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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の拠点がネットワークで接続され、各拠点はローカルネットワークに接続されてい
るプリンタを備え、複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接
続された端末からの印刷要求に対して印刷を実行するプリンタの選択を支援するプリンタ
選択支援装置において、
　複数の前記拠点のプリンタの認証を行うプリンタ認証手段と、
　前記プリンタ認証手段により認証されたプリンタとの間で暗号通信を行うプリンタ暗号
通信手段と、
　前記プリンタ認証手段により認証された複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と該プ
リンタの設置環境情報とを前記プリンタ暗号通信手段により受け付けて、対応付けて記憶
するプリンタ管理情報記憶手段と、
　複数の前記端末の認証を行う端末認証手段と、
　前記端末認証手段により認証された端末との間で暗号通信を行う端末暗号通信手段と、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接続された前記端末
認証手段により認証された端末から印刷の際に、前記ネットワークを介して、該端末の設
置環境情報を含むプリンタ候補抽出要求を前記端末暗号通信手段を介して受信する候補抽
出要求受信手段と、
　前記プリンタ管理情報記憶手段を参照して、該プリンタ管理情報記憶手段に記憶されて
いる複数のプリンタのうちから、前記候補抽出要求受信手段で受信した前記プリンタ候補
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抽出要求に含まれている前記端末の設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を
満たす設置環境情報を持つプリンタを１以上抽出するプリンタ抽出手段と、
　前記プリンタ抽出手段で抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境情報
を端末暗号通信手段を介して前記端末に送る抽出プリンタ情報送信手段と、
　前記端末から前記１以上のプリンタのいずれかに対する暗号通信の開始要求を受け付け
ると、前記端末と接続要求がなされたプリンタとの間の認証を行い、暗号通信を開始させ
る印刷通信確立手段と、
　を備えていることを特徴とするプリンタ選択支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプリンタ選択支援装置において、
　前記設置環境情報は、対象の地理上の位置を示す対象地理的位置情報と、対象が含まれ
るネットワークセグメントを識別するセグメント情報およびセグメント内のプリンタを識
別するセグメント内プリンタ識別情報と、のうち少なくとも何れか一方を含み、
　前記あらかじめ定められた条件は、
　前記設置環境情報が前記対象地理的位置情報を含み、前記セグメント情報及び前記セグ
メント内プリンタ識別情報を含まない場合には、前記端末からの距離が予め定められた距
離以内であることであり、
　前記設置環境情報が前記セグメント情報及び前記セグメント内プリンタ識別情報を含み
、前記対象地理的位置情報を含まない場合には、前記端末と同一セグメントに属すること
であり、
　前記設置環境情報が、前記対象地理的位置情報と、前記セグメント情報及び前記セグメ
ント内プリンタ識別情報と、の両方の情報を含む場合には、前記端末からの距離が予め定
められた距離以内であることと、前記端末と同一セグメントに属すること、のうち予め選
択された何れか一方である、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のプリンタ選択支援装置において、
　前記設置環境情報のうち、前記セグメント情報はサブネットマスク情報であり、前記セ
グメント内プリンタ識別情報はＩＰアドレスであり、
　前記あらかじめ定められた条件は、前記ＩＰアドレスに対してサブネットマスクをかけ
た結果、前記端末と同一セグメントに属すること、
　であることを特徴とするプリンタ選択支援装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のプリンタ選択支援装置において、
　前記設置環境情報のうち、前記対象地理的位置情報は無線ＬＡＮのアクセスポイント情
報であり、
　前記あらかじめ定められた条件は、前記端末が接続している無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントが設置されている場所にもっとも近い場所に設置されていること、
　であることを特徴とするプリンタ選択支援装置。
【請求項５】
　請求項２に記載のプリンタ選択支援装置において、
　前記設置環境情報のうち、前記対象地理的位置情報はあらかじめ地球位置測位の結果得
られた前記プリンタの座標情報であり、
　前記あらかじめ定められた条件は、前記端末の座標と略同一の高度であり、前記端末か
ら一定の距離に設置されていること、
　であることを特徴とするプリンタ選択支援装置。
【請求項６】
　ネットワークで相互に接続されている複数の拠点にはローカルネットワークが設けられ
、前記各拠点の前記ローカルネットワークのいずれかに、プリンタ、端末装置からの操作
を受け付けるサーバ装置、印刷するプリンタの選択を支援するプリンタ選択支援装置のそ
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れぞれが接続されているプリンタ選択支援システムにおいて、
　前記プリンタ選択支援装置は、
　複数の前記拠点のプリンタの認証を行うプリンタ認証手段と、
　前記プリンタ認証手段により認証されたプリンタとの間で暗号通信を行うプリンタ暗号
通信手段と、
　前記プリンタ認証手段により認証された複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と、前
記プリンタの設置環境情報と、を前記プリンタ暗号通信手段により受け付けて、対応付け
て記憶する管理情報記憶手段と、
　複数の前記サーバ装置の認証を行うサーバ装置認証手段と、
　前記サーバ装置認証手段により認証されたサーバ装置との間で暗号通信を行うサーバ装
置暗号通信手段と、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点の前記ローカルネットワークに接続された前記
サーバ装置認証手段により認証されたサーバ装置から印刷を行う際に、前記ネットワーク
を介して、前記サーバ装置に対する操作を指示する前記端末装置の設置環境情報を含むプ
リンタ候補抽出要求を前記サーバ装置暗号通信手段を介して受信する候補抽出要求受信手
段と、
　前記管理情報記憶手段を参照して、前記管理情報記憶手段に記憶されている複数のプリ
ンタのうちから、前記候補抽出要求受信手段で受信した前記候補抽出要求に含まれている
前記端末装置の設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を満たす設置環境情報
を持つプリンタを１以上抽出するプリンタ抽出手段と、
　前記プリンタ抽出手段で抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境情報
をサーバ装置暗号通信手段を介して前記サーバ装置に送るプリンタ情報送信手段と、
を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記プリンタ情報送信手段により送信された前記１以上のプリンタの識別情報及び前記
設置環境情報を前記プリンタ選択支援装置との間の暗号通信を介して受け取るプリンタ情
報受信手段と、
　前記プリンタ情報受信手段により受け取った前記設置環境情報を表示用の情報に加工す
る設置環境情報加工手段と、
を備える、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援システム。
【請求項７】
　請求項６に記載のプリンタ選択支援システムにおいて、
　前記設置環境情報は、対象の地理上の位置を示す対象地理的位置情報と、対象が含まれ
るネットワークセグメントを識別するセグメント情報およびセグメント内のプリンタを識
別するセグメント内プリンタ識別情報と、のうちの何れか一方を含み、
　前記あらかじめ定められた条件は、
　前記設置環境情報が前記対象地理的位置情報を含み、前記セグメント情報及び前記セグ
メント内プリンタ識別情報を含まない場合には、前記端末装置からの距離が予め定められ
た距離以内であることであり、
　前記設置環境情報が前記セグメント情報及び前記セグメント内プリンタ識別情報を含み
、前記対象地理的位置情報を含まない場合には、前記端末装置と同一セグメントに属する
ことであり、
　前記設置環境情報が、前記対象地理的位置情報と、前記セグメント情報及び前記セグメ
ント内プリンタ識別情報と、の両方の情報を含む場合には、前記端末装置からの距離が予
め定められた距離以内であることと、前記端末装置と同一セグメントに属すること、のう
ち予め選択された何れか一方である、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援システム。
【請求項８】
　請求項６に記載のプリンタ選択支援システムにおいて、
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　前記サーバ装置は、
　前記設置環境情報の中から選択入力された1のプリンタの識別情報を前記プリンタ選択
支援装置に送信する選択プリンタ送信手段と、
　前記選択入力された１のプリンタに印刷データを送信する出力データ送信手段と、
を備え、
　該プリンタ選択支援装置は、
　前記選択プリンタ送信手段により送信された前記選択入力された１のプリンタの識別情
報を受信する選択プリンタ受信手段と、
　前記選択入力された１のプリンタと前記サーバ装置の通信を開始させる通信斡旋手段と
、
を備える、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプリンタ選択支援システムにおいて、
　前記通信斡旋手段により開始される通信は、前記プリンタと前記サーバ装置とが行うエ
ンドトゥエンドの暗号化された通信である、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援システム。
【請求項１０】
　ネットワークで相互に接続されている複数の拠点にはローカルネットワークが設けられ
、前記各拠点の前記ローカルネットワークのいずれかに、プリンタ、端末装置からの操作
を受け付けるサーバ装置、プリンタ選択支援装置のそれぞれが接続され、該プリンタ選択
支援装置により印刷するプリンタの選択を支援するプリンタ選択支援方法において、
　該プリンタ選択支援装置はプロセッサを備え、該プロセッサは、
　複数の前記拠点のプリンタの認証を行うプリンタ認証ステップと、
　前記プリンタ認証ステップにより認証されたプリンタとの間で暗号通信を行うプリンタ
暗号通信ステップと、
　前記プリンタ認証ステップにより認証された複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と
、前記プリンタの設置環境情報、を前記プリンタ暗号通信手段により受け付けて、対応付
けてプリンタ管理情報として記憶装置に記憶させる管理情報記憶ステップと、
　複数の前記サーバ装置の認証を行うサーバ装置認証ステップと、
　前記サーバ装置認証ステップにより認証されたサーバ装置との間で暗号通信を行うサー
バ装置暗号通信ステップと、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接続された前記サー
バ装置認証手段により認証されたサーバ装置から印刷の際に前記ネットワークを介して、
前記サーバ装置に対する操作を指示する前記端末装置の設置環境情報を含むプリンタ候補
抽出要求を前記サーバ装置暗号通信ステップにおいて受信する候補抽出要求受信ステップ
と、
　前記記憶装置のプリンタ管理情報を参照して、複数のプリンタのうちから、前記候補抽
出要求受信ステップで受信した前記プリンタ候補抽出要求に含まれている前記端末装置の
設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を満たす設置環境情報を持つプリンタ
を１以上抽出するプリンタ抽出ステップと、
　前記プリンタ抽出ステップで抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境
情報をサーバ装置暗号通信ステップによって前記サーバ装置に送るプリンタ情報送信ステ
ップと、
　前記サーバ装置から前記１以上のプリンタのいずれかに対する暗号通信の開始要求を受
け付けると、前記サーバ装置と接続要求がなされたプリンタとの間の認証を行い、暗号通
信を開始させる印刷通信確立ステップと、
を実行し、
　前記サーバ装置は、プロセッサを備え、該プロセッサは、
　前記プリンタ情報送信ステップで送信された前記１以上のプリンタの識別情報及び前記



(5) JP 4870540 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

設置環境情報を前記プリンタ選択支援装置との間の暗号通信を介して受け取るプリンタ情
報受信ステップと、
　前記プリンタ情報受信ステップにより受け取った前記設置環境情報を表示用の情報に加
工する設置環境情報加工ステップと、
　選択された前記１以上のプリンタのいずれかに対する暗号通信の開始要求を前記プリン
タ選択支援装置へ送信する印刷通信確立要求ステップと、
　を実行することを特徴とするプリンタ選択支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して印刷を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般の企業や官公庁などにおいては、一般に、内部にＬＡＮ（Local Area Network）が
構築された複数の拠点が、相互にネットワークで接続されている。該拠点ＬＡＮには、ネ
ットワークを通じて印刷要求を受付けて、印刷を行うネットワーク対応プリンタが接続さ
れることが往々にしてある。
【０００３】
　特許文献１には、このような各拠点に配備されたプリンタを管理するサーバを使用して
、プリンタの効率的な利用を行うシステムについての発明が記載されている。該システム
においては、該拠点で印刷を行うプリンタを登録する際に、拠点内部のＬＡＮに接続され
たクライアント端末装置に対して以下のような設定の支援を行う。
【０００４】
　クライアント端末装置からプリンタ管理サーバに対して、該拠点で使用できるプリンタ
のリストを送信するよう要求する。
【０００５】
　プリンタ管理サーバがその拠点内に配備されたプリンタを検索し、プリンタの候補を作
り、プリンタの候補のＩＰ（Internet Protocol）アドレスをクライアント端末装置に送
信する。
【０００６】
　送信されたプリンタの候補のＩＰアドレスを見て、使用者が一つのプリンタを選択する
と、クライアント端末装置は、選択された候補のＩＰアドレスの情報を該プリンタ管理サ
ーバに送信する。
【０００７】
　プリンタ管理サーバは、選択されたプリンタを使用するのに必要なプリンタドライバと
その設定情報をクライアント端末装置に送信する。
【０００８】
　クライアント端末装置は、該プリンタドライバと設定情報を受け取ると、自端末にドラ
イバプログラムをインストールする。
【０００９】
　また、クライアント端末装置の電源切断時には、クライアント端末装置は上記にて自ら
にインストールしたドライバプログラムをアンインストールすることも記載されている。
【００１０】
　上記プリンタ管理サーバがプリンタを検索する際に使用する情報として、該クライアン
ト端末装置のＩＰアドレスを使用するとある。例えば、ＩＰアドレスがＤＨＣＰ（Dynami
c Host Configuration Protocol）により割り付けられる場合に、そのＩＰアドレスを割
り付ける範囲を規定するグループを規定しておき、そのグループに対応したプリンタリス
トを検索する例が記載されている。
【００１１】
　上記のＩＰアドレスやＤＨＣＰのグループを用いて、プリンタ管理サーバはクライアン
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ト端末装置の接続位置を推定し、プリンタを適切に選択することができる。
【００１２】
　上記発明により、例えば出張などの際、一時的に滞在する拠点で、該拠点のプリンタを
容易に設定し使用することができるようになる。
【００１３】
【特許文献１】特開２００６－４８２２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記特許文献１に記載の発明では、クライアント端末が接続されている拠点に応じて印
刷を行うプリンタの候補が提示されるので、使用者は容易に印刷を行うプリンタを設定で
きるようになる。
【００１５】
　しかしながら、該プリンタを設定するか否かの判断は使用者の意志によるところが大き
く、設定を行わないことを積極的に判断するか、もしくは設定するのを失念した場合には
、設定がなされないことになる。
【００１６】
　そのような場合には、印刷操作時にクライアント端末装置に元から設定してあるデフォ
ルトプリンタヘ印刷データが送信されることとなり、クライアント端末装置が接続してい
る拠点とは別の拠点のプリンタに出力されてしまうことがありうる。これは、機密情報の
漏洩につながる虞があるためにセキュリティ上好ましくない。
【００１７】
　本発明は、このような従来の問題点に着目してなされたもので、使用者の意志に関係な
く、印刷要求の都度、複数拠点にある多数のプリンタの中から、使用者の接続場所に応じ
た適切なプリンタの候補を抽出して、使用者に出力するプリンタを該候補から選択させる
方法をとることで、例えばうっかり印刷指示を行った場合であっても、適切なプリンタを
使って印刷できるように誘導する印刷システ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】
【００１８】
　上記課題を解決する手段は、
　複数の拠点がネットワークで接続され、各拠点はローカルネットワークに接続されてい
るプリンタを備え、複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接
続された端末からの印刷要求に対して印刷を実行するプリンタの選択を支援するプリンタ
選択支援装置において、
　複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と該プリンタの設置環境情報とが対応付けられ
て記憶されているプリンタ管理情報記憶手段と、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接続された端末から
印刷の際に、前記ネットワークを介して、該端末の設置環境情報を含むプリンタ候補抽出
要求を受信する候補抽出要求受信手段と、
　前記プリンタ管理情報記憶手段を参照して、該プリンタ管理情報記憶手段に記憶されて
いる複数のプリンタのうちから、前記受信手段で受信した前記プリンタ候補抽出要求に含
まれている前記端末の設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を満たす設置環
境情報を持つプリンタを１以上抽出するプリンタ抽出手段と、
　前記プリンタ抽出手段で抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境情報
を前記端末に送る抽出プリンタ情報送信手段と、
　を備えていることを特徴とするプリンタ選択支援装置
である。
【００１９】
　また、別の手段は、
　ネットワークで相互に接続されている複数の拠点にはローカルネットワークが設けられ
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、前記各拠点の前記ローカルネットワークのいずれかに、プリンタ、端末装置、印刷する
プリンタの選択を支援するプリンタ選択支援装置のそれぞれが接続されているプリンタ選
択支援システムにおいて、
　前記プリンタ選択支援装置は、
複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と、前記プリンタの設置環境情報とが対応付けら
れて記憶されている管理情報記憶手段と、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点の前記ローカルネットワークに接続された前記
端末装置から印刷を行う際に、前記ネットワークを介して、前記端末装置の設置環境情報
を含むプリンタ候補抽出要求を受信する抽出要求受信手段と、
　前記管理情報記憶手段を参照して、前記管理情報記憶手段に記憶されている複数のプリ
ンタのうちから、前記受信手段で受信した前記候補抽出要求に含まれている前記端末装置
の設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を満たす設置環境情報を持つプリン
タを１以上抽出するプリンタ抽出手段と、
　前記プリンタ抽出手段で抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境情報
を前記端末装置に送るプリンタ情報送信手段と、
を備え、
　前記端末装置は、
前記プリンタ情報送信手段により送信された前記１以上のプリンタの識別情報及び前記設
置環境情報を受け取るプリンタ情報受信手段と、
　前記プリンタ情報受信手段により受け取った前記設置環境情報を表示用の情報に加工す
る設置環境情報加工手段と、を備える、
　ことを特徴とするプリンタ選択支援システム
である。
【００２０】
　またさらに、方法としての手段は、
　ネットワークで相互に接続されている複数の拠点にはローカルネットワークが設けられ
、前記各拠点の前記ローカルネットワークのいずれかに、プリンタ、端末装置、プリンタ
選択支援装置のそれぞれが接続され、該プリンタ選択支援装置により印刷するプリンタの
選択を支援するプリンタ選択支援方法において、
　該プリンタ選択支援装置はプロセッサを備え、該プロセッサは、
　複数の前記拠点のプリンタ毎の識別情報と、前記プリンタの設置環境情報とが対応付け
られているプリンタ管理情報を記憶装置に記憶させる管理情報記憶ステップと、
　複数の前記拠点のうちのいずれかの拠点のローカルネットワークに接続された端末装置
から印刷の際に前記ネットワークを介して、該端末装置の設置環境情報を含むプリンタ候
補抽出要求を受信する抽出要求受信ステップと、
　前記記憶装置のプリンタ管理情報を参照して、複数のプリンタのうちから、前記プリン
タ候補抽出要求受信ステップで受信した前記プリンタ抽出要求に含まれている前記端末装
置の設置環境情報に対して、あらかじめ定められた条件を満たす設置環境情報を持つプリ
ンタを１以上抽出するプリンタ抽出ステップと、
　前記プリンタ抽出ステップで抽出された前記１以上のプリンタの識別情報及び設置環境
情報を前記端末装置に送るプリンタ情報送信ステップと、
を実行し、
　前記端末装置は、プロセッサを備え、該プロセッサは、
　前記プリンタ情報送信ステップで送信された前記１以上のプリンタの識別情報及び前記
設置環境情報を受け取るプリンタ情報受信ステップと、
　前記プリンタ情報受信ステップにより受け取った前記設置環境情報を表示用の情報に加
工する設置環境情報加工ステップと、
　を実行することを特徴とするプリンタ選択支援方法である。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明によれば、複数拠点に多数のプリンタが存在している場合であっても、端末装置
およびプリンタの位置情報を元に、端末装置の近くにあるプリンタの候補を抽出できるた
め、ユーザは安全に出力できる位置にあるプリンタの中からプリンタを選択することがで
きる。
【００２２】
　また、本発明によれば、候補となるプリンタの設置場所を、ユーザに表示することが可
能であるため、プリンタ位置を誤解して選択してしまう虞を少なくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本発明の第一の実施形態について、図１～図１５を用いて説明する。
【００２４】
　まず、本発明の第一の実施形態の構成について、図１～図６を用いて説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施の第一の実施形態である印刷システムの構成を示す図である。
【００２６】
　本実施形態では、サーバ設置拠点、および営業拠点である拠点１、拠点２、が存在する
ものとする。また、サーバ設置拠点、拠点１、拠点２は、各々施設内にそれぞれローカル
ネットワーク１８１,１８２,１８３を備える。さらに、ローカルネットワーク１８１,１
８２,１８３は、インターネットなどのネットワーク２００を通じて互いに接続されてい
る。また、図示しないが、ローカルネットワーク１８１,１８２,１８３と、ネットワーク
２００との接続点には、不正な通信が行われることを防ぐファイアウォールなどの装置を
備えている。
【００２７】
　サーバ設置拠点のローカルネットワーク１８１には、各通信端末間での通信を管理する
セッション管理装置１と、使用者毎のデスクトップ環境を提供するサーバ装置２と、が接
続されている。
【００２８】
　各拠点には、使用者が使用するクライアント端末装置３（クライアント端末装置３a,３
ｂを「クライアント端末装置３」と総称する）と、セキュアプリンタ４（セキュアプリン
タ４a,４ｂを「セキュアプリンタ４」と総称する）と、が配備され、各装置はローカルネ
ットワーク１８２,１８３にそれぞれ接続されている。
【００２９】
　セキュアプリンタ４は、プリンタ５（プリンタ５a,５ｂを「プリンタ５」と総称する）
と、プリンタ５に接続し、プリンタ５の通信に対してセキュア通信機能を提供するセキュ
ア通信装置６（セキュア通信装置６a,６ｂを「セキュア通信装置６」と総称する）を有し
て構成される。
【００３０】
　なお、クライアント端末装置３と、セキュアプリンタ１４と、サーバ装置２を、単に、
「通信端末」と呼ぶ。
【００３１】
　ここで、図２を用いて、プリンタ選択支援装置としての役割を果たすセッション管理装
置１を説明する。
【００３２】
　セッション管理装置１は、プロセッサ１０と、主記憶装置１１と、記憶装置１２と、装
置が接続されているローカルネットワーク１８１を介して、他装置または拠点ネットワー
ク１８１に接続された他の装置と通信を行うための通信インタフェース１４と、を有して
構成される。
【００３３】
　記憶装置１２は、プリンタの設置環境の情報を記憶するプリンタ管理領域１２１と、該
セッション管理装置１を通信端末が認証する場合に用いる、該セッション管理装置１の秘
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密鍵と公開鍵証明書を記憶する秘密鍵・証明書記憶領域１２２と、通信端末のアドレスを
記憶するアドレス記憶領域１２３と、を記憶している。
【００３４】
　プリンタ管理領域１２１は、図４に示すように、プリンタを識別するためのプリンタ識
別子を記憶するプリンタ識別子欄１３１、プリンタが設置されている環境情報として、例
えばＩＰアドレス欄１３３とサブネットマスク欄１３４、から構成される設置環境情報欄
１３２、設置場所欄１３５、を有して構成される。
【００３５】
　プロセッサ１０は、通信端末からのアドレス登録申請を受けてアドレスをアドレス記憶
領域１２３に登録したり、通信端末のアドレスを検索したりする、アドレス登録部１０１
と、通信端末－通信端末間の通信を暗号化するための暗号化鍵を生成して、通信端末へ配
布し、通信端末－通信端末間の暗号化通信路確立までの処理を行う通信確立部１０２と、
プリンタ検索要求を受け付けてプリンタを斡旋するプリンタ斡旋部１０３と、を備えてい
る。
【００３６】
　図３を用いて、サーバ装置２を説明する。
【００３７】
　サーバ装置２は、プロセッサ２０と、主記憶装置２１と、記憶装置２２と、通信インタ
フェース２４と、を有する。
【００３８】
　プロセッサ２０は、サーバ装置２のネットワーク上の位置を特定するアドレスをセッシ
ョン管理装置１に登録するためのアドレス登録依頼部２０１と、セッション管理装置１と
の通信処理を行い、また、通信先の通信端末との通信処理を行う通信確立部２０２と、適
切なプリンタの選択処理を支援する（印刷データを作成する役割も担う）プリンタ選択部
２０３と、ログインしてきたクライアント端末装置３に対して、その使用者に応じてデス
クトップ環境を提供するデスクトップ処理部２０４と、を有する。
【００３９】
　記憶装置２２は、サーバ装置２をセッション管理装置１が認証する際に用いるサーバ装
置２の秘密鍵と公開鍵証明書を記憶する秘密鍵・証明書記憶領域２２１と、通信を暗号化
するのに用いる暗号化鍵を記憶する暗号化鍵記憶領域２２２と、一度使用したプリンタの
情報を保持する登録プリンタ記憶領域２２３と、クライアント端末装置３のデスクトップ
環境を再現するためのデータであるデスクトップ環境再現領域２２４と、を記憶している
。
【００４０】
　クライアント端末装置３は、図５に示すように、パソコンなどの入出力機能を備えた情
報処理端末であって、該端末装置を通じて、使用者に応じたデータや作業環境（以降、あ
わせて、デスクトップ環境と呼ぶ）を使用者に提供するものである。
【００４１】
　クライアント端末装置３は、ネットワーク１８２、１８３を介して他の装置と通信を行
うためのネットワーク通信機能を備えており、サーバ装置２にログインすることで、サー
バ装置２が保持しているデスクトップ処理部２０４と情報を授受し、サーバ装置２が提供
するデスクトップ環境を利用できるようになる。
【００４２】
　クライアント端末装置３は、プロセッサ３０と、主記憶装置３１と、記憶装置３２と、
通信インタフェース３４と、を有する。
【００４３】
　プロセッサ３０は、クライアント端末装置３のネットワーク上の位置を特定するアドレ
スをセッション管理装置１に登録するためのアドレス登録依頼部３０１と、セッション管
理装置１との通信確立処理を行い、また、通信先の通信端末との通信処理を行う通信確立
部３０２と、サーバ装置２のデスクトップ処理部２０４と情報を授受し、使用者に表示さ
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せるデスクトップ処理部３０３と、を有する。
【００４４】
　記憶装置３２は、クライアント端末装置３をセッション管理装置１が認証する際に用い
るクライアント端末装置３の秘密鍵と公開鍵証明書を記憶する秘密鍵・証明書記憶領域３
２１と、通信を暗号化するのに用いる暗号化鍵を記憶する暗号化鍵記憶領域３２２と、を
記憶している。
【００４５】
　図６を用いて、セキュア通信装置６をさらに詳しく説明する。
【００４６】
　セキュア通信装置６は、プロセッサ６０と、記憶装置６２と、拠点ネットワーク１８２
を介して他の通信端末と通信を行うための通信インタフェース６４と、プリンタ４と通信
を行うための第二の通信インタフェース６５と、を有して構成される。
【００４７】
　プロセッサ６０は、当該セキュアプリンタ４のネットワーク上の位置を特定するアドレ
スを登録するためのアドレス登録依頼部６０１と、セッション管理装置１との通信処理を
行い、また、通信先の通信端末との通信処理を行う通信確立部６０２と、外部の通信端末
から出力依頼があった場合にそれを受け付ける出力依頼受付部６０３と、受け付けた出力
依頼を基にプリンタ５に出力依頼を行うプリンタ出力依頼部６０４と、を備える。
【００４８】
　記憶装置６２には、当該セキュアプリンタ４をセッション管理装置１が認証する際に用
いる当該セキュアプリンタ４の秘密鍵と公開鍵証明書を保持する秘密鍵・証明書記憶領域
６２１、通信を暗号化するのに用いる暗号化鍵を記憶する暗号化鍵記憶領域６２２と、当
該セキュアプリンタ４の設置環境情報と、設置場所を記憶する設置情報記憶領域６２３と
、が記憶されている。
【００４９】
　なお、セキュア通信装置６は、独立した装置としてではなく、プリンタ５に、セキュア
通信装置６と同等の装置を組み込んだものであってもよい。
【００５０】
　また、本実施形態では、セッション管理装置１と、サーバ装置２と、は、ローカルネッ
トワーク１８１に接続されているが、ローカルネットワーク１８１とは別の拠点のローカ
ルネットワーク１８２または１８３に接続する構成であっても良い。
【００５１】
　また、本実施例では、クライアント端末装置３は、デスクトップ環境をサーバ装置２か
ら提供され、サーバ装置２からデスクトップ環境を提供されている間は入出力制御を主と
して行う端末装置であるが、インターネットや組織内ネットワークと接続することのでき
る通信機能を備えた他の機器であってもよい。例えば、ルータ、デスクトップ環境を単体
で構築しうるパーソナルコンピュータ、PDA(Personal Digital Assistants)だけでなく、
テレビ、冷蔵庫、エアコン、電子レンジなど家庭電気製品も、類似の構成を備えることで
、通信端末となりうる。
【００５２】
　次に、本実施形態の印刷システムの第一の実施形態の動作について図７～図１５を用い
て説明する。
【００５３】
　本実施形態の印刷システムにおいては、各通信端末間（クライアント端末装置３－サー
バ装置２間、またはサーバ装置２－セキュアプリンタ４間）で暗号化通信路を確立し、こ
れら暗号化通信路を用いて印刷を実施する。本暗号化通信路確立動作は、通信端末－セッ
ション管理装置１間での暗号化通信路確立動作と、通信端末－通信端末間での暗号化通信
路確立動作とを含む。
【００５４】
　まず、図７と図８は、本実施形態の通信端末－セッション管理装置間での暗号化通信路



(11) JP 4870540 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

確立動作を説明するためのフロー図であり、クライアント端末装置３とセッション管理装
置１の間で暗号化通信路を確立（通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路という）
する場合の例である。
【００５５】
　クライアント端末装置３の通信確立部３０２は、セッション管理装置１との通信を開始
するにあたり、まず認証を行う。まず、セッション管理装置１に対して、セッション管理
装置１の証明書を要求する（図７，ステップ１００１）。これを受信したセッション管理
装置１の通信確立部１０２は、秘密鍵・証明書記憶部１２２から当該セッション管理装置
１の証明書を読み込み、応答する（ステップ１００２）とともに、クライアント端末装置
３の証明書要求を、クライアント端末装置３に対して送信する（ステップ１００３）。こ
れを受信したクライアント端末装置３の通信確立部３０２は、秘密鍵・証明書記憶領域３
２１から当該クライアント端末装置３の証明書を読み込み（ステップ１００４）セッショ
ン管理装置１に対して送信する（ステップ１００５）。
【００５６】
　クライアント端末装置３は、ステップ１００４にて受信したセッション管理装置１の証
明書の検証を行い（ステップ１００７）、セッション管理装置１が他の装置等によってな
りすまされていないことをチェックする。セッション管理装置１の証明書検証に失敗した
場合（ステップ１００８でNo）、セッション管理装置１の認証が出来ないため、通信を終
了する（ステップ１１０７）。セッション管理装置１の証明書検証に成功した場合（ステ
ップ１００８でYes）、次のステップへ進む。
【００５７】
　セッション管理装置１は、クライアント端末装置３から証明書を受信し（ステップ１０
０６）、当該証明書を検証する（ステップ１００９）。
【００５８】
　セッション管理装置１は、検証結果を評価し、当該検証結果が失敗である場合（ステッ
プ１０１０でNo）は、クライアント端末装置３の認証が出来ないため、通信を終了する（
図８，ステップ１１０７）。クライアント端末装置３の証明書の検証結果が成功であった
場合（ステップ１０１０でYes）は、次のステップへ進む。
【００５９】
　クライアント端末装置３とセッション管理装置１が、互いに認証に成功した場合に（ス
テップ１００８でYes、かつ、ステップ１０１０でYes）、クライアント端末装置３とセッ
ション管理装置１は、通信路を暗号化するための秘密鍵を互いに共有する（図８，ステッ
プ１１０１、ステップ１１０２）。
【００６０】
　秘密鍵を共有し、暗号化通信路を確立するための方法としては、例えば、RFC2246とし
てIETFで標準化されているTLS(Transport Layer Security)などの方法を用いればよい。
TLSは、通信に先立って、認証と鍵の交換とを行い、それ以降その鍵を用いた通信路の暗
号化・復号化を行う方法についての規格である。
【００６１】
　秘密鍵を共有したら、クライアント端末装置３とセッション管理装置１との間の認証お
よび暗号化通信路の確立ができたこととなるため、セッション管理装置１の通信確立部１
０２は、クライアント端末装置３の証明書と、認証の結果（ここでは認証に成功した旨を
示す）を対応付けて、アドレス記憶領域１２３に登録する（ステップ１１０３）。
【００６２】
　これにより、クライアント端末装置３とセッション管理装置１との間の暗号化通信路確
立処理が完了し（ステップ１１０４）、クライアント端末装置３と、セッション管理装置
１は、当該秘密鍵を用いて暗号化通信を実施可能となる（ステップ１１０５、１１０６）
。
【００６３】
　暗号化通信を終了する際には、クライアント端末装置３と、セッション管理装置１は、
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暗号化通信路を開放する（ステップ１１０７）。ここでは、暗号化通信路を開放すること
は、暗号化通信に使用する暗号化鍵を無効化することである。
【００６４】
　そして、セッション管理装置１の通信確立部１０２は、ステップ１１０３で登録した当
該通信端末の証明書ＩＰアドレスと認証の結果を、アドレス記憶領域１２３から削除する
。
【００６５】
　上記ステップを実行することにより、クライアント端末装置３とセッション管理装置１
は、互いに相手方を確認した上で、暗号化通信路を確立／破棄することができる。
【００６６】
　次に、通信端末－通信端末間での暗号化通信路確立動作について説明する。
【００６７】
　通信端末－通信端末間での暗号化通信路を確立するためには、あらかじめ通信端末のア
ドレス情報が、セッション管理装置１へ登録されている必要がある。アドレス情報とは、
通信端末を特定する情報（以下端末IDという）と、ネットワーク上の場所を示すアドレス
（たとえばIPアドレス）を対応付ける情報である。
【００６８】
　端末IDには、同一IPネットワーク内で固定のものを使う必要がある。IDが固定のものと
は、IPネットワーク内で、IDを用いることで端末を特定でき、かつ、そのIDと端末の組み
合わせがある程度の期間（例えば１日など）にわたり一意であるものを指す。
【００６９】
　例えば、ＩＰアドレスは、持ち歩きが可能なノートパソコンなどがクライアント端末装
置３である場合、ネットワークに接続する場所によってIPアドレスが変わる可能性がある
ため、端末IDとしての要件を満たさない。
【００７０】
　その他には、固定の情報、例えば、通信端末名や、通信端末のMACアドレスを、端末ID
として使うことができる。
【００７１】
　また、同一社内のような閉じたネットワークでは、クライアント端末装置３の使用者が
利用しているメールアドレスや、クライアント端末装置３のSIP-URIや、クライアント端
末装置３のFQDN（完全修飾ドメイン名、Fully Qualified Domain Name）のような情報を
端末IDとして使うこともできる。
【００７２】
　つぎに、図９を用いて、アドレス登録動作を説明する。
【００７３】
　図９は、クライアント端末装置３が自己のアドレスを、セッション管理装置１へ登録す
る動作を説明するためのフロー図であり、クライアント端末装置３が、セッション管理装
置１へアドレス登録する場合の例である。
【００７４】
　まず、クライアント端末装置３とセッション管理装置１は、前述したステップ１００１
～１１０４を実施して、前述の通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路を確立する
（ステップ２００１）。通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路確立後、クライア
ント端末装置３のアドレス登録依頼部３０１は、当該クライアント端末装置３のIPアドレ
スの登録要求をセッション管理装置１へ送信する（ステップ２００２）。
【００７５】
　該アドレス登録要求には、当該通信端末であるクライアント端末装置３の端末IDと、Ｉ
Ｐアドレスと、が含まれる。また、当該通信端末がセキュアプリンタ４である場合には本
登録要求には、当該セキュアプリンタ４の端末ＩＤと、ＩＰアドレスに加えて、当該セキ
ュアプリンタ１４の設置環境情報と、設置場所と、が含まれる。設置環境情報には、IPア
ドレスとサブネットマスクとが含まれる。
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【００７６】
　設置環境情報とは、通信端末の仮想的な配置場所を示す情報であり、例えば同一のネッ
トワークセグメントに属する通信端末は互いに近傍にあるという想定を行った上で、設置
環境情報としてIPアドレスとサブネットマスクを使用することができる。
【００７７】
　この他にも、IPアドレス（IPアドレスをビット列にしたときのビットの最長一致を調べ
ることにより同一ネットワークセグメントを判断する）や、通信端末がスイッチングハブ
のどのポートに接続しているかという情報や、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）
等のセンサにより取得した現在位置情報（緯度、経度、高度）や、通信端末が無線でネッ
トワークに接続する場合にその無線のアクセスポイントの識別子とその位置情報などを、
設置環境情報として使用できる。または、これらの組み合わせの情報でも良い。
【００７８】
　また、設置場所とは、セキュアプリンタ４が設置されている場所を、自然言語や地図画
像などで示したものであり、セキュアプリンタ４の設置情報記憶領域６２３に、予め設定
しておくものである。
【００７９】
　例えば、「東棟１０階南フロア」という文字列や、セキュアプリンタ４が配置された近
傍の地図を示す画像データを設置場所として設定しておき、セキュアプリンタ４を利用す
る使用者に、クライアント端末装置の画面上で該情報を視覚的に表示することにより、使
用者が目視で該セキュアプリンタ４の場所を確認できる。
【００８０】
　なお、該セキュアプリンタ４の設置場所が変更された場合には、該セキュアプリンタ４
の設置情報記憶領域６２３に保持している設置場所を変更すればよい。
【００８１】
　図９のフローの説明に戻る。
【００８２】
　セッション管理装置１の通信確立部１０２は、アドレス登録要求を受信したら（ステッ
プ２００３）、クライアント端末装置３の端末IDとIPアドレスを、当該クライアント端末
装置３の証明書と対応付けて、アドレス記憶領域１２３へ登録する（ステップ２００４）
。
【００８３】
　また、該アドレス登録要求に設置環境情報および設置場所が含まれている場合は（ステ
ップ２００５でYes）、設置環境情報および設置場所をセキュアプリンタ４の端末IDと対
応付けて、プリンタ管理領域１２１に登録する（ステップ２００６）。
【００８４】
　具体的には、プリンタ管理領域１２１のプリンタ識別子１３１に該セキュアプリンタの
端末IDを、設置環境情報１３２にセキュアプリンタ４の設置環境情報を示すIPアドレスと
サブネットマスクを、設置場所１３５にセキュアプリンタ４の設置場所を格納する。
【００８５】
　当該アドレス登録要求に設置環境情報及び設置場所が含まれない場合（ステップ２００
５でNo）は、設置環境情報１３２及び設置場所１３５の登録は行わず、ステップ２００７
へ進む。
【００８６】
　以上のアドレス登録が完了後、クライアント端末装置３に対して、登録完了通知を送信
する（ステップ２００７）。クライアント端末装置３が、登録完了通知を受信したら（ス
テップ２００８）、クライアント端末装置３とセッション管理装置１は、通信端末―管理
装置間暗号化通信路の終了処理を実行する（ステップ２００９）。上記ステップを実行す
ることにより、クライアント端末装置３のアドレスを、セッション管理装置１に登録する
ことができる。
【００８７】
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　他の通信端末、例えば、サーバ装置２も、アドレス登録依頼部２０１が、図９と同様の
ステップを実行することにより、アドレスをセッション管理装置１へ登録することができ
る。
【００８８】
　さらに、通信端末は、セッション管理装置１に登録したアドレスを削除することもでき
る。削除する場合は、図９に示す処理において「登録」を「削除」と置き換えた（読み替
えた）処理を行う。
【００８９】
　また、該通信端末に割り当てられたIPアドレスや、セキュアプリンタの配置環境情報及
び設置場所が変わった場合には、再度図９のアドレス登録処理を実行する必要がある。
【００９０】
　例えば、通信端末がDHCPなどの仕組みにより動的にIPアドレス割り当てを受けている場
合に、通信端末の電源を切断、投入したり、通信端末をリセットしたりすると、割り当て
られるIPアドレスが変わる可能性がある。また、通信端末が、ネットワークとの接続を終
了し、移動先で、別のネットワークに接続する場合には、IPアドレスが変わる可能性があ
る。さらに、セキュアプリンタ４の設置場所が変わる可能性もある。
【００９１】
　このような場合に、各通信端末は、再度図９の登録処理を行うことにより、最新のアド
レスをセッション管理装置１へ登録する。
【００９２】
　もしくは、通信端末のIPアドレスと端末IDを固定で設定する場合には、あらかじめ通信
端末のアドレスをセッション管理装置１へ登録しておけばよい。
【００９３】
　図１０と図１１は、通信端末と通信端末の間で、暗号化通信が確立した後はセッション
管理装置１を介さずに暗号化通信を行えるように暗号化通信路を確立する動作を示すフロ
ー図である。
【００９４】
　該フロー図は、クライアント端末装置３－サーバ装置２の間で暗号化通信路（通信端末
―通信端末間暗号化通信路という）を確立する場合の例である。
【００９５】
　まず、サーバ装置２とセッション管理装置１は、予め、図７のステップ１００１からス
テップ１０１０と、図８のステップ１１０１からステップ１１０４までを実施することに
より、通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路を確立する（ステップ３００１）。
そして、サーバ装置２が自身のアドレスをセッション管理装置１にまだ登録していない場
合は、図９のステップ２００２からステップ２００８までを実施することにより、サーバ
装置２のアドレスをセッション管理装置１へ登録する（ステップ３００２）。
【００９６】
　クライアント端末装置３が、サーバ装置２と通信を開始しようとするタイミングで、ク
ライアント端末装置３とセッション管理装置１は、図７のステップ１００１からステップ
１０１０と、図８のステップ１１０１からステップ１１０４までを実施することにより、
通信端末―管理装置間暗号化通信路を確立する（ステップ３００３）。
【００９７】
　そして、クライアント端末装置３が自身のアドレスをまだ登録していない場合、あるい
は登録済みのアドレスの更新が必要な場合は、図９のステップ２００２からステップ２０
０８までのステップを実施することにより、クライアント端末装置３のアドレスをセッシ
ョン管理装置１へ登録する（ステップ３００４）。
【００９８】
　クライアント端末装置３―セッション管理装置１間の暗号化通信路を確立後、クライア
ント端末装置３は、サーバ装置２への接続要求を、セッション管理装置１に対して送信す
る（ステップ３００５）。なお、接続要求には、接続相手（サーバ装置２）を特定する情
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報である端末IDがあらかじめ定められ、含まれている。
【００９９】
　接続要求を受信したセッション管理装置１の通信確立部１０２は（ステップ３００６）
、アドレス記憶領域１２３からサーバ装置２のIPアドレスを、端末IDをキーにして検索す
る（ステップ３００７）。アドレス記憶領域１２３を検索した結果、当該サーバ装置２に
対応するIPアドレス情報が登録されていない場合、すなわちサーバ装置２とセッション管
理装置１間の暗号化通信路が確立されておらず、当該サーバ装置２の認証がなされていな
い場合（ステップ３００８でNo）、セッション管理装置１は、サーバ装置２との接続が不
可能であると判断し（ステップ３００９）、ステップ３１０１へ進む。アドレス記憶領域
１２３を検索した結果、当該サーバ装置２に対応するIPアドレス情報が登録されている場
合（ステップ３００８でYes）、すなわち、暗号化通信路が確立されており、当該サーバ
装置２の認証がなされている場合、セッション管理装置１は、通信端末－通信端末間の通
信路を暗号化する際に利用する暗号化鍵及び設定情報を生成する（ステップ３０１０）。
そして、セッション管理装置１は、サーバ装置２に対して、クライアント端末装置３から
サーバ装置２への接続要求と、ステップ３０１０で生成した暗号化鍵及び設定情報を送信
する（ステップ３０１１）。このとき、接続要求及び暗号化鍵等は、サーバ装置２－セッ
ション管理装置１間の暗号化通信路を使用して、送信される。
【０１００】
　サーバ装置２の通信確立部２０２は、セッション管理装置１より受信した暗号化鍵と設
定情報とを（ステップ３０１２）暗号化鍵記憶領域２２２へ記憶する。そして、該クライ
アント端末装置３が該サーバ装置２に接続可否を判定し（ステップ３０１３）、当該判定
結果をセッション管理装置１へ送信する（ステップ３０１４）。セッション管理装置１は
、サーバ装置２から判定結果を受信する（ステップ３０１５）。
【０１０１】
　クライアント端末装置３がサーバ装置２と接続不可という判定結果である場合（ステッ
プ３１０１でNo）、セッション管理装置１は、接続不可である旨を示した判定結果を、ク
ライアント端末装置３へ送信し（ステップ３１０２）、通信端末―通信端末間暗号化通信
路確立処理を終了する。
【０１０２】
　クライアント端末装置３がサーバ装置２と接続可能である場合（ステップ３１０１でYe
s）、セッション管理装置１は、接続可能である旨を示した判定結果と、ステップ３０１
０で生成した暗号化鍵及び設定情報をクライアント端末装置３へ送信する（ステップ３１
０３）。このとき、送信する情報のうち少なくとも暗号化鍵についてはクライアント端末
装置３－セッション管理装置１間暗号化通信路を使用して、送信される。
【０１０３】
　クライアント端末装置３は、セッション管理装置１から、サーバ装置２との通信可能判
定結果等を受信し、さらに暗号化鍵を受信した場合には、該暗号化鍵を、暗号化鍵記憶領
域３２２へ格納する（ステップ３１０４）。
【０１０４】
　クライアント端末装置３及びサーバ装置２は、判定結果が接続不可である場合（ステッ
プ３１０５、３１０６でNo）は、通信端末―通信端末間暗号化通信路確立処理を終了する
。
【０１０５】
　判定結果が通信可能である場合(ステップ３１０５、３１０６でYes)は、クライアント
端末装置３とサーバ装置２の間で、通信端末―通信端末間暗号化通信路を確立する（ステ
ップ３１０７）。この通信端末―通信端末間暗号化通信路を利用して、クライアント端末
装置３とサーバ装置２は、以降の通信を実施する。（ステップ３１０８）。
【０１０６】
　以降の通信では、例えば、サーバ装置２のデスクトップ処理部２０４からクライアント
端末装置３のデスクトップ処理部３０３に対して提供されるデスクトップ環境の利用など
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が行われる。
【０１０７】
　クライアント端末装置３とサーバ装置２間の暗号通信路が不要になったら、通信端末―
通信端末間暗号化通信路を終了する。通信端末―通信端末間暗号化通信路を終了する場合
には、以下のステップを行う。
【０１０８】
　クライアント端末装置３は、セッション管理装置１に対して、サーバ装置２との暗号化
通信の切断要求を送信する（ステップ３１０９）。セッション管理装置１は該要求を受け
取り（ステップ３１１０）、受信した当該切断要求をサーバ装置２へ送信する（ステップ
３１１１）。サーバ装置２は、当該切断要求を受信し（ステップ３１１２）、それに対応
する切断応答をセッション管理装置１へ送信し（ステップ３１１３）、クライアント端末
装置３との通信端末―通信端末間暗号化通信路を開放する（ステップ３１１７）。
【０１０９】
　また、セッション管理装置１は、サーバ装置２から切断応答を受信し（ステップ３１１
４）、当該切断応答をクライアント端末装置３へ送信する（ステップ３１１５）。クライ
アント端末装置３が、セッション管理装置１から前記切断応答を受信し(ステップ３１１
６）、サーバ装置２との通信端末―通信端末間暗号化通信路を終了する（ステップ３１１
７）。
【０１１０】
　なお、上記の切断処理については、クライアント端末装置３から切断要求を送信するの
ではなく、サーバ装置２から送信しても良い。その場合は、クライアント端末装置３とサ
ーバ装置の処理内容を入れ替えて、ステップ３１０９からステップ３１１７の処理を行え
ばよい。
【０１１１】
　また、クライアント端末装置３とサーバ装置２は、通信を終了するためにステップ３１
０９からステップ３１１７を必ずしも行う必要はなく、当該ステップを行わずに、通信を
終了してもよい。
【０１１２】
　図１０と図１１のフロー図で例示するように、セッション管理装置１は、クライアント
端末装置３とサーバ装置２を、それぞれ別個に認証し、これらの各通信端末の正当性が確
認できた場合に、クライアント端末装置３とサーバ装置２間の暗号化通信路を確立させる
。
【０１１３】
　上記にて、通信端末－通信端末間暗号化通信路が確立された後は、セッション管理装置
１を介すこと無く、通信端末同士で暗号化通信を行うことができる。
【０１１４】
　このため、セッション管理装置１へ負荷をかけることなく、さらに、通信端末－通信端
末間暗号化通信路全体が暗号化されるため、従来よりもセキュアな通信が可能となる。
【０１１５】
　次に、本実施の形態による印刷システムにおいて、サーバ装置２が提供するデスクトッ
プ環境を用いてクライアント端末装置３で作業している場合に、クライアント端末装置３
を操作して、サーバ装置２の記憶装置に記憶されたデータを、当該クライアント端末装置
３の近くにあるセキュアプリンタ４から印刷する場合の動作について説明する。
【０１１６】
　図１２、図１３、図１４は、サーバ装置２にあるデータを、クライアント端末装置３か
ら、近くにあるセキュアプリンタ４を用いて印刷する場合の動作を説明するためのフロー
図である。
【０１１７】
　まず、セキュアプリンタ４とセッション管理装置１は、予め、図７のステップ１００１
からステップ１０１０と、図８のステップ１１０１からステップ１１０４までを同様に実
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施することにより、通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路を確立する（ステップ
４００１）。そして、セキュアプリンタ４が自身のアドレスをまだ登録していない場合は
、図９のステップ２００２からステップ２００８までと同様の処理を実施することにより
、セキュアプリンタ４のアドレスをセッション管理装置１へ登録する（ステップ４００２
）。具体的には、セッション管理装置１のアドレス記憶領域１２３に、セキュアプリンタ
４の端末IDとIPアドレスを登録し、さらに、プリンタ管理領域１２１に、当該セキュアプ
リンタ４の設置環境情報であるIPアドレス及びサブネットマスクと、設置場所を示すテキ
スト情報や地図を登録する。なお、セキュアプリンタ４は、上記通信処理を、セキュア通
信装置６の通信確立部６０２と、アドレス登録依頼部６０１により行う。
【０１１８】
　また、サーバ装置２とセッション管理装置１も、予め、図７のステップ１００１からス
テップ１０１０と、図８のステップ１１０１からステップ１１０４までを実施することに
より、通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路を確立する（ステップ４００３）。
そして、サーバ装置２が自身のアドレスをまだ登録していない場合は、図９のステップ２
００２からステップ２００８までを実施することにより、サーバ装置２のアドレスをセッ
ション管理装置１へ登録する（ステップ４００４）。
【０１１９】
　そして、クライアント端末装置３が、サーバ装置２と通信を開始しようとするタイミン
グにおいて、クライアント端末装置３とセッション管理装置１は、図７のステップ１００
１からステップ１０１０と、図８のステップ１１０１からステップ１１０４までを実施す
ることにより、通信端末―セッション管理装置間暗号化通信路を確立する（ステップ４０
０５）。そして、クライアント端末装置３が自身のアドレスをまだ登録していない場合は
、図９のステップ２００２からステップ２００８までのステップを実施することにより、
クライアント端末装置３のアドレスをセッション管理装置１へ登録する（ステップ４００
６）。
【０１２０】
　次に、クライアント端末装置３は、サーバ装置２への接続要求を、セッション管理装置
１に対して送信し（ステップ４００７、４００８）、セッション管理装置１、クライアン
ト端末装置３、サーバ装置２は、図１０，１３に示すステップ３００７からステップ３１
０７までを実施することにより、クライアント端末装置３とサーバ装置２の間での通信端
末－通信端末間暗号化通信路を確立する（ステップ４００９）。これにより、クライアン
ト端末装置３のデスクトップ処理部３０３は、サーバ装置２がデスクトップ処理部２０４
にて提供するデスクトップ環境を使用することができる。
【０１２１】
　次に、サーバ装置２に記憶されたデータを印刷する都度、クライアント端末装置３にお
いて、サーバ装置２が提供するデスクトップ環境を操作し、プリンタの選択と、当該選択
したプリンタでの印刷を実施する。具体的には、クライアント端末装置３から、サーバ装
置２に対して、サーバ装置２に記憶されたデータを印刷する際に使用するセキュアプリン
タ４を選択するための、プリンタ候補抽出を指示する旨を送信する（ステップ４０１０）
。当該プリンタ候補抽出指示は、ステップ４００９で確立した通信端末－通信端末間暗号
化通信路を利用して送信される。当該プリンタ候補抽出指示を受信したサーバ装置２は、
当該指示を行った当該クライアント端末装置３の設置環境情報である、当該クライアント
端末装置３のIPアドレス及びサブネットマスクを取得する（ステップ４０１２、４０１３
）。
【０１２２】
　サーバ装置２のプリンタ選択部２０３は、プリンタ候補抽出指示を受けて、登録プリン
タ記憶領域２２３に記憶されている設置環境情報（IPアドレス及びサブネットマスク）と
、ステップ４０１３で取得したクライアント端末装置３の設置環境情報（IPアドレス及び
サブネットマスク）を比較して、クライアント端末装置３と同じネットワークセグメント
に接続されたセキュアプリンタ４が、登録プリンタ記憶領域２２３に存在するかどうか調
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べる（ステップ４０１４）。同じネットワークセグメントに接続されたセキュアプリンタ
４が、登録プリンタ記憶領域２２３に存在する場合（ステップ４０１４でYes）、同一ネ
ットワークセグメントに接続されたセキュアプリンタ４を抽出し、プリンタ候補リスト１
００を作成し（ステップ４０１５）、ステップ４１０５へ進む。本プリンタ候補リスト１
００には、例えば図１５に示すような情報が記載される。具体的には、抽出したセキュア
プリンタの端末ID１３１と、設置環境情報１３２と、設置場所１３５が記述される。
【０１２３】
　登録プリンタ記憶領域２２３に、同一ネットワークセグメントに接続されたセキュアプ
リンタ４が存在しない場合（ステップ４０１４でNo）、サーバ装置２のプリンタ選択部２
０３は、セッション管理装置１に対して、プリンタ候補抽出要求を送信する（ステップ４
１０１）。本プリンタ候補抽出要求には、当該クライアント端末装置３の設置環境情報（
IPアドレス及びサブネットマスク）が含まれる。
【０１２４】
　セッション管理装置１のプリンタ斡旋部１０３は、プリンタ候補抽出要求を受信し（ス
テップ４１０２）、プリンタ管理領域１２１に登録されているセキュアプリンタ４の設置
環境情報と、当該クライアント端末装置３の設置環境情報を比較し、同一ネットワークセ
グメントに接続されたセキュアプリンタ４を抽出する。その結果を、プリンタ候補リスト
１００として作成する（ステップ４１０３）。そして、セッション管理装置１は、プリン
タ候補リスト１００を、サーバ装置２へ送信する（ステップ４１０４）。
【０１２５】
　サーバ装置２は、セッション管理装置１から受信したプリンタ候補リスト１００（ステ
ップ４１０５）又は、ステップ４０１３で作成したプリンタ候補リスト１００を、当該ク
ライアント端末装置３の画面へ表示する（ステップ４１０６）。
【０１２６】
　クライアント端末装置３のデスクトップ処理部３０３は、サーバ装置２から受信したプ
リンタ候補リスト１００を使用者に対して画面上に表示する（ステップ４１０７）。
【０１２７】
　ここで、クライアント端末装置３上に表示される該プリンタ候補リスト１００の画面上
の表示項目について、図１５を用いて説明する。
【０１２８】
　図１５には、画面上に表示されるプリンタリストの項目が示されている。
【０１２９】
　プリンタ名１７０１、設置場所１７０２、備考１７０３、が横方向に表示され、縦方向
にはプリンタ候補リスト１００に含まれるプリンタ台数分プリンタに関する情報が表示さ
れる。
【０１３０】
　なお、設置環境情報にＧＰＳの測定結果である現在位置情報を用いた場合には、プリン
タの設置されている現在位置情報を設置環境情報としてアドレス登録時に記憶しておき、
接続する端末のもつ現在位置情報と比較して、略同一高度（同一の高度も含む）にあって
、さらに例えば直線距離で１００メートル以内に存在するプリンタを抽出してプリンタ候
補リスト１００を作成する。
【０１３１】
　それぞれ、プリンタ名１７０１には、セッション管理装置１上に記憶されているプリン
タ管理領域１２１のプリンタ識別子１３１、設置場所１７０２には、設置場所１３５、ま
た備考１７０３には設置環境情報１３２、に記憶されている情報が表示される。
【０１３２】
　使用者は、クライアント端末装置３に表示されたプリンタ名１７０１、設置場所１７０
２および備考１７０３、を目視で確認し（ステップ４１０８）、適切なセキュアプリンタ
４を選択することができる。使用者は、クライアント端末装置３を操作して、選択したセ
キュアプリンタ４の情報を、サーバ装置２に対して選択を指示する（ステップ４１０９）
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。
【０１３３】
　サーバ装置２のプリンタ選択部２０３は、プリンタ選択指示を受信し（ステップ４１１
０）、選択されたプリンタを確認する（ステップ４１１１）。使用者によりプリンタが一
つも選択されていなかった場合（ステップ４１１１でNo）、かつ、クライアント端末装置
３に送信したプリンタ候補リスト１００が、登録済みプリンタから抽出したものであった
場合（ステップ４１１２でYes）、ステップ４１０１へ進み、セッション管理装置１へプ
リンタ候補抽出要求を行う。また、クライアント端末装置３に送信したプリンタ候補リス
ト１００が、登録済みプリンタから抽出したものでない場合（ステップ４１１２でNo）、
すなわち、セッション管理装置１から送付されたプリンタ候補リストであった場合、印刷
が不可能である旨（印刷可能なプリンタがない）の通知を作成し（ステップ４１１３）、
ステップ４２０５へ進む。
【０１３４】
　使用者により、いずれかのセキュアプリンタ４が選択されていた場合（ステップ４１１
１でYes）、サーバ装置２は、選択されたセキュアプリンタ４への接続要求を送信する（
ステップ４１１４）。本接続要求には、使用者により選択されたセキュアプリンタ４の端
末IDが含まれる。そして、セッション管理装置１、サーバ装置２、セキュアプリンタ４は
、図１０，１３に示すステップ３００７からステップ３１０７までを実施することにより
、サーバ装置２とセキュアプリンタ４の間での通信端末－通信端末間暗号化通信路を確立
する（ステップ４１１６）。
【０１３５】
　次に、サーバ装置２は、選択されたセキュアプリンタ４を使用できるように、プリンタ
の準備を行う（ステップ４２０１）。具体的には、サーバ装置２に対してプリンタドライ
バのインストールを行ったり、設定を行う。プリンタドライバの準備としては、予め全て
のセキュアプリンタ４のプリンタドライバをサーバ装置２に用意しておくか、セッション
管理装置１にダウンロードできる状態にしておくことにより、全てのサーバ装置２が、プ
リンタドライバをインストールすることが可能となる。
【０１３６】
　そして、サーバ装置２のプリンタ選択部２０３は、プリンタの準備ができたら、当該プ
リンタがサーバ装置２の登録プリンタ記憶領域２２３に登録済みかどうかを確認し（ステ
ップ４２０２）、まだ登録されていなければ（ステップ４２０２でNo）当該プリンタ情報
を登録プリンタ記憶領域２２３へ登録する（ステップ４２０３）。
【０１３７】
　そして、サーバ装置２のプリンタ選択部２０３は、印刷が可能である旨の通知を作成し
（ステップ４２０４）、当該印刷可否通知をクライアント端末装置３へ表示する（ステッ
プ４２０５）。
【０１３８】
　クライアント端末装置３の使用者は、サーバ装置２より表示された印刷可否通知を（ス
テップ４２０６）、印刷可能であるかどうかを確認する（ステップ４２０７）。印刷不可
能である場合（ステップ４２０７でNo）、印刷処理を終了する。また、印刷可能である場
合（ステップ４２０８でYes）、印刷の設定情報と印刷を指示する旨のキー入力等をサー
バ装置２へ送信する（ステップ４２０８）。
【０１３９】
　サーバ装置２のプリンタ選択部２０３は、クライアント端末装置３から印刷設定及び印
刷要求を受信し（ステップ４２０９）、セキュアプリンタ４に対して印刷要求を送信する
（ステップ４２１０）。
【０１４０】
　セキュア通信装置６の出力依頼受付部６０３は、これを受けて、プリンタ出力依頼部６
０４から、受信した印刷データをセキュアプリンタ４へ送信することにより、データの印
刷を行う（ステップ４２１２）。
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【０１４１】
　以上のステップを実行することによって、クライアント端末装置３は、サーバ装置２に
記憶されたデータの印刷を、クライアント端末装置３の近くにあるセキュアプリンタ４で
実施することができる。
【０１４２】
　本実施形態では、設置環境情報を元に、多数のセキュアプリンタ４の中から、クライア
ント端末装置３の近くにあるセキュアプリンタ４のみを候補として抽出し、使用者に提示
することができる。また使用者は、よりセキュリティの高いプリンタを集めた選択肢の中
から、表示される設置場所を確認しながら、適切なセキュアプリンタ４を選択することが
できる。よって、誤って他の拠点に接続されたプリンタで印刷を行ってしまう虞を少なく
できる。
【０１４３】
　また、サーバ装置２とセキュアプリンタ４の間の通信は、End to Endで暗号化がなされ
るため、各装置が接続されているローカルネットワーク上でも暗号化した通信データを流
すことができ、従来のネットワーク２００上を通過するデータのみを暗号化するVPN技術
等よりも、高セキュアな印刷が可能となる。
【０１４４】
　さらに、プリンタの設置環境情報や設置場所は、各セキュアプリンタ４のセキュア通信
装置１に設定しておくだけで、手動操作を行わずにセッション管理装置１に位置情報や設
定場所情報が反映される。さらに、セキュアプリンタ４の通信開始前に、該セキュアプリ
ンタ４のIPアドレス登録がなされているかどうかを確認することにより、プリンタが使用
可能な状態かどうかを管理することができる。これにより、運用性の向上が可能となる。
【０１４５】
　また、本実施形態では、セッション管理装置１は、セキュアプリンタ４の抽出処理に加
えて、クライアント端末装置３とサーバ装置２間、およびサーバ装置２とセキュアプリン
タ４間の通信端末－通信端末間暗号化通信路確立処理の仲介処理も実施しているが、これ
に限るものではない。
【０１４６】
　つまり、セッション管理装置１は、これらの通信端末－通信端末間暗号化通信路確立処
理を行わず、セキュアプリンタ４の抽出処理のみを行う形態でも良い。この場合、拠点間
の通信は、従来と同じ方法（拠点間VPN等）で実施し、別途異なる方法でセッション管理
装置１に登録する必要がある。さらに、セキュア通信装置６の機能を設ける必要はなく、
従来のプリンタをそのまま使用することが可能である。
【０１４７】
　また、本実施形態では、クライアント端末装置３は、サーバ装置２のデスクトップ環境
を利用しているが、これに限るものではなく、クライアント端末装置３が、サーバ装置２
が備えるプリンタ選択部２０３、登録プリンタ記憶領域２２３、を備え、印刷データの作
成まで実施するものであってもよい。
【０１４８】
　以上が、本発明の実施形態である。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の実施形態における印刷システムの構成を示す図である。
【図２】セッション管理装置１の構成を示す図である。
【図３】サーバ装置２の構成を示す図である。
【図４】プリンタ管理領域１２１の構成を示す図である。
【図５】クライアント端末装置３の構成を示す図である。
【図６】セキュア通信装置６の構成を示す図である。
【図７】通信端末―管理装置間暗号化通信路確立の認証手順を示すフローチャートである
。
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【図８】通信端末―管理装置間暗号化通信路確立の処理手順を示すフローチャートである
。
【図９】通信端末のアドレスおよび位置情報を登録する処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１０】通信端末－通信端末間の通信対象を特定する処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１１】通信端末－通信端末間暗号化通信路確立の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１２】プリンタ候補抽出要求を送信する手順を示すフローチャートである。
【図１３】通信端末－通信端末間暗号化通信路確立までの処理手順を示すフローチャート
である。
【図１４】選択されたセキュアプリンタ４にて印刷する処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１５】プリンタ候補リストを画面で表示する例を示す図である。
【符号の説明】
【０１５０】
１：セッション管理装置、２：サーバ装置、３：クライアント端末装置、４、４ａ、４ｂ
：セキュアプリンタ、５、５ａ、５ｂ：プリンタ、６、６ａ、６ｂ：セキュア通信装置、
１２１：プリンタ管理領域、１８１、１８２、１８３：ローカルネットワーク、２００：
ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(25) JP 4870540 B2 2012.2.8

【図１５】



(26) JP 4870540 B2 2012.2.8

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  鍛　忠司
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所システム開発研究所内
(72)発明者  矢戸　晃史
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所システム開発研究所内
(72)発明者  星野　和義
            神奈川県川崎市幸区鹿島田８９０番地　株式会社日立製作所ネットワークソリューション事業部内

    審査官  田中　友章

(56)参考文献  特開２００４－２１３３９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１４９０９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３４０９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２９５７８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２４６４７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

