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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定手段とインストール手段とを有するサーバ装置において実行されるプログラムのイ
ンストール方法であって、
　前記指定手段が、クライアント装置と、該クライアント装置と通信するデバイスを制御
するためのドライバのコア機能を拡張するための個別機能を有する拡張機能プログラムを
指定する指定工程と、
　前記インストール手段が、前記クライアント装置のなかから前記指定工程において指定
されたクライアント装置に対して前記指定工程において指定された拡張機能プログラムを
サーバ装置からクライアント装置に対して送信することでインストールさせるインストー
ル工程とを備え、
　前記指定工程では、前記クライアント装置それぞれについて、拡張機能プログラムの制
御対象となるデバイスの指定と、当該デバイスごとに利用が許可される拡張機能プログラ
ムの指定とが可能であり、
　前記インストール工程においては、指定されたクライアント装置について利用が許可さ
れたデバイスに対してインストールが許可された拡張機能プログラムが、前記指定された
クライアントに対してインストールされることを特徴とするインストール方法。
【請求項２】
　前記インストール工程においては、前記指定工程により指定されたクライアント装置の
指定とインストール開始指示とにしたがって、前記指定工程により指定されたクライアン
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ト装置に対して前記拡張機能プログラムがインストールされることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　クライアント装置に対して遠隔インストールされるプログラムを提供するサーバ装置で
あって、
　クライアント装置と、該クライアント装置と通信するデバイスを制御するためのドライ
バのコア機能を拡張するための個別機能を有する拡張機能プログラムを指定する指定手段
と、
　前記クライアント装置のなかから前記指定手段により指定されたクライアント装置に対
して前記指定手段により指定された拡張機能プログラムをサーバ装置からクライアント装
置に対して送信することでインストールさせるインストール手段とを備え、
　前記指定手段は、前記クライアント装置それぞれについて、拡張機能プログラムの制御
対象となるデバイスの指定と、当該デバイスごとに利用が許可される拡張機能プログラム
の指定とが可能であり、
　前記インストール手段は、指定されたクライアント装置について利用が許可されたデバ
イスに対してインストールを許可された拡張機能プログラムを、前記指定されたクライア
ントに対してインストールすることを特徴とするサーバ装置。
【請求項４】
　前記インストール手段は、前記指定手段により指定されたクライアント装置の指定とイ
ンストール開始指示とにしたがって、前記指定手段により指定されたクライアント装置に
対して拡張機能プログラムをインストールすることを特徴とする請求項３に記載のサーバ
装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載のサーバ装置をコンピュータにより実現させるためのプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばネットワークに接続されたプリンタ等の共有デバイスをネットワーク上
の端末等に利用するネットワークシステムに関し、特に、デバイスドライバを各端末にイ
ンストールするためのプログラムインストール方法、装置、及びシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のデバイスドライバ、例えばプリンタドライバのインストール方法は、オペレーティ
ングシステム（ＯＳ）に依存した方式で行われている。例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標
）の場合、プリンタのプロパティ（オブジェクトに関する情報をまとめたものであり、オ
ブジェクトに応じてこの上でドライバの追加等の操作を行える。）から「プリンタの追加
」が選択されると、それに続けてウィザードと呼ばれる対話形式でユーザに必要情報を入
力させ、プリンタドライバのインストールさせる。
【０００３】
このほかに、アプリケーションと同様に、インストーラを用いて、ユーザに最小限の操作
をさせるだけでプリンタドライバのインストールを実現させる方法もあった。
【０００４】
また、プリントサーバを用いたＰｏｉｎｔ＆Ｐｒｉｎｔと呼ぶ仕組みがＷｉｎｄｏｗｓＮ
Ｔ（登録商標）／２０００のサーバ上にあった。この仕組みによれば、ネットワークで共
有されるプリンタのプリンタドライバをサーバ装置にインストールしておく。そしてクラ
イアント装置からそのプリントサーバに接続すると、サーバがクライアントにプリンタド
ライバを自動配信し、クライアント装置にインストールされる。
【０００５】
このように、プリンタドライバ等のデバイスドライバをクライアント装置にインストール
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する方法には上述の方法があったが、いずれ方法によっても、プリンタドライバに対して
機能の追加や拡張を行いたい場合は、追加される機能が含まれる新しいバージョンのプリ
ンタドライバのフルセットを再インストールする必要があった。
【０００６】
このため、一般消費者向けにリリースされたプリンタドライバとは異なる機能が必要とさ
れる場合や、たとえば社内ＬＡＮなどにおいて一般ユーザに使用させたくない機能をマス
クしたい場合などには、必要とされる機能を付加し、あるいは不要な機能を削除してカス
タマイズされたドライバのフルセットを用意し、それをクライアント端末にインストール
する必要があった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のインストール方法では、企業ユーザのように多数のコンピュー
タを所有し多数のユーザ（クライアント）を抱えている場合、その全てのクライアントに
プリンタドライバをインストールさせる作業が発生するためいろいろな問題があった。
【０００８】
例えば、ユーザは、自分がどのプリンタを利用してよいのか、そのプリンタのＩＰアドレ
スは何か等を確認し、さらにそのプリンタに適合するプリンタドライバをサーバやベンダ
ーサイトからダウンロードしてインストールし、且つ出力ポート等の環境設定を行う必要
がある。そのため、各ユーザにはある程度以上の知識や能力が要求された。またこの作業
には労力や時間がかかるし、これを補うための教育やマニュアル作成にも大きな工数がか
かるという問題があった。また各ユーザが好き勝手にドライバをインストールして無秩序
にプリンタに接続すると、プリンティングシステムとして不具合を生じかねないという問
題があった。
【０００９】
これら問題を解消するためにはプリンタ管理者（ＩＴマネージャ）が各クライアント端末
にドライバをインストールすればよいのだが、クライアント数が多い場合は非常に時間が
かかってしまうという問題があった。
【００１０】
また、カスタマイズされたドライバを使う際は通常メーカーのサポートを受けることにな
るが、各部門によって異なるドライバを使いたいような場合は、細かいサポートをあきら
めて共通のドライバを使うか、各ドライバセットに対して高い料金を払う必要があった。
メーカーも、カスタマイズにはドライバセットの作り直しが必要なため多品種少量生産が
困難であった。
【００１１】
またドライバで新しい機能を使うためには通常はより新しいバージョンのデバイス（プリ
ンタ）ドライバを使うことになるが、ドライバのアップデートや再インストールは手間が
かかる上に、リブートが発生する場合があるため本来の業務に影響をきたすという問題が
あった。
【００１２】
また、プリントサーバを用いたＰｏｉｎｔ＆Ｐｒｉｎｔ方式では、プリンタドライバの自
動配信により全てのクライアントに対してそのインストールが可能となっているが、クラ
イアント装置側の状態に関わらずインストールが実施されるため、ドライバ機能がユーザ
の使用状態に関わらず変わってしまったり、ドライバ構成に不整合を生じて正しく動作し
なくなるなどの問題があった。
【００１３】
本発明は上記の従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とするところ
は、プリンタ等のデバイスドライバのインストールを機能単位で行うことを可能ならしめ
るプログラムインストール方法、装置、及びシステムの提供にある。
【００１４】
さらに、ユーザの知識やあるいはユーザ自身に依存することなく適切なドライバをインス
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トール可能なプログラムインストール方法、装置、及びシステムを提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、例えば本発明は、以下の構成を備える。
【００１６】
　サーバ装置において実行されるプログラムのインストール方法であって、
　クライアント装置と、該クライアント装置と通信するデバイスを制御するためのドライ
バのコア機能を拡張するための個別機能を有する拡張機能プログラムを指定する指定工程
と（段落１０７　段落５２）、
　前記クライアント装置のなかから前記指定工程において指定されたクライアント装置に
対して前記指定工程において指定された拡張機能プログラムをサーバ装置からクライアン
ト装置に対して送信することでインストールさせるインストール工程とを備え（段落１１
０）、
　前記指定工程では、前記クライアント装置それぞれについて、拡張機能プログラムの制
御対象となるデバイスの指定と、当該デバイスごとに利用が許可される拡張機能プログラ
ムの指定とが可能であり、
　前記インストール工程においては、指定されたクライアント装置について利用が許可さ
れたデバイスに対してインストールが許可された拡張機能プログラムが、前記指定された
クライアントに対してインストールされる。
【００１７】
更に好ましくは、前記取得工程により取得される情報は、前記クライアント装置それぞれ
について、利用が許可されるデバイスの指定と、当該デバイスごとにインストールが許可
される拡張機能プログラムの指定とを含む。
【００１８】
　更に好ましくは、前記インストール工程においては、前記指定工程により指定されたク
ライアント装置の指定とインストール開始指示とにしたがって、前記指定工程により指定
されたクライアント装置に対して前記拡張機能プログラムがインストールされる。
【００１９】
更に好ましくは、前記インストール工程においては、入力装置から入力されたクライアン
ト装置の指定とインストール開始指示とにしたがって、指定されたクライアント装置に前
記拡張機能プログラムがインストールされる。
【００２０】
更に好ましくは、前記インストール工程においては、指定されたクライアント装置につい
て利用が許可されたデバイスに対してインストールが許可された拡張機能プログラムが、
前記指定されたクライアントに対してインストールされる。
【００２１】
　あるいは、クライアント装置に対して遠隔インストールされるプログラムを提供するサ
ーバ装置であって、
　クライアント装置と、該クライアント装置と通信するデバイスを制御するためのドライ
バのコア機能を拡張するための個別機能を有する拡張機能プログラムを指定する指定手段
と、
　前記クライアント装置のなかから前記指定手段により指定されたクライアント装置に対
して前記指定手段により指定された拡張機能プログラムをサーバ装置からクライアント装
置に対して送信することでインストールさせるインストール手段とを備え、
　前記指定手段は、前記クライアント装置それぞれについて、拡張機能プログラムの制御
対象となるデバイスの指定と、当該デバイスごとに利用が許可される拡張機能プログラム
の指定とが可能であり、
　前記インストール手段は、指定されたクライアント装置について利用が許可されたデバ
イスに対してインストールを許可された拡張機能プログラムを、前記指定されたクライア
ントに対してインストールする。
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【００２２】
更に好ましくは、前記拡張機能プログラムは、その識別子が登録されて前記クライアント
にインストールされ、登録された前記識別子で、前記デバイスのドライバに接続される。
【００２３】
更に好ましくは、前記拡張機能プログラムは、前記クライアント装置のオペレーティング
システムの提供するオブジェクト間通信機能によりサポートされるオブジェクトとして登
録され、前記オブジェクト間通信機能により前記デバイスのドライバに接続され、あらか
じめ定められた形式で呼び出される。
【００２６】
あるいは、上記サーバとクライアントとを接続したネットワークシステムも本発明を構成
する。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用するのに好適である実施形態について説明を行なう。第１の実施形態
ではプル型のプリンタドライバのインストールを実現するネットワークシステムを、第２
の実施形態ではプッシュ型のそれを説明する。また、実施形態においてはプリンタドライ
バのインストールを例として説明するが、周辺デバイス一般のドライバプログラムについ
ても本実施形態を適用できる。さらに、アプリケーションプログラムについても適用する
ことができる。
【００２８】
［第１実施形態］
図１は本発明の実施形態を示すシステムの構成を説明する概略図である。ネットワーク１
００上に、サーバ装置１０２、複数のクライアント装置１０３およびプリンタ１０１が接
続されている。プリンタドライバのインストールは、後述のようにサーバ装置１０２から
クライアント装置１０３に対して行うことが可能となっている。また、不図示であるが、
スキャナ、デジタルカメラ、ファクシミリ、マウス、スピーカ、音源装置、電話、複写機
、などがネットワーク上に接続される。
【００２９】
図２は本発明の実施形態を示す印刷処理システムの構成を説明するブロック図である。な
お、特に断らない限り、ホストコンピュータ（サーバ及びクライアントを含む。）とプリ
ンタ１０１とを接続する形態はＬＡＮ，ＷＡＮ，公衆回線，インターネット等、いかなる
形態であっても適用できる。
【００３０】
図２において、ホストコンピュータ３０００はサーバ１０２あるいはクライアント１０３
に相当し、ＲＯＭ３のプログラム用ＲＯＭあるいは外部メモリ１１に記憶された文書処理
プログラム等に基づいて図形、イメージ、文字、表（表計算等を含む）等が混在した文書
処理を実行するＣＰＵ１を備え、システムバス４に接続される各デバイスをＣＰＵ１が総
括的に制御する。
【００３１】
また、このＲＯＭ３のプログラム用ＲＯＭあるいは外部メモリ１１には、ＣＰＵ１の制御
プログラムであるオペレーティングシステムプログラム（以下ＯＳ）等を記憶し、ＲＯＭ
３のフォント用ＲＯＭあるいは外部メモリ１１には上記文書処理の際に使用するフォント
データ等を記憶し、ＲＯＭ３のデータ用ＲＯＭあるいは外部メモリ１１には上記文書処理
等を行なう際に使用する各種データを記憶する。
【００３２】
ＲＡＭ２は、ＣＰＵ１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。キーボードコントロ
ーラ（ＫＢＣ）５は、キーボード９や不図示のポインティングデバイスからのキー入力を
制御する。ＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）６は、ＣＲＴディスプレイ（ＣＲＴ）１０の
表示を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ）７は、ブートプログラム、各種のアプ
リケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、プリンタ制御コマンド
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生成プログラム（以下プリンタドライバ）等を記憶するハードディスク（ＨＤ）、フロッ
ピー（登録商標）ディスク（ＦＤ）等の外部メモリ１１とのアクセスを制御する。プリン
タコントローラ（ＰＲＴＣ）８は、ネットワーク１００を介してプリンタ１０１に接続さ
れて、プリンタ１５００との双方向通信制御処理を実行する。なお、送信の際に接続プロ
トコルに応じたコマンドを印刷ジョブに付加する場合もある。また、前記コマンドはＯＳ
が自動的に付加する場合もある。
【００３３】
なお、ＣＰＵ１は、例えばＲＡＭ２上に設定された表示情報ＲＡＭへのアウトラインフォ
ントの展開（ラスタライズ）処理を実行し、ＣＲＴ１０上でのＷＹＳＩＷＹＧを可能とし
ている。また、ＣＰＵ１は、ＣＲＴ１０上の不図示のマウスカーソル等で指示されたコマ
ンドに基づいて登録された種々のウインドウを開き、種々のデータ処理を実行する。ユー
ザは印刷を実行する際、印刷の設定に関するウインドウを開き、プリンタの設定や、印刷
モードの選択を含むプリンタドライバに対する印刷処理方法の設定を行なえる。
【００３４】
プリンタ１０１において、プリンタＣＰＵ１２は、ＲＯＭ１４のプログラムＲＯＭに記憶
された制御プログラム等あるいは外部メモリ２１に記憶された制御プログラム等に基づい
てシステムバス１５に接続される印刷部Ｉ／Ｆ１６を介して印刷部（プリンタエンジン）
１７に出力情報としての画像信号を出力する。また、このＲＯＭ１４のプログラムＲＯＭ
には、ＣＰＵ１２の制御プログラム等を記憶する。ＲＯＭ１４のフォント用ＲＯＭには上
記出力情報を生成する際に使用するフォントデータ等を記憶し、ＲＯＭ１４のデータ用Ｒ
ＯＭにはハードディスク等の外部メモリ２１がないプリンタの場合には、ホストコンピュ
ータ上で利用される情報等を記憶している。
【００３５】
ＣＰＵ１２は入力部１８を介してホストコンピュータとの通信処理が可能となっており、
プリンタ内の情報等をホストコンピュータ３０００に通知可能に構成されている。プリン
タドライバから受信したデータはＲＡＭ１３に格納され、制御プログラムにより画像信号
に変換される。なお、通信プロトコルに応じて付加されているコマンドの解釈も制御プロ
グラムにより行なわれる。
【００３６】
ＲＡＭ１３はＣＰＵ１２の主メモリ、ワークエリア等として機能するＲＡＭで、図示しな
い増設ポートに接続されるオプションＲＡＭによりメモリ容量を拡張することができるよ
うに構成されている。なお、ＲＡＭ１３は、出力情報展開領域、環境データ格納領域、Ｎ
ＶＲＡＭ等に用いられる。
【００３７】
前述したハードディスク（ＨＤ）、ＩＣカード等の外部メモリ２１は、メモリコントロー
ラＭＣ２０によりアクセスを制御される。外部メモリ２１は、オプションとして接続され
、フォントデータ、エミュレーションプログラム、フォームデータ等を記憶する。
また、２２は前述した操作パネルで、操作のためのスイッチやＬＥＤ表示器、液晶パネル
等が配されている。また、前述した外部メモリは１個に限らず、少なくとも１個以上備え
、内蔵フォントに加えてオプションフォントカード、言語系の異なるプリンタ制御言語を
解釈するプログラムを格納した外部メモリを複数接続できるように構成されていてもよい
。さらに、図示しないＮＶＲＡＭを有し、操作パネル２２からのプリンタモード設定情報
を記憶するようにしてもよい。
【００３８】
図３は、本実施形態における制御プログラムがホストコンピュータ３０００上のＲＡＭ２
にロードされて実行可能となった状態のメモリマップを示す図である。なお、本実施形態
におけるプリンタドライバのプル型インストールプログラムは、サーバ装置（ａ）とクラ
イアント装置（ｂ）それぞれの、インストール処理関連プログラム３０４および３１４の
一部として存在している。図３において、サーバ、クライアント共に、オペレーティング
システム３０５，３１５と、実行すべき処理に応じたアプリケーション３０１，３１１と
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、インストール処理関連のプログラム３０４，３１４がメモリ上に実行可能な形式で配置
されている。なお、インストールされたドライバは、空きメモリ領域３１２にオペレーテ
ィングシステム３１５の一部としてクライアント装置のメモリに配置される。また、イン
ストール処理のために必要な関連データ領域３０３，３１３もメモリ上に確保される。Ｂ
ＩＯＳ３０６，３１６は、オペレーティングシステムが基本的な入出力を実行する際に呼
び出す各種デバイス制御のためのプログラムである。
【００３９】
図４は、プリンタドライバ４００の構成と、オペレーティングシステム（単にシステムと
も呼ぶ。）４２０からのプリンタドライバの呼び出しとを模式的に示した図である。プリ
ンタドライバ４００は、基本的にはコアモジュール４０１と拡張機能モジュール４１０ｘ
（ｘ＝ａ、ｂ、．．．）で構成される。ただし拡張できる機能がない場合には、機能拡張
モジュールはなく、その数は０となる。
【００４０】
コアモジュール４０１は、システム４２０や不図示のアプリケーションから直接呼び出さ
れるモジュールであり、基本的な印刷設定処理や印刷実行処理を行う。
【００４１】
拡張機能モジュール４１０ｘは、特定の処理を行う差し替え可能な拡張機能モジュールで
あり、必要に応じてコアモジュール４０１からインターフェースＩ／Ｆ４０２を通して呼
び出される。なお、拡張機能モジュール４１０ｘは、ツール（インストーラ）を使ってプ
ラグイン（追加や差し替え）を行うことができ、これによりプリンタドライバの機能の追
加や更新を行うことができる。
【００４２】
コアモジュール４０１が拡張機能モジュール４１０ｘを呼び出すときの呼び出し方として
は、例えば「インターフェース固定方式」「インターフェース登録方式」「ＣＯＭの使用
」などが考えられる。
【００４３】
インターフェース固定方式は、それぞれの機能を呼び出すときのファイル名や関数名、引
数等を予め規定しておく方式である。コアモジュール４０１は、それぞれの機能を必要と
したときに、各規定に従って拡張機能モジュール４１０ｘを呼び出し、拡張機能モジュー
ルがあればその処理を利用する。拡張機能モジュール４１０ｘは、各規定に則った作成を
行うことになる。
【００４４】
この第１の方式においては、たとえば、予め確保された関数名に対して、その関数名に対
応する拡張機能モジュールがインストールされていない場合には、呼び出しに失敗するた
め対応する拡張機能モジュールがインストールされていないと判断される。インストール
された場合には呼び出しに成功するため拡張機能モジュールの持つ処理が実行され、アン
インストールされた場合にはモジュールを削除することでエントリがなくなる。このよう
にすることで、拡張機能モジュールのインストールとアンインストールを実現できる。な
お、拡張機能モジュールのインストールを特にプラグインと呼ぶ。
【００４５】
インターフェース登録方式は、それぞれの機能を呼び出すときのファイル名や関数名をＩ
／Ｆ４０２に登録しておく方式である。コアモジュール４０１はそれぞれの機能を必要と
したときに、Ｉ／Ｆ４０２に登録されているインターフェースを用いて拡張機能モジュー
ル４１０ｘを呼び出す。拡張機能モジュール４１０ｘは、任意のファイル名や関数名を使
って提供することができ、他の拡張機能モジュールとの混在が可能となる。また、既存の
プリンタドライバセットに拡張機能モジュール４１０ｘをプラグインする際は、インスト
ーラはインターフェース登録機能（ＩｎｔｅｒＦａｃｅＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）ＩＦ
Ｒ４０３を通してＩ／Ｆ４０２への登録や更新を行う。
【００４６】
この第２の方式においては、たとえば、Ｉ／Ｆ４０２には関数名とそれに対応する拡張機
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能モジュールのエントリポイントとの対応表が格納される。そして拡張機能モジュールの
インストールに伴い、Ｉ／Ｆ４０２にはその拡張機能モジュールに対応付けられた関数名
およびエントリポイントが登録される。アンインストール時には、アンインストールされ
る拡張機能モジュールに対応するテーブルの項目が削除される。このようなテーブルの保
守機能がＩＦＲ４０３により提供される。拡張機能モジュールは、テーブルに登録された
関数名の呼出しにより実行される。したがってテーブルに登録されている拡張機能モジュ
ールのみがインストールされたものである。
【００４７】
ＣＯＭを使用する方式は、それぞれの機能を呼び出すときの形式はあらかじめ規定してお
き、拡張機能モジュールはＣＯＭコンポーネントとしてシステム４２０に登録する方式で
ある。ＣＯＭ（Component Object Model）とは、米マイクロソフトが策定したオブジェク
ト間通信規約であり、その規約に従うオブジェクトをＣＯＭコンポーネントと呼ぶ。ＣＯ
Ｍを用いた方法では、ＣＯＭの特徴であるロケーションの透過性から、拡張機能モジュー
ルの実体をプリントサーバに持つことなども可能となる。
【００４８】
この第３の方式においては、拡張機能モジュールがインストールされた場合には、そのモ
ジュールはシステム４２０に登録され、アンインストールされたなら登録が削除される。
【００４９】
以上のような方式で、拡張機能モジュール４１０ｘの呼び出しが可能である。また、その
呼びだし方法に応じた方式で、拡張機能モジュールのインストール（プラグイン）もアン
インストールも可能となる。ただしここで挙げた呼び出し方法やインストール（追加）お
よびアンインストール方法は一例であって、これらに限定するものではない。なお、拡張
機能の差し替えはアンインストールとインストールの組み合わせにより実現できる。
【００５０】
なお、Ｉ／Ｆ４０２は、コアモジュール４０１の一部として機能しても良いし、独立した
モジュールであっても構わない。同様に第２の方式において、ＩＦＲ４０３もコアモジュ
ール４０１と一体であっても独立していても構わない。
【００５１】
また、コアモジュール４０１が拡張機能モジュール４１０ｘの呼び出しに失敗した場合、
すなわち該当する拡張機能モジュールが存在しなかった場合は、コアモジュール４０１に
てコモン処理を行うか、若しくは該当する機能処理をスキップして処理を進める。
【００５２】
また、コアモジュール４０１と拡張機能モジュール４１０ｘとの機能は、設計により様々
に切り分けることができる。例えば、基本となるコモン処理はコアモジュールで行い、特
定の個別機能のみを拡張機能モジュールとして独立させることが可能である。ここでコモ
ン処理としては、例えば、オペレーティングシステムにより標準的に提供されるプリンタ
の機能を遂行するための処理が含まれる。たとえばプリンタで処理可能なコマンド体系に
プリントデータを変換するための処理などがある。また拡張機能モジュールとして提供さ
れる特定の個別機能としては、たとえば、デバイス（プリンタ）との通信、色処理、ユー
ザインターフェース（ＵＩ）、レンダリング処理等の機能がある。
【００５３】
あるいは、コアモジュールはシステムからの呼び出しのみを処理するラッパー（Ｗｒａｐ
ｐｅｒ）とし、プリンタドライバにより提供される実体的な機能全て、すなわち処理全体
の流れを管理する部分も拡張機能モジュールに置くことも可能である。
【００５４】
なお、以上説明した仕組みは、プリンタドライバという枠に限ったものではなく、他のユ
ーティリティを含めたプリンティングシステムにも適用できるし、さらにはプリンティン
グシステム以外の他のシステムにも適用可能であることはいうまでもない。
【００５５】
図５は、たとえば特定ユーザ向けにカスタマイズしたプリンタドライバセットなど、拡張
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機能モジュールにより機能を拡張したプリンタドライバの構成の一例を示す図である。図
４と比べ、拡張機能モジュールＡが拡張機能モジュールＡ'により差し替えられ、拡張機
能モジュールＣが追加されている。ここで、拡張機能モジュールＡ'の差し替えは、既存
の拡張機能モジュールと同一のＩ／Ｆを用いつつその処理内容を変えることができること
を意味する。また、拡張機能モジュールＣの追加は、特定の処理の追加、若しくは特定処
理のフックができることを意味している。このように、拡張機能モジュールの組み合わせ
を変えることで、特殊機能を追加したり特定の機能をマスクしたカスタマイズプリンタド
ライバセットを提供することが容易に行える。
【００５６】
図６は、拡張機能モジュールをプラグインする様子を示した図である。既存のプリンタド
ライバセット６０１に対して、インストーラを使って拡張機能モジュールＡ'と拡張機能
モジュールＣの２つの拡張機能モジュール６０２をプラグインする処理を示している。こ
こで、拡張機能モジュールＡ'は既存の拡張機能モジュールＡと同じインターフェースを
持っており、プラグインによって拡張機能モジュールＡと差し替えられる。また拡張機能
モジュールＣは、それに相当する既存のモジュールがないので追加される。プラグインの
結果として、プリンタドライバセットはプリンタドライバ６０３のような構成となる。拡
張機能モジュールの差し替えや追加は、上述した３方式のいずれかに従って行われる。
【００５７】
＜管理テーブルの作成＞
図７は、本実施形態におけるサーバ１０２における処理をフローチャートにて図示したも
のである。ここではＩＴマネージャによる操作に従ったプリンタ管理の処理について記述
する。図７の処理はＩＴマネージャ等のオペレータによる操作をきっかけとして開始され
る。図７の手順により、図８に示す管理テーブル８０１を作成する。
【００５８】
最初に、ステップＳ７０１においてネットワークに接続されているプリンタの情報を検索
し、取得する。このとき、出力ポートなどの環境や、必要なプリンタドライバも合わせて
収集し、管理する。プリンタの情報は、通常プリンタをネットワークに接続する際に入力
されている。このプリンタの情報には、たとえば出力ポート（ＩＰネットワークであれば
ＩＰアドレスなど）やプリンタの識別子等が含まれる。またプリンタドライバの収集は、
たとえば、サーバに格納されたドライバプログラムのファイル等の内、ネットワークに接
続されたプリンタに適合するもの、たとえば識別子が一致するものなどを選び出してその
ファイルの所在等を特定することで行う。識別子の一致は、例えばそのプリンタがサーバ
にインストールされているならば、インストールによって対応付けられたプリンタとプリ
ンタドライバとの対応関係に基づいて判定できる。また、ＩＴマネージャにより、プリン
タとそのドライバとの対応を指定させて、指定されたプリンタドライバを必要なものとし
て収集することもできる。
【００５９】
さらに、プリンタドライバが特定されると、そのドライバに付加できる拡張機能モジュー
ルも特定される。これもまたプリンタの識別子等を拡張機能モジュールのプログラムファ
イルの一部などとして持たせておくことで実現できる。収集できるのは、サーバに用意さ
れているドライバプログラム（コアモジュール）や、拡張機能モジュールについての情報
（名称や所在、対応ドライバ識別子、対応プリンタ識別子等）である。
【００６０】
次に、ステップＳ７０２において、ネットワークに接続されているクライアント装置の管
理リストを作成する。ここでは、ＩＴマネージャが管理対象となるクライアントをマニュ
アルで登録しても良いし、サーバが、その管轄範囲内に存在するすべてのクライアント装
置の情報、たとえば識別子やアドレス等の情報を収集することもできる。なお、クライア
ント個別の管理を行う必要がなければ、管理リストは特になくても良い。その場合には、
ステップＳ７０３も行われない。
【００６１】
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次に、ステップＳ７０３において、図８に例示するような管理テーブル８０１を作成する
。ここでは、管理テーブル８０１には、ステップＳ７０１で収集したプリンタ情報及びス
テップＳ７０２で作成した管理リストに基づいて、その管理リストに含まれる各クライア
ントに対して使用許可しているプリンタ及び拡張機能が登録される。この詳細を図１５に
示す。
【００６２】
ＩＴマネージャは、管理テーブルの作成を図９に例示するようなユーザインターフェース
（ＵＩ）で行う。そのためにまず、サーバ１０２は、管理リストに基づいてクライアント
の識別子及びアドレスを図９のクライアント欄９０１に表示し、プリンタ情報に基づいて
、プリタの識別子及び出力ポート番号（アドレス）をプリンタ欄９０２に、拡張機能モジ
ュールを機能欄９０３にそれぞれ表示する（ステップＳ１５０１）。プリンタの種類が相
異なる場合にはその拡張機能もまた相異なることもあり得るため、複数種類のプリンタが
ネットワークに接続されている場合には、全ての拡張機能モジュールを同時に機能欄９０
３に表示しても良いし、プリンタ欄９０２から選択されたプリンタに対応する拡張機能モ
ジュールのみを機能欄９０３に表示しても良い。前者の場合には、プリンタと選択可能な
拡張機能モジュールとの対応関係を明瞭にするために、プリンタごとに独立した欄に表示
するなどして識別性を高めることが望ましい。
【００６３】
このようにして各欄を表示した後、ＩＴマネージャに管理テーブルの設定を行わせる。設
定はクライアントごとに行われる。そのためにまずクライアントを選択させる（ステップ
Ｓ１５０２）。図９の例ではクライアントＢが選択されている。
【００６４】
クライアントが選択された際に、既存の管理テーブルがあれば（ステップＳ１５０３－Ｙ
ＥＳ）、その内容（すなわち現在の各クライアントの設定）を読み込み、選択されている
クライアントについての設定を表示する（ステップＳ１５０４）。すなわち、ＩＴマネー
ジャによりクライアント欄９０１から選択されたクライアントに対して、そのクライアン
トについて利用許可となっているプリンタと拡張機能が、それぞれプリンタ欄９０２と機
能欄９０３の一覧リストの中でチェック付で表示される。図９の例では、選択されたクラ
イアントＢに対して利用許可となっているプリンタＡ，Ｂと拡張機能モジュールＥが、そ
れぞれチェック付で表示される。
【００６５】
オペレータはクライアント欄の選択クライアントを変更することで、各クライアントの状
態を見ることができる。初めての設定の時にはいずれの割り当てもされていないので、ど
のクライアントにどのプリンタとどの機能をインストール許可するかをゼロから設定する
ことになる。なお、管理対象とするクライアントの追加をこのＵＩ上から行っても良い。
【００６６】
このように現状の設定が表示されたなら、それに基づいてＩＴマネージャは注目（すなわ
ち選択されている）クライアントに対して利用を許可するプリンタ及び拡張機能モジュー
ルにチェックマークを付して、利用可能とする旨設定する（ステップＳ１５０５）。
【００６７】
このときに、入力がクライアント選択であれば、選択されたクライアントについてステッ
プＳ１５０３以降の手順を繰り返す。また、「ＯＫ」ボタンが押されたなら、その時点で
入力されている設定を管理テーブル８０１として保存する。すなわち、各クライアントに
ついてチェックされたプリンタと拡張機能モジュールとを対応付けて、図８の管理テーブ
ル８０１を構成し、それを格納する（ステップＳ１５０７）。「キャンセル」ボタンが押
されたなら管理テーブルを変更せずに処理を終了する。
【００６８】
なお、ステップＳ７０１で収集したプリンタ情報に含まれていないプリンタや、ステップ
Ｓ７０２で作成した管理リストに含まれていないクライアント装置が既存の管理テーブル
に含まれている場合、それらはネットワークから切り離されたものとして管理テーブルか
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ら削除してもよい。あるいは既存の管理テーブルの内容を優先し、ＩＴマネージャに扱い
をゆだねても良い。
【００６９】
＜ドライバあるいは拡張機能モジュールのプルインストール＞
図１０は、本実施形態におけるクライアントおよびサーバでの処理を示すフローチャート
である。ここではクライアントユーザがプルインストールを行う際の処理について記述す
る。プルインストールとは、サーバ等の装置に格納されているインストール対象のプログ
ラムを、クライアントから要求してクライアント自身にインストールさせる処理である。
すなわち、プログラムのダウンロード要求、ダウンロード、インストールという一連の処
理を含む。
【００７０】
図１０において、最初に、ステップＳ１００１において、クライアント１０３からサーバ
１０２に対してクライアント自身の識別子とともに、自分が利用可能なプリンタや拡張機
能についての利用可能な機器の情報の問合せを送信し、その利用可能機器情報、すなわち
利用可能なプリンタと拡張機能モジュールのリストを取得する。このときサーバ１０２は
、サーバ１０２が管理している管理テーブルから該当するクライアントの情報を選択して
返す。
【００７１】
ステップＳ１００１にて情報を取得した場合、次にステップＳ１００２において取得した
情報をクライアントの表示画面上に表示する。そしてそのクライアントにより利用可能な
プリンタまたは拡張機能モジュールを選択させる。
【００７２】
次にステップＳ１００３において、選択されたドライバまたは拡張機能モジュールのプル
インストールを実行する。図１１は、プルインストールを実行するためのＵＩ例を示した
ものであり、インストール開始ボタン１１０１の押下をトリガとしてステップＳ１００３
のプルインストールが開始される。ステップＳ１００３の詳細を図１４に示す。なお、図
１４及びその説明において「拡張機能モジュール」のインストールについて説明している
が、ドライバのコアモジュールについても全く同様である。
【００７３】
図１４において、まずクライアントはサーバに対してインストール要求を発行する（ステ
ップＳ１４０１）。その際に、ステップＳ１００２で選択されたプリンタと拡張機能モジ
ュールを指定する情報を送信する。また同時にクライアントにおいて新たにインストール
されるモジュールを受信しインストールを行うプラグイン受付モジュールをメモリにロー
ドしておく。
【００７４】
それを受信したサーバ１０２は、サーバ１０２が管理している管理テーブルから該当する
クライアントに係る指定された情報を取得し（ステップＳ１４１１）、登録されているプ
リンタドライバや拡張機能モジュールを要求元のクライアントのプラグイン受付モジュー
ルに対して送信する（ステップＳ１４１２）。サーバ１０２はクライアントからインスト
ール完了通知を受信するか、あるいは一定時間経過したか判定し（ステップＳ１４１３）
、いずれかに該当すれば処理を終了する。
【００７５】
一方クライアント１０３は、サーバ１０２からインストールすべきモジュールの受信をし
、インストール要求後一定時間経過したならインストール処理を中止する（Ｓ１４０２－
タイムアウト）。正常に受信できた場合には、それをすべて受信し（ステップＳ１４０４
）、プラグイン受付モジュールを実行してインストールする。インストールされるモジュ
ールが拡張機能モジュールの場合には、前述したように３つの方法の内のいずれか予め定
められた方法でインストールされコアモジュールと結合される。また、コアモジュールの
場合には、通常のデバイスドライバと同じ要領でインストールされる。またインストール
と合わせて出力ポート等の環境設定を行う。
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【００７６】
インストールが終了したなら、プラグイン受付モジュールをアンロードし（ステップＳ１
４０５）、サーバ１０２へインストールが完了した旨通知する（ステップＳ１４０６）。
【００７７】
以上で、クライアントへのプルインストールが完了する。
【００７８】
以上のようにして、デバイスドライバのプルインストールを行う際に、そのドライバを機
能単位に分割してインストール可能な機能モジュールとして用意しておくことで、クライ
アントでは必要な機能のみをインストールすることができる。
【００７９】
また、サーバでは、クライアントごとに利用を許可するドライバや機能を指定しておくこ
とができる。クライアントでは、許可された範囲内で、インストールする機能を選択でき
る。
【００８０】
このために、インストールをクライアント端末のオペレータに任せておいても、クライア
ントの管理を行うことができる。
【００８１】
また、クライアントユーザは特別な知識なしにインストールの指示を行うだけでプログラ
ムをインストールできるので、特別な教育も必要なければ、それらのクライアント装置ま
で出向いてプリンタドライバをインストールする必要もなくなる。
【００８２】
更に、ＩＴマネージャはサーバにおける管理テーブルの保守を行うことで、クライアント
毎にプリンタや機能の使用制限をしたりカスタマイズをしたりなどの管理を行うことが可
能となり、管理の集中化および簡易化が可能となるという効果がある。
【００８３】
さらに、本実施形態ではコアモジュールがロードされていても拡張機能モジュールの更新
は可能なので、システム（ＯＳ）やアプリケーションの影響を受けずに、リブートするこ
となくプリンタドライバの更新作業が可能となる。
【００８４】
このように、拡張機能モジュールのみをプラグインすることによって、プリンタドライバ
の機能更新を容易に行うことができる。
【００８５】
［第１実施形態の変形例１］
サーバでのプリンタや拡張機能の管理において、機能がプリンタに依存している場合もあ
る。
【００８６】
図１２に示したのは、図９と比べて拡張機能がプリンタに依存している場合のＵＩ例であ
る。すなわち、クライアント欄１２０１からクライアントを選ぶとそのクライアントに付
随した情報が表示されるのは同じだが、プリンタ及び機能欄１２０２から、利用するプリ
ンタを選択するとともにプリンタごとに従属する拡張機能を選択することが可能となる。
本実施形態では、プリンタを利用可能としない場合は従属する拡張機能の設定は意味を持
たないので、図１２においては、プリンタＣはクライアントＢに対して利用許可されてお
らず、したがってその拡張機能はグレイ表示によって選択できないように表示することも
可能である。
【００８７】
ＩＴマネージャはこのＵＩ１２００を通して管理テーブルを作成し、クライアントユーザ
からのプルインストール要求を受けたときは、前記管理テーブルに応じたプリンタドライ
バ及び拡張機能モジュールのインストールを行う。なお、管理テーブルは、クライアント
ごとに利用可能なプリンタが対応付けられ、さらに、そのプリンタごとに利用可能な機能
が対応付けられたフォーマットとなる。
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【００８８】
［第１実施形態の変形例２］
本変形例では、サーバ上ではクライアントごとの制限は行わずに単に利用可能なプリンタ
と拡張機能を管理し、クライアントユーザが必要なプリンタと拡張機能を選択して利用す
る形態の場合の処理フローを説明する。
【００８９】
図１３はクライアントユーザが、必要なプリンタと拡張機能を選択してプルインストール
するためのＵＩを示す図である。本実施形態でのクライアントでの処理の流れを、図１０
のフローチャートを使って説明する。
【００９０】
最初にＳ１００１において、サーバが管理しているプリンタおよび拡張機能の一覧情報を
取得する。取得される一覧は、管理テーブルによって制限されていない、プリンタと拡張
機能モジュールの一覧である。
【００９１】
次にＳ１００２において、取得した情報を図１３に例示したようなＵＩに表示する。ＵＩ
例のように、プリンタおよび拡張機能をそれぞれ選択可能であるものとする。
【００９２】
次にＳ１００３において、インストールボタンの押下によりプルインストールを開始する
。このとき、クライアントはインストールしたいプリンタ及び拡張機能の一覧をサーバに
対して要求し、サーバは該当するプリンタドライバや拡張機能モジュールを要求元のクラ
イアントにインストールする。また合わせて出力ポート等の環境設定を行うのは前述した
実施形態と同じである。
【００９３】
なお、プルインストール開始のトリガを、インストールボタンの押下ではなく、プリンタ
や拡張機能リストからのドラッグ＆ドロップによる直感的な操作にすることも可能である
。
【００９４】
［第１実施形態の変形例３］
実施形態における利用許可対象のドライバや機能モジュールの設定は、本例ではクライア
ントごとに行われるが、すべてのクライアントに対して共通の設定をする場合には、図９
のクライアント欄９０１の表示は不要となり、すべてのクライアントについて共通の設定
がされて、管理テーブルも全てのクライアントについて共通のものが作成される。
【００９５】
［第１実施形態の変形例４］
図１０において、ステップＳ１００１，Ｓ１００２で、インストール対象のモジュールを
限定しているが、あらかじめインストール可能なモジュールをクライアントにおいて指定
しておけば、これらステップは不要となる。
【００９６】
［第１実施形態の変形例５］
本実施形態においては、ドライバをインストールされるデバイスはネットワークに接続さ
れるネットワークデバイスであるが、クライアントに接続されたローカルデバイスを対象
とすることもできる。第２実施形態でも同様である。
【００９７】
［第２実施形態］
第２の実施形態として、サーバ１０２においてクライアント１０３へのドライバ等のイン
ストール処理を起動する、いわゆるプッシュインストール処理のシステムを説明する。本
実施形態では、ネットワークシステムの構成や、管理テーブル８０１の構成および作成手
順等は第１実施形態と同一である。
【００９８】
＜ドライバあるいは拡張機能モジュールのプッシュインストール＞
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図１６は、本実施形態におけるサーバにおける処理のフローチャートである。操作はサー
バ装置側のみで行われるため、ここではＩＴマネージャによるサーバ装置での操作および
サーバの処理を記述する。
【００９９】
最初に、ステップＳ１６０１においてネットワークに接続されているプリンタの情報を検
索し、取得する。このとき、出力ポートなどの環境や、必要なプリンタドライバも合わせ
て収集し、管理する。
【０１００】
次に、ステップＳ１６０２においてネットワークに接続されているクライアント装置の情
報を検索し、取得する。ここでは、サーバの管轄内に存在するすべてのクライアント装置
の情報を収集しても良いし、あるいはあらかじめ管理対象として登録おいたクライアント
装置に対して情報取得を行っても良い。取得する情報としては、現在各クライアントがサ
ーバの管理下にあるか（ネットワークにつながっているか）、各クライアントで利用して
いるプリンタの機種・ドライバのバージョン・拡張機能等、を対象とする。
【０１０１】
次に、ステップＳ１６０３において、図８に例示するような管理テーブルを作成する。こ
こでは、クライアント毎に使用しているプリンタ及び拡張機能を管理している。さらに図
９に例示するようなＵＩを表示し、ＩＴマネージャに各クライアントにインストールする
プリンタや機能を設定させる。ここでは、まず図８の管理テーブルの内容、すなわち現在
の各クライアントの状態が表示される。クライアント欄９０１で任意のクライアントを選
択すると、そのクライアントで利用可能なプリンタと拡張機能が、それぞれプリンタ欄９
０２と機能欄９０３の一覧リストの中でチェック付で表示される。これは第１実施形態と
同様である。クライアント欄９０１の選択されたクライアントを変更することで、各クラ
イアントの状態を見ることができる。なお、現在ネットワークに接続されていないクライ
アントは、その状態がわかるようにしても良い。例えばクライアントＤのようにグレイ表
示することで表示することが可能である。また禁止を示すマークを付すことなどでも表示
できる。
【０１０２】
ここでチェックを変更することによって最終的なクライアントの構成が決定され、その情
報は管理テーブル８０１に反映される。初めての設定の時にはいずれのドライバも入って
いないので、どのクライアントにどのプリンタとどの機能をインストールするかをゼロか
ら設定することになる。
【０１０３】
次にステップＳ１６０４において、サーバに表示される図１１のインストールボタン１１
０１の押下によりプッシュインストールを行う。図８の管理テーブル８０１に従い、サー
バで管理するプリンタドライバ（コアモジュール及び拡張機能モジュール）を各クライア
ントに一括インストールし、合わせて出力ポート等の環境設定を行う。なおひとつの拡張
機能モジュールが、実際には複数のプログラムファイルから構成されるような場合、既に
インストールされている分を除き、差分のみをインストールしても構わない。これは第１
実施形態でも同様である。
【０１０４】
次に、ステップＳ１６０５においてインストール結果の表示を行う。クライアント装置に
ドライバが更新された旨を表示したり、サーバには更新終了や更新が失敗した旨の情報を
表示したりする。クライアント装置がネットワークに接続されていない場合や印刷中の場
合はインストールに失敗することがあるが、サーバは失敗の情報を受け取ることで、ＩＴ
マネージャが後で処理を行うなりサーバ装置が一定時間後に再試行するなりしかるべき対
策を行うための判断材料として利用可能である。
【０１０５】
なお、操作画面例ではクライアント個別の対応例を示したが、複数のクライアントをまと
めて（例えば部署単位やフロア単位で）更新するようにすることも可能であることは言う
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までもない。
【０１０６】
図１７は、図１６のステップＳ１６０４の詳細を示す図である。
【０１０７】
まずサーバにおいてインストールされるドライバ或いは拡張機能モジュールについてイン
ストールの指示が与えられると、それらを指定してインストール準備要求を、インストー
ル対象のクライアントに対して発行する（ステップＳ１７１１）。
【０１０８】
クライアントはその要求を受信して認識すると（ステップＳ１７０１）、準備が完了した
旨応答し（ステップＳ１７０２）、プラグイン受付モジュールをメモリにロードする（ス
テップＳ１７０３）。ステップＳ１７０２とステップＳ１７０３とは順序が逆でも良い。
この後、サーバからのコアモジュールや拡張機能モジュールのダウンロードを待つ。
【０１０９】
一方サーバは、クライアントからの準備完了応答の有無を判定し（ステップＳ８１７１２
）、応答がなければステップＳ１７１４からステップＳ１７１２へと分岐して応答を待つ
。一定時間経過すればタイムアウトとなり処理は中止される。
【０１１０】
クライアントから準備完了応答があれば、クライアントに対して、指定されたコアモジュ
ール或いは拡張機能モジュールを送信する（ステップＳ１７０３）。そして、クライアン
トからのインストール完了通知を待つ（ステップＳ１７１４）。なお、図１７では、完了
通知を受信しない限りステップＳ１７１３における送信を繰返し行うことになるが、送信
自体が成功している場合には、送信は繰り返す必要はない。
【０１１１】
クライアントではサーバから送信されるモジュールを待ち、それを受信すると（ステップ
Ｓ１７０４）、プラグイン受付モジュールによりインストールする。これはステップＳ１
６０４で説明したとおりであり、拡張機能モジュールについては、第１実施形態で説明し
た３つの方法のいずれかあらかじめ決められた方法にしたがってインストールされる（ス
テップＳ１７０５）。
【０１１２】
インストールが終了したなら、プラグイン受付モジュールをアンロードし（ステップＳ１
７０６）、サーバへインストール完了通知を送信する（ステップＳ１７０７）。
【０１１３】
以上のようにしてプッシュインストールが完了する。このシステム構成および処理手順に
より、クライアント装置へのプリンタドライバのインストールは、サーバにおける操作の
みで一括して可能となる。そのため、クライアント側の操作が必要なく、簡易、かつ安全
にプログラムをクライアントにインストールできる。この結果クライアントユーザに対す
る教育も必要なければ、それらのクライアント装置まで出向いてプリンタドライバをイン
ストールする必要もなくなる。
【０１１４】
更に、ＩＴマネージャはサーバにおける管理テーブルの保守を行うことで、クライアント
毎にプリンタや機能の使用制限をしたりカスタマイズをしたりなどの管理を行うことが可
能となり、管理の集中化および簡易化が可能となるという効果がある。
【０１１５】
更に、プリンタドライバの新規インストールだけでなく、ドライバ機能の追加や変更もリ
ブートなしに容易に一括処理することが可能となり、またすべてのクライアント装置の間
でバージョン等の整合を取ることが容易に実現できるという効果がある。
【０１１６】
更に、カスタマイズ版プリンタドライバセットが容易に作成可能となる効果がある。
【０１１７】
［第２実施形態の変形例］
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なお、第１実施形態の変形例は、すべて第２実施形態にも適用できる。
【０１１８】
また、サーバ上でのＩＴマネージャの操作として、管理テーブルを作成する代わりに、ド
ラッグ＆ドロップによる直感的な操作を行うこともできる。たとえば、ネットワーククラ
イアントのリストと、プリンタのリストと、拡張機能モジュールのリストとを表示してお
き、その中からインストールしたいプリンタを選択し、それを対象とするクライアントに
ドラッグ＆ドロップすることでプッシュインストールを実行させるトリガとすることもで
きる。拡張機能についても同様である。これは第１実施形態にも適用可能である。
【０１１９】
なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【０１２０】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても達成される。
【０１２１】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコード自体およびプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１２２】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を
行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１２３】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わ
るCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれる。
【０１２４】
［その他の実施態様］
本件発明に係るネットワークシステムにおいては、サーバ装置は、ネットワークに接続さ
れている前記プリンタの情報を管理するプリンタ管理手段と、基本処理を行うコアモジュ
ールと、該コアモジュールに呼び出されて特定機能の処理を行う０個以上の拡張機能モジ
ュールとで構成されるプリンタドライバであって、管理対象となった前記プリンタ用のプ
リンタドライバを管理するプリンタドライバ管理手段と、ネットワークに接続されている
前記クライアント装置を管理するクライアント管理手段と、要求を発行した前記クライア
ント装置に対して前記プリンタドライバをインストールするダイナミックインストール手
段とを有し、
クライアント装置は、前記サーバ装置へ、自身へのプリンタドライバのインストール要求
を発行する手段と、前記サーバ装置から受信した前記プリンタドライバを自らの記憶装置
にインストールする手段とを有する。
【０１２５】
さらに、本件発明に係るプリンタドライバにおいては、前記拡張機能モジュールはプラグ
イン（追加や差し替え）を行う手段と、前記プラグインによっても前記コアモジュールは
新しい前記拡張機能モジュールの機能を利用可能とする手段とを有し、前記プラグインに
よってドライバ機能の拡張を可能とする。
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【０１２６】
さらに本件発明に係るプリンタドライバにおいては、ドライバセットに内包する前記拡張
機能モジュールの構成を変えることで、異なる機能や制限を設けたプリンタドライバ、す
なわちカスタマイズされたプリンタドライバセットを作成することが可能である。
【０１２７】
さらに本件発明に係るサーバ装置は、クライアント毎にインストールするプリンタを制御
（選択）する手段と、クライアント毎にインストールする拡張機能を制御（選択）する手
段とを有する。
【０１２８】
さらに本件発明に係るサーバ装置は、自身が管理している前記プリンタおよび前記拡張機
能それぞれのリストを前記クライアントに公開し、前記クライアントによるそれぞれの選
択を可能とさせる手段とを有する。
【０１２９】
さらに本件発明に係るクライアント装置は、サーバにより公開されているプリンタ一覧お
よび拡張機能一覧から必要なものを選択する手段と、前記選択した前記プリンタおよび前
記拡張機能のインストール要求をサーバに発行する手段とを有する。
【０１３０】
さらに本件発明に係る前記プリンタドライバ管理手段は、管理対象となるプリンタに応じ
たプリンタドライバ、および拡張機能モジュールを取得する手段と、取得した前記プリン
タドライバ、および拡張機能モジュールをサーバメモリ上に保存する手段と、インストー
ル実行時に必要とされるプリンタドライバを選択する手段とを有する。
【０１３１】
さらに本件発明に係る前記ダイナミックインストール手段は、前記クライアント装置に対
してサーバ装置で設定したプリンタ、若しくはクライアント装置で選択したプリンタの前
記プリンタドライバを送信する手段と、前記クライアント装置に対して出力ポートなどの
環境設置を行う手段とを有する。
【０１３２】
さらに本件発明に係る前記ダイナミックインストール手段は、プリンタドライバセット全
体をインストールする手段と、特定の拡張機能モジュールのみを選択してインストールす
る手段とを有する。
【０１３３】
さらに本件発明に係る前記プリンタ管理手段は、ネットワーク上のプリンタを検索する手
段と、検索したプリンタから名称とＩＰアドレスを取得する手段とを有する。
【０１３４】
さらに本件発明に係る前記プリンタは、サーバからの検索処理に応じて名称とＩＰアドレ
スを返す手段とを有する。
【０１３５】
さらに本件発明に係る前記クライアント管理手段は、ネットワーク上のクライアント装置
を検索する手段と、検索したクライアント装置から名称とＩＰアドレスを取得する手段と
を有することで情報の自動取得を行うか、またはサーバ装置にて管理者が手入力で情報を
作成する。
【０１３６】
さらに本件発明に係る前記クライアント装置は、サーバからの検索処理に応じて名称とＩ
Ｐアドレスを返す手段と、サーバからの検索処理に応じてインストール済みのモジュール
の種類などを返す手段とを有する。
【０１３７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、クライアントにインストールするデバイスドライ
バの機能を、サーバ等において一元的に管理できるため、管理の効率化やネットワーク全
体における機能の整合による不具合の発生防止、クライアントユーザの操作によるシステ
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することに起因する不都合を防止することができる。
【０１３８】
さらに、クライアントユーザはサーバに任せておくだけであるいはドライバインストール
の要求を発行するだけで、またはサーバが管理しているプリンタから利用したいものを選
択してから要求を発行するだけで、自分のクライアント装置へのインストールや環境設定
が自動的に行われる。そのためユーザには特別な知識も難しい操作も必要ないという効果
がある。
【０１３９】
更に、クライアント毎にプリンタや機能の使用制限をしたりカスタマイズをするといった
クライアントごとの個別の管理を一元的に行うことが可能となる効果がある。更に、カス
タマイズ版プリンタドライバセットが容易に作成可能となる効果がある。
【０１４０】
更に、プリンタドライバの新規インストールだけでなくドライバ機能の追加や変更もリブ
ートなしに容易に処理することが可能となる効果がある。
【０１４１】
また、サーバからプッシュインストールすることで、クライアント装置へのプリンタドラ
イバのインストールは、サーバからリモート処理で行うことが可能となるため、クライア
ント側の操作が必要なく、クライアントユーザの教育やクライアント装置まで出向くこと
など、従来要していた労力を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す印刷処理システムの構成例である。
【図２】実施形態に係る印刷処理システムの内部構成を説明するブロック図である。
【図３】実施形態におけるＲＡＭ２のメモリマップを示す図である。
【図４】実施形態におけるプリンタドライバの構成、及びシステムとの関係を示す図であ
る。
【図５】実施形態におけるカスタマイズしたプリンタドライバセットの提供例を示す図で
ある。
【図６】実施形態におけるプラグイン・インストールによるドライバ構成の変遷を示す図
である。
【図７】実施形態における管理テーブルの保守処理を示すフロー図である。
【図８】実施形態における情報管理テーブルの一例を示した図である。
【図９】実施形態におけるＩＴマネージャがプリンタとクライアントの管理を行うための
ＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１０】第１実施形態におけるクライアントでのプルインストール処理を示すフロー図
である。
【図１１】実施形態におけるクライアントユーザがプルインストール処理を実行するため
のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１２】実施形態におけるＩＴマネージャがプリンタとクライアントの管理を行うため
のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１３】実施形態におけるクライアントユーザがプルインストール処理を実行するため
のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１４】第１実施形態におけるサーバおよびクライアントにおけるプルインストール処
理手順のフロー図である。
【図１５】実施形態のサーバにおける管理テーブルの作成手順の詳細のフロー図である。
【図１６】第２実施形態におけるサーバでのプッシュインストール処理を示すフロー図で
ある。
【図１７】第２実施形態におけるサーバおよびクライアントにおけるプッシュインストー
ル処理手順のフロー図である。
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