した場合（Ｓ７０３：ＮＯ）にはＳ７
０６へ進み、デフォルトデバイスが設定されていると判断した場合（Ｓ７０３：ＹＥＳ）
にはＳ７０４へ進む。
【００２９】
　Ｓ７０４において、ＣＰＵ１０６は、デフォルトデバイスに設定されているデバイスを
識別するための情報（型番６０１など）、デフォルトデバイスの再設定を要求するアイコ
ン、または指定用途の実行命令を受け付けるアイコンを表示手段１０２に表示させる。な
お、Ｓ７０４では、デフォルトデバイスに設定されているデバイス以外のデバイスを識別
するための情報は表示されない。すなわち、デフォルトデバイスに設定されているデバイ
スが、デフォルトデバイスに設定されているデバイス以外のデバイスに比して、優先的に
表示手段１０２に表示される。
【００３０】
　Ｓ７０５では、ＣＰＵ１０６は、デフォルトデバイスの再設定の要求を受け付けたか否
かを判断する。ここで、デフォルトデバイスの再設定とは、ある用途においてすでにデフ
ォルトデバイスが設定されている場合に、他のデバイスをデフォルトデバイスとして選択
しなおすことである。具体的には、ＣＰＵ１０６は、再設定を要求するアイコンが表示さ
れている部位がユーザによりタッチされたか否かを判断する。デフォルトデバイスの再設
定の要求を受け付けていないと判断した場合（Ｓ７０５：ＮＯ）にはＳ７０９へ進み、デ
フォルトデバイスの再設定の要求を受け付けたと判断する場合（Ｓ７０５：ＹＥＳ）には
Ｓ７０６へ進む。
【００３１】
　Ｓ７０６においてＣＰＵ１０６は、指定用途に対応するデバイス一覧を表示手段１０２
に表示させる。デバイス一覧の表示では、テーブルＴＢ１において、指定用途と一致する
用途の記憶領域に記憶されている型番６０１およびＩＰアドレス６０２が、表示手段１０
２に表示される。またＣＰＵ１０６は、指定用途を実行させるための新たなデバイスのＩ
Ｐアドレスを入力するための入力欄を、表示手段１０２に表示させる。すなわち、Ｓ７０
６では、デバイスの新規登録の受け付けも実行される。ここで、「登録」とは、入力され
たＩＰアドレスにより特定されるデバイスを制御するためのデバイス情報を、指定用途に
対応付けてテーブルＴＢ１に記憶させることをいう。デバイス情報とは、具体的に、型番
６０１、ＩＰアドレス６０２、機能情報６０４などである。
【００３２】
　図８に、例として「写真印刷」が指定用途として選択された場合における、表示手段１
０２の表示例を示す。図８では、テーブルＴＢ１（図７）の写真印刷６１１の記憶領域に
記憶されている２台のデバイス（インクジェットＭＦＰ２００、カラーレーザープリンタ
４００）についてのデバイス一覧が表示されている。具体的には、型番６０１（「Ink-MF
P331」、「Laser123」）およびＩＰアドレス６０２（211.9.36.148、211.9.36.154）が、
表示手段１０２の領域Ｒ１に表示される。また、新規登録デバイスのＩＰアドレスの入力
受付のための入力欄７１０が、表示手段１０２に表示される。なお、「スキャナ」が指定
用途として選択されている場合には、テーブルＴＢ１（図７）のスキャン６１３の記憶領
域に記憶されている２台のデバイス（インクジェットＭＦＰ２００、スキャナ３００）の
型番６０１（「Ink-MFP331」、「Scan432」）およびＩＰアドレス６０２（211.9.36.148
、211.9.36.132）と、ＩＰアドレスの入力欄が、表示手段１０２に表示されることになる
。
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【００３３】
　また、Ｓ７０６では、指定用途に応じた処理の実行に必要な機能を備えているデバイス
のデバイス情報のみが、表示手段１０２に表示される。本実施形態では、デバイスの型番
及びＩＰアドレスのみが表示手段１０２に表示される。すなわち、指定用途を実行可能な
デバイスが、指定用途を実行不可なデバイスに比して優先的に表示手段１０２に表示され
る。
【００３４】
　Ｓ７０７（図３）において、ＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスのＩＰアドレスを入力
する操作（ＩＰアドレス入力操作）、または表示されている型番６０１等を選択する操作
（デバイス指定操作）を、タッチパネル１０３が受け付けたか否かを判断する。デバイス
指定操作が実行された場合（Ｓ７０７：デバイス指定）にはＳ７０８へ進み、ＩＰアドレ
ス入力操作が実行された場合（Ｓ７０７：ＩＰアドレス入力）には、Ｓ７０７ａへ進む。
【００３５】
　Ｓ７０７ａにおいてＣＰＵ１０６は、ＩＰアドレス入力操作によって入力されたＩＰア
ドレスを、指定用途に対応付けてテーブルＴＢ１に記憶させる。また、型番６０１や機能
情報６０４を無線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信させ、ＩＰアドレスに対応付けてテーブルＴＢ
１に記憶させる。ここで、型番６０１や機能情報６０４を受信して記憶させる方法を説明
する。ＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、情報処理装置１００が接続し
ているネットワーク１０に、デバイスの型番６０１と機能情報６０４とを返信するようデ
バイスに要求するパケットをブロードキャストさせる。すると、ネットワーク１０に接続
した各デバイスから返信がある。無線通信Ｉ／Ｆ１０５は、デバイスから返信される、デ
バイスの型番６０１と機能情報６０４とを含むパケットを受信する。無線通信Ｉ／Ｆが受
信するパケットは、デバイスのＩＰアドレス６０２を送信元アドレスとして、情報処理装
置１００のＩＰアドレスを送信先アドレスとして含んでいる。そして、ＣＰＵ１０６は無
線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信させたデバイスの型番６０１と、機能情報６０４と、デバイス
のＩＰアドレス６０２とを指定用途に対応付けて、テーブルＴＢ１に記憶させる。この場
合、ＣＰＵ１０６は、ＩＰアドレス入力操作により入力されたＩＰアドレスと一致するＩ
Ｐアドレス６０２と、そのＩＰアドレスを含むパケットに含まれるデバイスの型番６０１
と、機能情報６０４とを指定用途に対応付けて、テーブルＴＢ１に記憶させる。なお、ブ
ロードキャストを行わず、ＩＰアドレス入力操作により入力されたＩＰアドレスに対して
、デバイスの型番６０１と機能情報６０４とを返信するようデバイスに要求するパケット
を送信してもよい。また、例えば、ＩＰアドレス入力操作によりＩＰアドレスの一部分の
みが入力された場合など、無線通信Ｉ／Ｆに受信させたＩＰアドレスのうち、入力された
ＩＰアドレスと一致するＩＰアドレスが複数ある場合、ＣＰＵ１０６は、その複数のＩＰ
アドレスと、各ＩＰアドレスを含むパケットに含まれるデバイスの型番６０１と、機能情
報６０４とをそれぞれ指定用途に対応付けて、テーブルＴＢ１に記憶させてもよい。また
、入力されたＩＰアドレスと一致するＩＰアドレスが複数ある場合、ＣＰＵ１０６は、入
力されたＩＰアドレスと一致するＩＰアドレスのうちユーザにより選択されたＩＰアドレ
スと、そのＩＰアドレスを含むパケットに含まれるデバイスの型番６０１と、機能情報６
０４とを指定用途に対応付けて、テーブルＴＢ１に記憶させてもよい。
【００３６】
　Ｓ７０８においてＣＰＵ１０６は、Ｓ７０７で入力されたＩＰアドレスに対応するデバ
イス（Ｓ７０７：ＩＰアドレス入力）、または、ユーザにより選択されたデバイス（Ｓ７
０７：デバイス指定）を、デフォルトデバイスに設定する。具体的には、テーブルＴＢ１
において、これらのデバイスのデフォルトデバイスフラグ６０８のみを「オン」に設定し
、他のデバイスのデフォルトデバイスフラグ６０８を「オフ」に設定する。そしてＳ７０
８ａへ進み、ＣＰＵ１０６は、指定用途の実行指示画面を表示手段１０２に表示させる。
【００３７】
　Ｓ７０９においてＣＰＵ１０６は、指定用途の実行指示を受け付けたか否かを判断する
。具体的には、ＣＰＵ１０６は、実行指示画面において、指定用途の実行指示を受け付け
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るアイコンが表示されている部位が、ユーザによりタッチされたか否かを判断する。実行
指示が入力されていないと判断した場合（Ｓ７０９：ＮＯ）にはＳ７０５へ戻り、実行指
示が入力されたと判断した場合（Ｓ７０９：ＹＥＳ）にはＳ７１０へ進む。
【００３８】
　Ｓ７１０においてＣＰＵ１０６は、指定用途の実行指示を送信する。例えば、指定用途
が「写真印刷」の場合には、Ｓ７０２で印刷対象とする指示を受け付けた画像データの印
刷指示を、テーブルＴＢ１から読み出したＩＰアドレス６０２を用いて、デフォルトデバ
イスへ送信する。また指定用途が「ウェブ印刷」の場合には、Ｓ７０２で印刷対象とする
指示を受け付けたウェブページの印刷指示を、デフォルトデバイスへ送信する。また指定
用途が「スキャン」の場合には、スキャン指示を、テーブルＴＢ１から読み出したＩＰア
ドレス６０２を用いてデフォルトデバイスへ送信する。そして、デフォルトデバイスから
返信されたスキャンデータを、無線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信させる。
【００３９】
　Ｓ７１０ａにおいて、ＣＰＵ１０６は、Ｓ７０７においてデバイスの新規登録が行われ
たか否かを判断する。具体的には、Ｓ７０７で行われた操作が、ＩＰアドレス入力操作で
あったか否かを判断する。デバイスの新規登録が行われていない場合（Ｓ７１０ａ：ＮＯ
）にはフローを終了し、デバイスの新規登録が行われた場合（Ｓ７１０ａ：ＹＥＳ）には
Ｓ７１１へ進む。
【００４０】
　Ｓ７１１では、１つ目の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶させる、第１
の登録処理が行われる。また、Ｓ７１２では、２つ目の非指定用途に対応付けて新規登録
デバイスを記憶させる、第２の登録処理が行われる。ここで、新規登録デバイスとは、Ｓ
７０７において入力されたＩＰアドレスによって識別されるデバイスである。例えば、Ｓ
６０１で選択された指定用途が「写真印刷」の場合には、第１の登録処理では「ウェブ印
刷」（１つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイスが記憶され、第２の登録処理
では「スキャン」（２つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイスが記憶される。
また、Ｓ６０１で選択された指定用途が「ウェブ印刷」の場合には、第１の登録処理では
「スキャン」（１つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイスが記憶され、第２の
登録処理では「写真印刷」（２つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイスが記憶
される。また、Ｓ６０１で選択された指定用途が「スキャン」の場合には、第１の登録処
理では「写真印刷」（１つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイスが記憶され、
第２の登録処理では「ウェブ印刷」（２つ目の非指定用途）に対応付けて新規登録デバイ
スが記憶される。
【００４１】
　図４を用いて、「ウェブ印刷」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶する
フローを説明する。図４のフローは、第１の登録処理（Ｓ７１１）または第２の登録処理
（Ｓ７１２）で行われるフローである。Ｓ１００１において、ＣＰＵ１０６は、デバイス
の新規登録時（Ｓ７０７）に入力されたＩＰアドレスが、テーブルＴＢ１のウェブ印刷６
１２の記憶領域に既に記憶されているか否かを判断する。既に記憶されている場合（Ｓ１
００１：ＹＥＳ）にはフローを終了し、まだ記憶されていない場合（Ｓ１００１：ＮＯ）
にはＳ１００１ａへ進む。Ｓ１００１ａにおいてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスが印
刷機能を備えるか否かを判断する。具体的には、Ｓ７０７ａで記憶された、新規登録デバ
イスの印刷機能情報６０５が、「インクジェットカラー」または「レーザーカラー」であ
るか否かを確認する。新規登録デバイスが印刷機能を備えない場合（Ｓ１００１ａ：ＮＯ
）にはフローを終了し、印刷機能を備える場合（Ｓ１００１ａ：ＹＥＳ）にはＳ１００２
へ進む。Ｓ１００２においてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスのＩＰアドレス６０２、
型番６０１および機能情報６０４を、テーブルＴＢ１のウェブ印刷６１２の記憶領域にも
記憶させる。そしてフローを終了する。
【００４２】
　図５を用いて、「スキャン」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶するフ
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ローを説明する。図５のフローは、第１の登録処理（Ｓ７１１）または第２の登録処理（
Ｓ７１２）で行われるフローである。Ｓ１１０１において、ＣＰＵ１０６は、デバイスの
新規登録時（Ｓ７０７）に入力されたＩＰアドレスが、テーブルＴＢ１のスキャン６１３
の記憶領域に既に記憶されているか否かを判断する。既に記憶されている場合（Ｓ１１０
１：ＹＥＳ）にはフローを終了し、まだ記憶されていない場合（Ｓ１１０１：ＮＯ）には
Ｓ１１０２へ進む。
【００４３】
　Ｓ１１０２においてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスがスキャン機能を備えるか否か
を判断する。具体的には、Ｓ７０７ａで記憶された、新規登録デバイスのスキャン機能情
報６０６が、「あり」となっているか否かを確認する。新規登録デバイスがスキャン機能
を備えない場合（Ｓ１１０２：ＮＯ）にはフローを終了し、スキャン機能を備える場合（
Ｓ１１０２：ＹＥＳ）にはＳ１１０３へ進む。Ｓ１１０３において、ＣＰＵ１０６は、新
規登録デバイスのＩＰアドレス６０２、型番６０１および機能情報６０４を、テーブルＴ
Ｂ１のスキャン６１３の記憶領域にも記憶させる。そしてフローを終了する。
【００４４】
　図６を用いて、「写真印刷」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶するフ
ローを説明する。図６のフローは、第１の登録処理（Ｓ７１１）または第２の登録処理（
Ｓ７１２）で行われるフローである。Ｓ１２０１において、ＣＰＵ１０６は、デバイスの
新規登録時（Ｓ７０７）に入力されたＩＰアドレスが、テーブルＴＢ１の写真印刷６１１
の記憶領域に既に記憶されているか否かを判断する。既に記憶されている場合（Ｓ１２０
１：ＹＥＳ）にはフローを終了し、まだ記憶されていない場合（Ｓ１２０１：ＮＯ）には
Ｓ１２０１ａへ進む。Ｓ１２０１ａにおいてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスが印刷機
能を備えるか否かを判断する。具体的な判断方法は、Ｓ１００１ａで説明した方法と同様
である。新規登録デバイスが印刷機能を備えない場合（Ｓ１２０１ａ：ＮＯ）にはフロー
を終了し、印刷機能を備える場合（Ｓ１２０１ａ：ＹＥＳ）にはＳ１２０２へ進む。
【００４５】
　Ｓ１２０２において、ＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスがインクジェットプリンタで
あるか否かを判断する。具体的には、Ｓ７０７ａで記憶された新規登録デバイスの印刷機
能情報６０５が、「インクジェットカラー」であるか否かを確認する。新規登録デバイス
がインクジェットプリンタである場合（Ｓ１２０２：ＹＥＳ）にはＳ１２０５へ進み、イ
ンクジェットプリンタでない場合（Ｓ１２０２：ＮＯ）にはＳ１２０３へ進む。
【００４６】
　Ｓ１２０３においてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスがカラーレーザープリンタであ
るか否かを判断する。具体的には、Ｓ７０７ａで記憶された新規登録デバイスの印刷機能
情報６０５が、「レーザーカラー」であるか否かを確認する。新規登録デバイスがカラー
レーザープリンタでない場合（Ｓ１２０３：ＮＯ）にはフローを終了し、カラーレーザー
プリンタである場合（Ｓ１２０３：ＹＥＳ）にはＳ１２０４へ進む。
【００４７】
　Ｓ１２０４においてＣＰＵ１０６は、カラーレーザープリンタの新規登録デバイスを、
「写真印刷」の用途に対応付けて記憶させて良いか否かの表示を、表示手段１０２に表示
させる。そしてユーザによる許可の可否の入力を受け付ける。許可する入力操作を受け付
けなかった場合（Ｓ１２０４：ＮＯ）にはフローを終了し、許可する旨が入力された場合
（Ｓ１２０４：ＹＥＳ）にはＳ１２０５へ進む。
【００４８】
　Ｓ１２０５においてＣＰＵ１０６は、新規登録デバイスのＩＰアドレス６０２、型番６
０１および機能情報６０４を、テーブルＴＢ１の写真印刷６１１の記憶領域にも記憶させ
る。そしてフローが終了される。
【００４９】
　以上説明した、第１実施形態に係る情報処理装置１００の効果を説明する。情報処理装
置１００では、指定用途に応じた処理を実行するために、デバイスのＩＰアドレスを新た
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に登録すると（Ｓ７０７ａ）、そのデバイスのＩＰアドレス等が、指定用途に対応付けて
記憶されるのみならず、他の用途にも対応付けて自動的に記憶される（Ｓ７１１、Ｓ７１
２）。これにより、用途の種類ごとに、新たに登録するデバイスのＩＰアドレス等を入力
する等の作業を行う必要性を無くすことができるため、ユーザの利便性を向上させること
ができる。
【００５０】
　また、情報処理装置１００では、指定用途に対応するデバイス一覧を表示手段１０２に
表示させる（Ｓ７０６）。そして、表示されている型番６０１等の何れか１つを選択する
操作を受け付けると（Ｓ７０７：デバイス指定）、指定用途に関係する処理を、選択され
たデバイスに実行させる（Ｓ７１０）。これにより、指定用途に関係する処理を実行させ
るデバイスを選択する操作を、より簡素化することが可能となる。
【００５１】
　また、情報処理装置１００では、非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶させ
る、第１の登録処理（Ｓ７１１）および第２の登録処理（Ｓ７１２）において、テーブル
ＴＢ１の非指定用途の記憶領域に、Ｓ７０７ａにおいてテーブルＴＢ１の指定用途の記憶
領域に記憶された新規登録デバイスが既に記憶されている場合（Ｓ１００１、Ｓ１１０１
、Ｓ１２０１：ＹＥＳ）には、登録処理を実行しない。これにより、登録処理が重複して
実行されてしまう事態を防止できる。
【００５２】
　また、情報処理装置１００は、第１の登録処理（Ｓ７１１）および第２の登録処理（Ｓ
７１２）において、新規登録デバイスが指定用途に適する機能を有さない場合（Ｓ１００
１ａ、Ｓ１１０２、Ｓ１２０１ａ：ＮＯ）には、登録処理を実行しない。これにより、指
定用途に対応するデバイス一覧を表示手段１０２に表示させる際に（Ｓ７０６）、指定用
途に関係する処理を実行可能なデバイスのみが表示手段１０２に表示されるようになる。
よって、デバイス指定操作（Ｓ７０７）で指定したデバイスが、指定用途に関係する処理
を実行することができない、という事態の発生を防止することができる。
【００５３】
　また、情報処理装置１００は、デフォルトデバイスが設定されている場合（Ｓ７０３：
ＹＥＳ）には、デフォルトデバイスに設定されているデバイスの情報のみが表示される（
Ｓ７０４）。すなわち、デフォルトデバイスに設定されているデバイスが、デフォルトデ
バイスに設定されているデバイス以外のデバイスに比して、優先的に表示手段１０２に表
示される。これにより、Ｓ７０８で設定されたデフォルトデバイス、すなわち、ユーザが
最後に使用したデバイスを、より選択しやすくすることが可能となる。
【００５４】
　また、情報処理装置１００は、指定用途に対応するデバイス一覧を表示する際に（Ｓ７
０６）、指定用途に関係する処理の実行に必要な機能を備えているデバイスの情報のみを
表示する。すなわち、指定用途を実行可能なデバイスが、指定用途を実行不可なデバイス
に比して優先的に表示手段１０２に表示される。これにより、指定用途に適したデバイス
を、より選択しやすくすることが可能となる。
【００５５】
　また、情報処理装置１００は、「写真印刷」の非指定用途に対応付けて新規登録デバイ
スを記憶する際に（Ｓ７１１、Ｓ７１２）、新規登録デバイスがカラーレーザープリンタ
の場合（Ｓ１２０３：Ｙ）には、ユーザの許可がある場合（Ｓ１２０４：Ｙ）のみ、登録
処理（Ｓ１２０５）を実行する。これは、「写真印刷」用途に使用するデバイスは、コス
トや仕上がりの観点から、インクジェットプリンタの方がカラーレーザープリンタよりも
好ましい場合が多いためである。より具体的には、カラーレーザープリンタは、光沢紙に
対する印刷処理が行えない場合が多いため、「写真印刷」用途に使用するデバイスは、光
沢紙に対する印刷処理が可能なインクジェットプリンタの方が好ましい。これにより、登
録処理において、ユーザの意図を反映させることが可能となる。
【００５６】
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　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、デバイスが実行する処理において扱われるデータが指定された状態
で、プリント＆スキャンアプリケーション１２１を起動させることができる形態である。
なお、ネットワーク１０や情報処理装置１００の構成は、第１の実施形態と同様である。
【００５７】
　図９Ａおよび図９Ｂのフローを用いて、プリント＆スキャンアプリケーション１２１の
起動について説明する。ユーザが、ブラウザアプリケーション１２２または写真ビューワ
ーアプリケーション１２３に対応するアプリケーションアイコンにタッチすると、ブラウ
ザアプリケーション１２２または写真ビューワーアプリケーション１２３が実行されると
、図９Ａのフローが開始される。ブラウザアプリケーション１２２の実行時には、ＣＰＵ
１０６は、表示手段１０２にユーザから指定されたウェブページを表示させる。また写真
ビューワーアプリケーション１２３の実行時には、ＣＰＵ１０６は、画像データを表示手
段１０２に表示させる。そして、Ｓ１６０１においてＣＰＵ１０６は、プリント＆スキャ
ンアプリケーション１２１の起動指示を受け付けるための起動アイコンを、表示手段１０
２に表示させる。
【００５８】
　Ｓ１６０３において、ＣＰＵ１０６は、プリント＆スキャンアプリケーション１２１の
起動指示が入力されたか否かを判断する。起動指示が入力されていない場合（Ｓ１６０３
：Ｎ）には、Ｓ１６０３へ戻り判断を繰り返す。一方、起動指示が入力された場合（Ｓ１
６０３：Ｙ）にはＳ１６０５へ進み、ＣＰＵ１０６は、プリント＆スキャンアプリケーシ
ョン１２１を起動する。
【００５９】
　表示手段１０２にウェブページを表示させている状態で起動指示を受け付けた場合には
、Ｓ１６０５においてＣＰＵ１０６は、表示させていたウェブページのＵＲＬを、ブラウ
ザアプリケーション１２２が使用するＲＡＭ１０８上のメモリ領域から読み出す。そして
、読み出したＵＲＬを、プリント＆スキャンアプリケーション１２１が使用するＲＡＭ１
０８上のメモリ領域へコピーする。一方、表示手段１０２に画像データを表示させている
状態で起動指示を受け付けた場合には、Ｓ１６０５においてＣＰＵ１０６は、表示させて
いた画像データの絶対パスを含む所在情報を、写真ビューワーアプリケーション１２３が
使用するＲＡＭ１０８上のメモリ領域から読み出す。そして、読み出した画像データの所
在情報を、プリント＆スキャンアプリケーション１２１が使用するＲＡＭ１０８上のメモ
リ領域へコピーする。
【００６０】
　Ｓ１６０５においてプリント＆スキャンアプリケーション１２１が起動されると、図９
Ｂのフローが開始される。Ｓ１６０７において、ＣＰＵ１０６は、プリント＆スキャンア
プリケーション１２１が使用するメモリ領域にコピーされた情報が、画像データの所在情
報とＵＲＬとのどちらであるかを判断する。コピーされた情報がＵＲＬである場合（Ｓ１
６０７：ＵＲＬ）には、Ｓ１６０９へ進み、ＵＲＬに基づいてウェブデータを取得する。
そして、取得したウェブページを表示手段１０２に表示させ、表示させたウェブページを
印刷対象として指示するアイコンを、表示手段１０２に表示させる。一方、コピーされた
情報が所在情報である場合（Ｓ１６０７：所在情報）には、Ｓ１６１１へ進み、画像デー
タのサムネイルを表示手段１０２に一覧表示させる。
【００６１】
　なお、その後の処理は、第１の実施形態で説明した、図２および図３のＳ７０２～Ｓ７
１２の処理と同様であるので、詳細な記載を省略する。
【００６２】
　以上説明した、第２実施形態の説明例に係る情報処理装置１００の効果を説明する。第
２の実施形態では、情報処理装置１００は、各アプリケーション（ブラウザアプリケーシ
ョン、写真ビューワーアプリケーション）によって扱われるデータが指定された状態で、
プリント＆スキャンアプリケーション１２１を起動させることができる。すなわち、情報
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処理装置１００は、ウェブページまたは画像データが表示手段１０２に表示された状態で
、プリント＆スキャンアプリケーション１２１の起動指示を受け付ける。よって、プリン
ト＆スキャンアプリケーション１２１が起動してから用途を指定する操作（例えば、第１
実施形態のＳ６０１）を不要とすることができるため、ユーザの利便性をさらに高めるこ
とができる。
【００６３】
（変形例）
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。以下に変形例を説明する。
【００６４】
　テーブルＴＢ１は、用途の種類ごとに記憶領域を備えるとしたが、この形態に限られな
い。例えば、データ種類（画像データ、ＵＲＬ、文書データ）ごとに記憶領域を備えても
よい。具体的には、データの拡張子またはデータのヘッダに含まれる属性情報に基づいて
、データ種類が判断されればよい。この場合、情報処理装置１００は、データ種類を指定
すると、指定されたデータ種類に対応するデバイス一覧を表示手段１０２に表示させるこ
とができる（Ｓ７０６）。
【００６５】
　また、用途の種類は、写真印刷、Ｗｅｂ印刷、スキャン等に限られない。例えば、情報
処理装置１００が、文書データの印刷指示を印刷機能を有するデバイスへ送信し、デバイ
スに印刷を実行させる、「文書印刷」の用途なども存在する。
【００６６】
　機能情報６０４は、デバイスが実行できる機能を直接的に示す情報（印刷機能情報６０
５、スキャン機能情報６０６、コピー機能情報６０７など）に限られない。デバイスの名
称や型番など、機能を間接的に示す情報でもよい。この場合、情報処理装置１００は、名
称や型番と機能との対応を記憶するテーブルを記憶部１０９に記憶していれば、デバイス
が実行できる機能を名称や型番を用いて識別することができる。
【００６７】
　第１、第２の実施形態では、情報処理装置１００が、ネットワークに接続されたデバイ
スへ、デバイスの型番と機能情報とを返信するよう要求し、その要求に応じてデバイスか
ら返信される型番と、機能情報とを受信する構成であった。しかし、情報処理装置１００
がプリント＆スキャンアプリケーション１２１を実行することで使用することができるデ
バイスごとの型番と、機能情報とが、予めプリント＆スキャンアプリケーション１２１に
対応付けてプログラミングされている構成としてもよい。その場合、例えば図３のＳ７０
７ａは、次のような構成になる。無線通信Ｉ／Ｆ１０５は、ネットワークに接続されたデ
バイスから型番を受信する。ＣＰＵ１０６は、プリント＆スキャンアプリケーション１２
１にプログラミングされている型番と、無線通信Ｉ／Ｆ１０５で受信された型番とを比較
し、一致した型番を抽出する。そしてＣＰＵ１０６は、抽出した型番のデバイスの機能情
報を、プリント＆スキャンアプリケーション１２１から読み出す。そして、ＣＰＵ１０６
は、抽出した型番に対応する機能情報６０４と、ネットワークに接続されたデバイスの型
番６０１と、ネットワークに接続されたデバイスのＩＰアドレス６０２とを対応付けて、
テーブルＴＢ１に記憶させる。これにより、第１の実施形態と同様の情報（図７）を、テ
ーブルＴＢ１に記憶させることができる。また、型番６０１に比べて情報量の大きい機能
情報６０４を取得するために、情報処理装置１００はデバイスとの通信を不要とすること
ができ、処理時間の短縮化や、ネットワーク負担の軽減などを図ることが可能となる。
【００６８】
　図２および図３において、指定用途に最も適したデバイスを、ＣＰＵ１０６が自動で選
択し、デフォルトデバイスとして記憶させる構成としてもよい。この場合、Ｓ７０６、Ｓ
７０７およびＳ７０７ａに代えて、次のような構成にすればよい。ＣＰＵ１０６は、無線
通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、情報処理装置１００が接続しているネットワーク１０に、
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デバイスの型番と機能情報とを返信するようデバイスに要求するパケットをブロードキャ
ストさせる。すると、ネットワーク１０に接続されている各デバイスから返信がある。Ｃ
ＰＵ１０６は、デバイスから返信されるデバイスの型番と機能情報とを、無線通信Ｉ／Ｆ
１０５に受信させる。『そして、ＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信させたデ
バイスの型番と機能情報とに基づき、ネットワークを介して接続されているデバイスの中
から、指定用途に最も適したデバイスを一台選択する。Ｓ７０８以降は、第１の実施形態
と同様の構成とすればよい。例えば、指定用途が「写真印刷」である場合に、指定用途に
最も適したデバイスの条件としては、カラーのインクジェット印刷機能を有するデバイス
や、写真用の記録紙が使用できるデバイスなどが挙げられる。また指定用途が「スキャン
」である場合に、指定用途に最も適したデバイスの条件としては、スキャン解像度が最も
高いデバイスや、カラースキャンが使用できるデバイスなどが挙げられる。この場合、各
指定用途に対応付けて最も適したデバイスの条件を記憶部１０９に記憶されていればよい
。
【００６９】
　また、ユーザが指定したデバイスを、デフォルトデバイスとして記憶させる構成として
もよい。この場合、図２および図３のフローおいて、デフォルトデバイスの設定のみが実
行されてもよい。具体的には、Ｓ７０８においてデフォルトデバイスの設定が完了した次
に、Ｓ７１０ａ～Ｓ７１２のステップを実行すればよい。Ｓ７１２の実行後、ＣＰＵ１０
６は、指定用途の実行指示を待ち受け（Ｓ７０９）、実行指示が入力されると、指定用途
の実行指示を送信してもよい（Ｓ７１０）。
【００７０】
　非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを記憶するか否かの判断は、Ｓ１００１ａ、
Ｓ１１０２、Ｓ１２０１ａで説明した構成に限られない。例えば、デバイスが印刷機能と
してカラー印刷機能を備えるときだけ登録処理を実行してもよい。また、デバイスがスキ
ャン機能についてしきい値以上の解像度を有するときだけ登録処理を実行してもよい。ま
た、非指定用途に対応付けて新規登録デバイスを登録してよいか否かをユーザに問い合わ
せ、ユーザが許可したときのみ登録処理を実行する構成を加えてもよい。デバイスがカラ
ー印刷機能を備えるときだけ、登録処理を実行させるようにするには、Ｓ１００１ａやＳ
１２０１ａにおいて、新規登録デバイスがカラーの印刷機能を備えるか否かを判断すれば
よい。スキャン機能の解像度がしきい値以上のときだけ、登録処理を実行させるには、図
５のＳ１１０２とＳ１１０３との間に、スキャンの解像度が所定の値以上か否かをＣＰＵ
１０６が判断する構成を加えればよい。そして、所定の値以上であるときはＳ１１０３へ
進み、所定の値未満であるときは、図５のフローを終了すればよい。尚この場合、スキャ
ン機能の解像度は、図３のＳ７０７ａにおいて、スキャン機能情報６０６に関する情報と
して取得すればよい。
【００７１】
　第１の実施形態において、図３のＳ７０７で新規登録されたデバイス以外のデバイスの
ＩＰアドレスが、Ｓ７１１およびＳ７１２において、非指定用途に対応付けて記憶される
ことはなかった。例えば図３のＳ７０７で、カラーレーザープリンタ４００を選択するデ
バイス指定操作が実行された場合、Ｓ７１１またはＳ７１２において、スキャナ３００の
ＩＰアドレスはテーブルＴＢ１に記憶されなかった。しかし、Ｓ７１１およびＳ７１２に
おいて、Ｓ７０７で新規登録されたデバイス以外のデバイスのＩＰアドレスも、テーブル
ＴＢ１に記憶させることができる構成としてもよい。この場合、図５に代えて実行される
処理を、図１０を用いて説明する。
【００７２】
　図１０のＳ１１０１ないしＳ１１０３の動作は、図５のＳ１１０１ないしＳ１１０３の
動作と同様である。Ｓ１１０２において、ＣＰＵ１０６が、新規登録デバイスがスキャン
機能を備えないと判断する場合（Ｓ１１０２：ＮＯ）には、Ｓ１７０６へ進む。
【００７３】
　Ｓ１７０６においてＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、情報処理装置
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１００が接続しているネットワーク１０に、デバイスの型番６０１と機能情報６０４とを
返信するようデバイスに要求するパケットをブロードキャストさせる。そして、ネットワ
ーク１０を介して接続されているデバイスの型番の中から、スキャン機能を有するデバイ
スの型番を抽出する。そしてＣＰＵ１０６は、抽出したデバイスの型番の一覧表示を表示
手段１０２に実行させる。次いで、Ｓ１７０７へ進む。Ｓ１７０７において、ＣＰＵ１０
６は、表示されている型番６０１等を選択する操作（デバイス指定操作）を、タッチパネ
ル１０３が受け付けたか否かを判断する。ＣＰＵ１０６が、選択を受け付けていないと判
断した場合は（Ｓ１７０７：ＮＯ）Ｓ１７０７へ戻り判断を繰り返し、デバイスの選択を
受け付けたと判断した場合は（Ｓ１７０７：ＹＥＳ）、Ｓ１７０８へ進む。Ｓ１７０８に
おいて、ＣＰＵ１０６は、選択されたデバイスのＩＰアドレス、型番６０１および機能情
報６０４を、テーブルＴＢ１のスキャン６１３の記憶領域にも記憶させる。そしてフロー
を終了する。
【００７４】
　さらに、図１０のＳ１７０６～Ｓ１７０８に代えて、ネットワークを介して接続されて
いるデバイスの中から、スキャンに最も適したデバイスを一台選択する構成としてもよい
。例えば、ＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、情報処理装置１００が接
続しているネットワーク１０に、デバイスの型番６０１と機能情報６０４とを返信するよ
うデバイスに要求するパケットをブロードキャストさせる。そして、返信された機能情報
６０４に基づいて、ネットワーク１０を介して接続されているデバイスの中から、スキャ
ン解像度が最も高いデバイスを自動的に選択するようにしてもよい。
【００７５】
　図２のＳ７０１、Ｓ７０２の処理は、情報処理装置１００に予めインストールされてい
るオペレーティングシステム１２４または他のアプリケーションプログラムに従い、ＣＰ
Ｕ１０６が実行する構成としてもよい。その場合Ｓ７０２において、ＣＰＵ１０６は、オ
ペレーティングシステム１２４または他のアプリケーションプログラムに従って処理を実
行する際に参照しているＲＡＭ１０８のメモリ領域に記憶されている画像データの所在情
報を、プリント＆スキャンアプリケーション１２１を実行する際に使用するＲＡＭ１０８
のメモリ領域にコピーする。Ｓ７０３以降は、ＣＰＵ１０６は第１の実施形態と同様の処
理を実行する。
【００７６】
　Ｓ１００１、Ｓ１１０１、Ｓ１２０１において、デバイスの新規登録時（Ｓ７０７）に
入力されたＩＰアドレスが、テーブルＴＢ１の指定用途の記憶領域に既に記憶されている
か否かを判断する方法は、記憶されているＩＰアドレスを無効とする無効ビットが設定さ
れているか否かによって判断する構成としてもよい。無効ビットは、記憶部１０９のＩＰ
アドレスを記憶する領域の一部（先頭であることが多い）に記憶される。さらに、無効ビ
ットの代わりに、識別情報の無効を示すフラグは、テーブルＴＢ１のＩＰアドレス６０２
を記憶する領域とは別の領域に記憶され、このフラグによって、ＩＰアドレスがテーブル
ＴＢ１の指定用途の記憶領域に既に記憶されているか否かを判断する構成としてもよい。
【００７７】
　Ｓ１００２、Ｓ１１０３、Ｓ１２０５において、ＣＰＵ１０６が、新規登録デバイスの
ＩＰアドレス、型番６０１および機能情報６０４を、非指定用途の記憶領域にもコピーす
るときは、データそのものを記憶させる形態に限られない。テーブルＴＢ１において、コ
ピー元のデータを参照する旨のポインタ情報を記憶させても良い。
【００７８】
　図３のＳ７０７において、新規登録デバイスのＩＰアドレスを複数入力する構成として
もよい。その場合、Ｓ７０７～Ｓ７０９は次のようになる。Ｓ７０７において、ＣＰＵ１
０６がＩＰアドレスが複数入力されたと判断した場合は（Ｓ７０７：ＹＥＳ）、Ｓ７０７
ａへ進む。Ｓ７０７ａにおいてＣＰＵ１０６は、Ｓ７０７で入力された複数のＩＰアドレ
スを、指定用途に対応付けてテーブルＴＢ１に記憶させる。そして、ＣＰＵ１０６はＳ７
０８を実行しない。Ｓ７０８ａにおいてＣＰＵ１０６は、Ｓ７０７で入力された複数のＩ
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Ｐアドレスに対応する複数のデバイスのすべての型番を表示する。次いでＳ７０９へ進む
。この場合、複数のデバイスの型番を取得するために、情報処理装置１００が、Ｓ７０８
ａにおいて、無線通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、ネットワーク１０に接続しているデバイ
スの型番６０１を返信するようデバイスに要求するパケットをブロードキャストさせる。
そして、ＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信させたデバイスのＩＰアドレス６
０２のうち、入力されたＩＰアドレスと一致するＩＰアドレス６０２と、そのＩＰアドレ
スを含むパケットに含まれるデバイスの型番６０１と、機能情報６０４とを指定用途に対
応付けて、テーブルＴＢ１に記憶させる。
【００７９】
　Ｓ７０９で、ＣＰＵ１０６は指定用途の実行指示を受け付けたか否かを判断する。具体
的には、ＣＰＵ１０６は、デバイスの型番が表示されている部位がユーザによりタッチさ
れたか否かを判断する。そして、型番が表示されている部位がタッチされると（Ｓ７０９
：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０６はタッチされた部位に表示されていた型番のデバイスが選択さ
れたと判断する。そして、選択された型番のデバイスを、デフォルトデバイスに設定する
。以降は、第１の実施形態と同様である。
【００８０】
　図３のＳ７１０において、無線通信Ｉ／Ｆ１０５が指定用途の実行指示の送信を失敗し
た場合は、次のようにしてもよい。無線通信Ｉ／Ｆが実行指示の送信を失敗したとＣＰＵ
１０６が判断すると、ＣＰＵ１０６は、エラー画面を表示手段１０２に表示させる。エラ
ー画面には、ＯＫアイコンが表示されている。ＣＰＵ１０６は、表示手段１０２のＯＫア
イコンが表示されている部位がタッチされたと判断すると、Ｓ７０４へ進む。このように
すれば、ユーザは、Ｓ７０５でデフォルトデバイスの再設定を要求することが可能となる
。また、ＣＰＵ１０６が、エラー画面のＯＫアイコンが表示されている部位がタッチされ
たと判断した後、実行指示の送信を失敗した対象のデバイスについて、デフォルトデバイ
スフラグ７０８を無効化してもよい。また、無効化に続けて、Ｓ７０６に進んでもよい。
【００８１】
　図１に示した入力Ｉ／Ｆ１０４は一つであるが、複数設けてもよい。その場合、第１、
第２の実施形態では、タッチパネル１０３からユーザによる入力を受け付けていたが、複
数設けた入力Ｉ／Ｆ１０４から受け付ける構成としてもよい。さらに、タッチパネル１０
３と、入力Ｉ／Ｆ１０４とを、併用する構成としてもよい。
【００８２】
　情報処理装置１００と接続されるデバイスは、図１に示したインクジェットＭＦＰ２０
０、スキャナ３００、カラーレーザープリンタ４００に限定されず、印刷機能、スキャナ
機能の少なくともいずれかを備えていればよい。
【００８３】
　アクセスポイント５００とデバイスとの間の通信は、無線または有線のどちらで行って
もよい。また、情報処理装置１００とデバイスとは、アクセスポイント５００を介さず直
接通信を行ってもよい。その際、情報処理装置１００とデバイスとは、有線または無線の
どちらで通信を行ってもよい。
【００８４】
　図３のＳ７０７ａにおいて、情報処理装置１００が受信するデバイスの型番６０１と機
能情報６０４とは、カラー印刷機能を有するデバイスの型番及び機能情報のみとする構成
としてもよい。具体的にはＣＰＵ１０６は、無線通信Ｉ／Ｆ１０５を制御して、情報処理
装置１００が接続しているネットワークに、カラー印刷機能を有するデバイスの型番６０
１と、機能情報６０４とを返信するよう要求するパケットをブロードキャストさせる。す
ると、ネットワークに接続したデバイスのうち、カラー印刷機能を有するもののみから返
信がある。無線通信Ｉ／Ｆ１０５は、デバイスから返信されるデバイスの型番６０１と、
機能情報６０４とを受信する。そして、ＣＰＵ１０６は無線通信Ｉ／Ｆ１０５に受信され
たデバイスのＩＰアドレス６０２のうち、ＩＰアドレス入力操作により入力されたＩＰア
ドレスに一致するＩＰアドレス６０２と、そのＩＰアドレスを含むパケットに含まれるデ
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バイスの型番６０１と、機能情報６０４とを、テーブルＴＢ１に記憶させる。ＣＰＵ１０
６は、テーブルＴＢ１に記憶させたすべてのデバイスの型番６０１の一覧表示を、表示手
段１０２に表示させる。
【００８５】
　図３のＳ７０７ａにおいて、入力されたＩＰアドレス等をテーブルＴＢ１に記憶させる
トリガは、様々な態様であってもよい。例えば、入力されたＩＰアドレスにより特定され
るデバイスとの接続が可能であることを改めて確認できた場合に、テーブルＴＢ１に記憶
させる形態であってもよい。これにより、確実に通信することが可能なデバイスのみを、
テーブルＴＢ１に記憶させることができる。
【００８６】
　図３のＳ７０７ａにおいて、ＣＰＵ１０６は、Ｓ７０７で入力されたＩＰアドレスが、
テーブルＴＢ１の指定用途の記憶領域に既に記憶されているか否かを判断するとしてもよ
い。そして、既に記憶されている場合には、入力されたＩＰアドレスをテーブルＴＢ１に
記憶させない。これにより、１つの指定用途に対して、同一のＩＰアドレスが複数登録さ
れてしまう事態を防止できる。
【００８７】
　図３のＳ７０７ａにおいて、型番６０１や機能情報６０４を受信する方法は様々な態様
であってよい。例えば、テーブルＴＢ１に記憶させるＩＰアドレスをあて先にして、デバ
イスの型番６０１と機能情報６０４とを返信するようデバイスに要求するパケットを送信
する形態であってもよい。
【００８８】
　図３のＳ７１０ａの判断は、省略してもよい。この場合、Ｓ７０７で受け付けられた操
作がデバイス指定操作である場合（Ｓ７０７：デバイス指定）においても、Ｓ７１０の後
にＳ７１１を実行することになる。
【００８９】
　プリント＆スキャンアプリケーション１２１が備えるデバイスの型番と、ネットワーク
に接続されたデバイスの型番とは、必ずしも全てが一致する必要はなく、ＣＰＵ１０６は
部分一致した型番も抽出する構成としてもよい。例えば、プリント＆スキャンアプリケー
ション１２１が備えるデバイスの型番が"Ｉｎｋ－ＭＦＰ３３１"で、ネットワークに接続
されたデバイスの型番が"Ｉｎｋ－ＭＦＰ４３１"である場合などである。この２台は型番
に、"Ｉｎｋ－ＭＦＰ"を有するため、同じシリーズであることが分かる。そこで"Ｉｎｋ
－ＭＦＰ４３１"のデバイスも、インクジェットカラー印刷、スキャン機能、コピー機能
を備えることが予想される。そのため"Ｉｎｋ－ＭＦＰ４３１"のデバイスを、プリント＆
スキャンアプリケーション１２１が備える型番"Ｉｎｋ－ＭＦＰ３３１"のデバイスと同等
のデバイスとして抽出することができる。
【００９０】
　型番は、デバイスを区別することができるものであれば、どのようなものでもよく、例
えば、番号を含まないもの、記号だけで構成されるものでもよい。また、デバイス名など
のデバイスを区別することができる名称を、型番の代わりに用いてもよい。
【００９１】
　図２のＳ７０６において、第１の実施形態では、ＣＰＵ１０６は、指定用途に関係する
処理の実行に必要な機能を備えているデバイスの型番のみを表示手段１０２に表示させる
としたが、この形態に限られない。例えば、指定用途に関係する処理の実行に必要な機能
を備えているデバイスの型番のうち、カラー印刷機能を備えるデバイスの型番のみ、また
は、カラーのインクジェット印刷機能を備えるデバイスの型番のみを表示する形態であっ
てもよい。
【００９２】
　図２のＳ７０６において、表示手段１０２に表示されるデバイスは、テーブルＴＢ１に
おいて指定用途と一致する用途の記憶領域に記憶されているデバイスに限定されない。例
えば、ネットワーク１０上から検索されたデバイスが表示手段１０２に表示される態様で
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あってもよい。この場合ＣＰＵ１０６は、ネットワーク１０に、デバイスの各種情報を返
信するようデバイスに要求するパケットをブロードキャストすればよい。そして、ＣＰＵ
１０６は、返信された各種情報に基づいて、指定用途に適したデバイスかどうか判別し、
指定用途に適したデバイスのみを表示してもよい。また、指定用途に適したデバイスかど
うか判別せず、各種情報を返信してきたデバイスの一覧を表示手段１０２に表示するとし
てもよい。この場合、各種情報を返信してきたデバイスの一覧のうち、ユーザに指定用途
に適したデバイスを選択してもらい、Ｓ７０７においてＣＰＵ１０６は、このデバイスの
選択操作を、デバイス指定操作として、タッチパネル１０３が受け付けたか否かを判断す
ればよい。
【００９３】
　図２のＳ７０６において、ＣＰＵ１０６は、デフォルトデバイスの情報を表示手段１０
２に表示させないとする形態であってもよい。これにより、すでにデフォルトデバイスに
設定されているデバイスを再度デフォルトデバイスとして選択してしまう事態などを防止
することができる。
【００９４】
　図２のＳ７０６において、指定用途を実行可能なデバイスが、指定用途を実行不可なデ
バイスに比して優先的に表示手段１０２に表示される形態は、指定用途に関係する処理の
実行に必要な機能を備えているデバイスのデバイス情報のみが、表示手段１０２に表示さ
れる形態に限定されず、指定用途を実行可能なデバイスが指定用途を実行不可なデバイス
に対して区別可能に表示される形態であればよい。例えば、指定用途の実行可否に関わら
ず、テーブルＴＢ１に記憶されている全てのデバイス情報が表示手段１０２に表示され、
そのうち指定用途に関係する処理の実行に必要な機能を備えているデバイスのデバイス情
報にのみ所定のアイコンが表示されるようにしてもよい。
【００９５】
　デバイスを識別する情報はＩＰアドレスに限られず、ＵＲＬやＭＡＣアドレスを用いる
構成としてもよい。ＭＡＣアドレスを用いる構成の場合、情報処理装置１００からデバイ
スへは、デバイスのＭＡＣアドレスが送信先アドレスとして、情報処理装置１００のＭＡ
Ｃアドレスが送信元アドレスとして、含まれるＭＡＣフレームが、送信されることになる
。また、ＵＲＬを用いる構成の場合、ＣＰＵ１０６は、対応するＩＰアドレスを取得して
、取得したＩＰアドレスをデバイスとの通信に用いればよい。
【００９６】
　情報処理装置は、ＳＤカードなどの外部メモリを接続可能な構成としてもよい。そして
、記憶部１０９に代えて、外部メモリへ各種データを記憶する構成としてもよい。
【００９７】
　図２のＳ６０１において、ＣＰＵ１０６は、用途指定操作として、「写真印刷」、「ウ
ェブ印刷」、「スキャン」の３種類の用途のうち、複数の用途の指定を受け付けてもよい
。例えば、ＣＰＵ１０６が「写真印刷」および「ウェブ印刷」の用途の指定を受け付けた
場合、図２のＳ７０６においてＣＰＵ１０６は、テーブルＴＢ１における「写真印刷」ま
たは「ウェブ印刷」の記憶領域に記憶されている型番６０１およびＩＰアドレス６０２が
、表示手段１０２に表示されてもよい。また、テーブルＴＢ１における「写真印刷」およ
び「ウェブ印刷」の記憶領域に共に記憶されている型番６０１およびＩＰアドレス６０２
のみが、表示手段１０２に表示されてもよい。また、この場合、図２のＳ７０７ａにおい
てＣＰＵ１０６は、ＩＰアドレス入力操作によって入力されたＩＰアドレスを、「写真印
刷」および「ウェブ印刷」にそれぞれ対応付けてテーブルＴＢ１に記憶させればよい。
【００９８】
　図３のＳ７０７におけるＩＰアドレス入力操作は、新規登録デバイスのＩＰアドレスの
代わりに、新規登録デバイスの型番、ＭＡＣアドレス、または、シリアルナンバー等の情
報を入力する操作であってもよい。
【００９９】
　用途の種類またはデータ種類は属性の種類の一例である。ＩＰアドレスは識別情報の一
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例である。プリント＆スキャンアプリケーション１２１は情報処理プログラムの一例であ
る。Ｓ６０１を実行するＣＰＵ１０６は属性指定操作の一例である。Ｓ７０７を実行する
ＣＰＵ１０６は識別情報特定操作の一例である。インクジェットＭＦＰ２００、スキャナ
３００、カラーレーザープリンタ４００はデバイスの一例である。少なくともＳ６０１、
Ｓ７０７及びＳ７１０の処理を実行するＣＰＵ１０６は第１通信制御手段、第１通信手段
、第１通信制御ステップの一例である。Ｓ７０７ａに到る処理を実行するＣＰＵ１０６は
、第１記憶制御手段、第１記憶制御ステップの一例である。Ｓ７１１、Ｓ７１２に到る処
理を実行するＣＰＵ１０６は第２記憶制御手段、第２記憶制御ステップの一例である。タ
ッチパネル１０３は操作部の一例である。ＩＰアドレス、型番は識別情報画像の一例であ
る。Ｓ７０６に到る処理を実行するＣＰＵ１０６は表示制御手段、表示手段、表示制御ス
テップの一例である。Ｓ７０７を実行するＣＰＵ１０６は画像指定操作の一例である。少
なくともＳ７０９及びＳ７１０の処理を実行するＣＰＵ１０６は第２通信制御手段、第２
通信手段、第２通信制御ステップの一例である。
【０１００】
　Ｓ１００１、Ｓ１１０１、Ｓ１２０１がＹＥＳの場合は、識別情報特定操作が特定した
識別情報を、他の属性の種類に対応付けて記憶部がすでに記憶している場合の一例である
。Ｓ１００１ａ、Ｓ１１０２、Ｓ１２０１ａがＮＯの場合は、識別情報特定操作が特定し
た識別情報が識別するデバイスが、他の属性の種類に応じた処理の実行に必要な機能を備
えていない場合の一例である。Ｓ７０７ａに到る処理を実行するＣＰＵ１０６は、第３通
信制御手段の一例である。Ｓ１２０４の処理を実行するＣＰＵ１０６は許可受付手段の一
例である。Ｓ１００１ａ、Ｓ１１０２、Ｓ１２０１ａがＮＯの場合、または、Ｓ１２０２
およびＳ１２０３がＮＯの場合に図４～６のフローを終了させることは、所定の制限の一
例である。また、図６のＳ１２０４において、カラーレーザープリンタの新規登録デバイ
スを「写真印刷」の用途に対応付けて記憶させることを許可する入力操作を受け付けた場
合（Ｓ１２０４：ＹＥＳ）にのみ、新規登録デバイスを写真印刷６１１の記憶領域にも記
憶させることも、所定の制限の一例である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００：情報処理装置、１０２：表示手段、１０３：タッチパネル、１０５：無線通信
Ｉ／Ｆ、１０９：記憶部、１２１：プリント＆スキャンアプリケーション、２００：イン
クジェットＭＦＰ、３００：スキャナ、４００：カラーレーザープリンタ
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