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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共有設定されたプリンタを管理するサーバ装置と、ネットワークを介して通信可能なク
ライアント装置であって、
　前記共有設定されたプリンタについてのパッケージポイントアンドプリントの処理の完
了を示す当該クライアント装置内のスプーラからの通知に応じて、前記パッケージポイン
トアンドプリントの処理により当該クライアント装置にインストールされているデバイス
ドライバに関するモジュール構成情報を収集する収集手段と、
　前記収集手段が収集した前記モジュール構成情報を前記サーバ装置に送信するモジュー
ル構成情報送信手段と、
　当該クライアント装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール
構成と、前記サーバ装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール
構成と、の差異を補完する補完データを前記サーバ装置より受信する補完データ受信手段
と、
　前記補完データ受信手段が受信した補完データに基づき、前記デバイスドライバに関す
るモジュール構成を補完する補完手段と、
を有することを特徴とするクライアント装置。
【請求項２】
　前記補完手段は、前記補完データに基づき、
　前記サーバ装置にインストールされているデバイスドライバにしかない不足モジュール
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をインストールする、又は
　当該クライアント装置にインストールされているデバイスドライバのモジュールを、前
記モジュールより更新時刻が新しい更新モジュールで上書きする
ことを特徴とする請求項１に記載のクライアント装置。
【請求項３】
　前記サーバ装置から受け取ったデータに基づきクライアント装置のモジュール構成情報
に存在する少なくとも１つの余剰モジュールをアンインストールするアンインストール手
段を更に有することを特徴とする請求項１又は２に記載のクライアント装置。
【請求項４】
　共有設定されたプリンタを管理するサーバ装置と、ネットワークを介して通信可能なク
ライアント装置における情報処理方法であって、
　前記共有設定されたプリンタについてのパッケージポイントアンドプリントの処理の完
了を示す前記クライアント装置内のスプーラからの通知に応じて、前記パッケージポイン
トアンドプリントの処理により前記クライアント装置にインストールされているデバイス
ドライバに関するモジュール構成情報を収集する収集ステップと、
　前記収集ステップが収集した前記モジュール構成情報を前記サーバ装置に送信するモジ
ュール構成情報送信ステップと、
　前記クライアント装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール
構成と、前記サーバ装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール
構成と、の差異を補完する補完データを前記サーバ装置より受信する補完データ受信ステ
ップと、
　前記補完データ受信ステップが受信した補完データに基づき、前記デバイスドライバに
関するモジュール構成を補完する補完ステップと、
を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　前記補完ステップでは、前記補完データに基づき、
　前記サーバ装置にインストールされているデバイスドライバにしかない不足モジュール
をインストールする、又は
　前記クライアント装置にインストールされているデバイスドライバのモジュールを、前
記モジュールより更新時刻が新しい更新モジュールで上書きする
ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理方法。
【請求項６】
　前記サーバ装置から受け取ったデータに基づきクライアント装置のモジュール構成情報
に存在する少なくとも１つの余剰モジュールをアンインストールするアンインストールス
テップを更に含むことを特徴とする請求項４又は５に記載の情報処理方法。
【請求項７】
　共有設定されたプリンタを管理するサーバ装置と、ネットワークを介して通信可能なコ
ンピュータに、
　前記共有設定されたプリンタについてのパッケージポイントアンドプリントの処理の完
了を示す前記コンピュータ内のスプーラからの通知に応じて、前記パッケージポイントア
ンドプリントの処理により前記コンピュータにインストールされているデバイスドライバ
に関するモジュール構成情報を収集する収集ステップと、
　前記収集ステップが収集した前記モジュール構成情報を前記サーバ装置に送信するモジ
ュール構成情報送信ステップと、
　前記コンピュータにインストールされているデバイスドライバに関するモジュール構成
と、前記サーバ装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール構成
と、の差異を補完する補完データを前記サーバ装置より受信する補完データ受信ステップ
と、
　前記補完データ受信ステップが受信した補完データに基づき、前記デバイスドライバに
関するモジュール構成を補完する補完ステップと、
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を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、予めサーバ（サーバ装置）にインストールされているデバイスドライバをダウン
ロードしてインストールを行い、クライアント（クライアント装置）で利用可能にする「
ダウンロードインストール」技術が開発されている。
【０００３】
　デバイスドライバの中でも、プリンタドライバを例に取ると、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商
標）オペレーティングシステムにおけるポイントアンドプリント（Ｐｏｉｎｔ＆Ｐｒｉｎ
ｔ）がその一例として良く知られている。
【０００４】
　例えば、クライアントでユーザがポイントアンドプリントの指示を行うと、クライアン
トはポイントアンドプリントの際に、リモートプロシージャコール（ＲＰＣ）の「ｔｒｕ
ｅ　ｃｏｎｎｅｃｔ」プリンタ接続を作成する。
【０００５】
　ＲＰＣ接続が作成されると、プリントサーバからクライアントへプリンタドライバと、
プリンタとの設定がダウンロードされる。更に、クライアントはプリントサーバから自動
的にモジュールやデバイス設定の更新を受け取ることができる。
【０００６】
　プリンタドライバのモジュールやデバイス設定が更新されると、クライアントは新しい
設定を非同期的に受け取り、そのドライバを用いて印刷処理を実行する。
【０００７】
　一方、あるベースとなるプログラムに対して付加機能を自由に着脱することができる「
プラグイン」と呼ばれる仕組みが広く知られている。
【０００８】
　このようなプラグインの仕組みは、一般的なアプリケーションソフトばかりでなく、デ
バイスドライバであるプリンタドライバにも応用され、開発が行われている。
【０００９】
　プリンタドライバは、オペレーティングシステム（ＯＳ）に組み込まれた印刷サービス
の制御下で動作するため、プリンタドライバも印刷サービスに対する一種のプラグインと
みなすことができる。
【００１０】
　しかしながら、このようなインストール済みのプリンタドライバに対して、更にプラグ
インとしてプログラムファイルやデータファイル等のモジュールを追加したり、削除した
りする方法も研究されている。
【００１１】
　特許文献１では、これらプリンタドライバの支配下のプラグインモジュールがポイント
アンドプリントのようなＯＳ支配下のインストールの系でも正しくインストールするシス
テムについての提案がなされている。
【００１２】
　ところで、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｖｉｓｔａでは、従来のポイントアンドプリ
ントを発展させ、セキュリティを向上させたパッケージポイントアンドプリント（Ｐａｃ
ｋａｇｅ　Ｐｏｉｎｔ＆Ｐｒｉｎｔ）というインストール方法が導入されている。
【００１３】
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　パッケージポイントアンドプリントとは「パッケージ」と呼ばれる予めＯＳに登録され
たインストールセットを、クライアントに一旦ダウンロードしてからセットアップするイ
ンストール方法である。
【００１４】
　パッケージポイントアンドプリントでは、インストール後のプリンタドライバでなく、
インストール前のインストールセットであるパッケージを使ってインストールが行われる
。
【００１５】
　インストール前のインストールセットは電子的に署名されているため、パッケージポイ
ントアンドプリントは、従来のポイントアンドプリントよりも信頼性が高いとされている
。
【００１６】
【特許文献１】特開２００５－２０８８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、パッケージポイントアンドプリントでは、予め署名された未インストー
ルのパッケージを使ってインストールが行われる。
　そのため、サーバのドライバにプラグインモジュールが付加されていた場合、プラグイ
ンモジュールがダウンロードインストールされないという問題がある。
【００１８】
　更に、従来のポイントアンドプリントで有効だったクライアントへのプログラムの自動
更新機能は、パッケージポイントアンドプリントではセキュリティの強化を理由に無効化
されている。
　したがって、特許文献１で提案されている方法でサーバと、クライアントとのモジュー
ル構成の整合性をとることもできない。
【００１９】
　本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、サーバ装置とクライアント装置との
間のモジュール構成の差異を解消することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　そこで、本発明は、共有設定されたプリンタを管理するサーバ装置と、ネットワークを
介して通信可能なクライアント装置であって、前記共有設定されたプリンタについてのパ
ッケージポイントアンドプリントの処理の完了を示す当該クライアント装置内のスプーラ
からの通知に応じて、前記パッケージポイントアンドプリントの処理により当該クライア
ント装置にインストールされているデバイスドライバに関するモジュール構成情報を収集
する収集手段と、前記収集手段が収集した前記モジュール構成情報を前記サーバ装置に送
信するモジュール構成情報送信手段と、当該クライアント装置にインストールされている
デバイスドライバに関するモジュール構成と、前記サーバ装置にインストールされている
デバイスドライバに関するモジュール構成と、の差異を補完する補完データを前記サーバ
装置より受信する補完データ受信手段と、前記補完データ受信手段が受信した補完データ
に基づき、前記デバイスドライバに関するモジュール構成を補完する補完手段と、を有す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、サーバ装置とクライアント装置との間のモジュール構成の差異を解消
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
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【００２７】
＜実施形態１＞
　図１は、プリントサーバシステムの構成の一例を示す図である。
　図１に示されるように、プリントサーバシステムは、プリントサーバ１０と、クライア
ントコンピュータ２０と、プリンタ装置３０と、を含む。また、各装置は、ネットワーク
を介して通信可能なように接続されている。
【００２８】
　プリントサーバ１０は、クライアントコンピュータ２０から入力された印刷データを仲
介し、プリンタ装置３０に出力して印刷を実行させる。
　このように、プリントサーバ１０には印刷機能を備えたプログラム（アプリケーション
又はサービス）が少なくとも一つ組み込まれており、同時に、アプリケーションからプリ
ンタ装置３０への印刷を仲介するプリンタドライバも組み込まれている。また、クライア
ントコンピュータ２０には、通常、少なくとも一つの印刷機能を備えた、プリントサーバ
１０と同様のプログラムが組み込まれている。
【００２９】
　ここで、クライアントコンピュータ２０を利用するユーザがプリンタ装置３０を使用し
て印刷を実行させるためには、プリントサーバ１０に組み込まれているプリンタドライバ
と同じプリンタドライバをクライアントコンピュータ２０に組み込まなければならない。
【００３０】
　何故ならば、クライアントコンピュータ２０のアプリケーションによって生成される印
刷データは、プリンタ装置３０に入力される前にプリントサーバ１０上のプリンタドライ
バによって仲介される必要があるからである。更にプリントサーバ１０のプリンタドライ
バに印刷データを仲介させるためには、クライアントコンピュータ２０上で同じプリンタ
ドライバに印刷データを仲介させる必要があるからである。
【００３１】
　従って、プリントサーバシステムでは、クライアントコンピュータ２０に、プリントサ
ーバ１０にインストールされているものと同じプリンタドライバをインストールしなけれ
ばならない。
【００３２】
　しかしながら、このようなクライアントコンピュータ２０におけるインストール作業は
、そのクライアントコンピュータ２０を利用するユーザにとって負担になってしまうとい
う問題がある。
　このような問題を解決する方法として、上述したポイントアンドプリントが知られてい
る。
【００３３】
　以下、このポイントアンドプリンタによるインストールの流れを図２及び図３を参照し
て説明する。
【００３４】
　図２Ａは、プリントサーバ１０のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
　図２Ａに示されるように、プリントサーバ１０は、ハードウェア構成として、ＣＰＵ１
１と、ＲＡＭ１２と、ＨＤ１３と、ネットワークＩ／Ｆ１４と、を含む。また、各構成は
、バス１５を介して互いに接続されている。
【００３５】
　ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１２にロードされたプログラムに従って、本実施形態のプリント
サーバ１０の機能に係る処理等を実行する。ＲＡＭ１２は、各種プログラムを記憶するメ
モリエリアと、ＣＰＵ１１による処理の実行時にワークエリアとして私用され、各種デー
タを一時的に記憶（保存）するメモリエリアと、を有している。
【００３６】
　ハードディスク（ＨＤ）１３には、予めＯＳや各種プログラムがインストールされてい
る。ＨＤ１３にインストールされているプログラムは、プリントサーバ１０の立ち上げ時
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、或は起動が指示されたときに、ＲＡＭ１２にロードされてＣＰＵ１１の制御の下に実行
される。
【００３７】
　ネットワークＩ／Ｆ１４は、プリントサーバ１０をネットワークと接続するためのイン
ターフェースユニットである。なお、プリントサーバ１０は、後述するクライアントコン
ピュータ２０のように、表示部や入力部をハードウェア構成として含んでもよい。
【００３８】
　図２Ｂは、クライアントコンピュータ２０のハードウェア構成の一例を示すブロック図
である。
　図２Ｂに示されるように、クライアントコンピュータ２０は、ハードウェ構成として、
ＣＰＵ２１と、ＲＡＭ２２と、ＨＤ２３と、表示部２４と、入力部２５と、ネットワーク
Ｉ／Ｆ２６と、を含む。また、各構成は、バス２７を介して互いに接続されている。
【００３９】
　ＣＰＵ２１は、ＲＡＭ２２にロードされたプログラムに従って、本実施形態のクライア
ントコンピュータ２０の機能に係る処理等を実行する。ＲＡＭ２２は、各種プログラムを
記憶するメモリエリアと、ＣＰＵ２１による処理の実行時にワークエリアとして私用され
、各種データを一時的に記憶（保存）するメモリエリアと、を有している。
【００４０】
　ハードディスク（ＨＤ）２３には、予めＯＳや各種プログラムがインストールされてい
る。ＨＤ２３にインストールされているプログラムは、クライアントコンピュータ２０の
立ち上げ時、或は起動が指示されたときに、ＲＡＭ２２にロードされてＣＰＵ２１の制御
の下に実行される。
【００４１】
　表示部２４は、例えばＣＲＴや液晶等のディスプレイであり、ユーザインターフェース
を表示する。
　入力部２５は、キーボードやマウス等のポインティングデバイスを含み、ユーザの操作
に応じてデータを入力する。
【００４２】
　ネットワークＩ／Ｆ２６は、クライアントコンピュータ２０をネットワークと接続する
ためのインターフェースユニットである。
【００４３】
　図３は、ポイントアンドプリントにおけるプリンタドライバのインストールに関連する
モジュールを説明するための機能ブロック図である。
【００４４】
　プリントサーバ１０上の印刷サービス１００は、プリントサーバ１０のＯＳ上で印刷処
理や、プリンタドライバのインストールを制御するサービスプログラムである。
【００４５】
　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ＯＳにおいてはスプーラー（Ｓｐｏｏｌｅｒ）サービス
がこれに相当する。スプーラーサービスは、プリンタへの印刷データの送信や、プリンタ
ドライバのインストール、ポイントアンドプリント等、様々な機能を利用する手段を提供
する。
【００４６】
　より具体的に説明すると、スプーラーは、ＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）という関数インターフェースを公開することにより、プロ
グラム等が上述のような機能を実現する手段を提供している。つまり、アプリケーション
やプリンタドライバはこのＡＰＩを通じて処理を実行する。
　本実施形態における印刷サービス１００も上述したスプーラーと同様な特徴（機能）を
備えているものとする。
【００４７】
　ドライバ構成情報１０１は、プリントサーバ１０におけるプリンタドライバ１０２のド
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ライバ構成情報（モジュール構成情報）であり、ＯＳの共有記憶領域に格納されている。
ドライバ構成情報１０１により、ＯＳの一部として実装される印刷サービス１００及びプ
リンタドライバ１０２は、プラグインの着脱を認識することができる。
　印刷キュー１０３は、印刷データをプリンタ装置３０へ出力する前に一旦、貯める働き
をする仮想的なキューである。
【００４８】
　ランゲージモニター１０４は、印刷サービス１００から送出された印刷データを解析し
つつ、プリンタドライバ１０２（又はプリンタ装置３０）へデータを送出したり、プログ
ラムからのプリンタ構成情報やプリントサーバ構成情報の取得要求に応答したりする。
　なお、図３において、ランゲージモニター１０４をプリンタドライバ１０２と区別して
記載しているが、印刷サービス１００からはあくまでプリンタドライバ１０２の一部とし
て見なされる。
【００４９】
　クライアントコンピュータ２０上の印刷サービス２００の働きは、プリントサーバ１０
の印刷サービス１００と同様に、クライアントコンピュータ２０のＯＳ上で印刷処理や、
プリンタドライバのインストールを制御している。
【００５０】
　なお、ポイントアンドプリントの実行前には、プリンタドライバ２０２と、そのドライ
バ構成情報２０１、印刷キュー２０３は、クライアントコンピュータ２０上に存在してい
ない。
【００５１】
　ポイントアンドプリントによって、これらをクライアントコンピュータ２０に組み込む
のが目的である。
【００５２】
　なお、ランゲージモニター１０４は、その位置付け上、ポイントアンドプリントの対象
外であるため、クライアントコンピュータ２０にはダウンロードされない。
【００５３】
　図４は、ポイントアンドプリントによるインストールの流れを説明するための図である
。
　クライアントコンピュータ２０を利用するユーザが、クライアントコンピュータ２０の
印刷サービス２００を通じて共有プリンタに接続し、ポイントアンドプリントの要求を出
す（Ｓ１０）。
【００５４】
　プリントサーバ１０の印刷サービス１００は、この要求に応じてドライバ構成情報１０
１を参照してダウンロードすべきインストールセットを決定する（Ｓ１１）。
　次に、印刷サービス１００は、クライアントコンピュータ２０の印刷サービス２００と
連携しながら、プリントサーバ１０のプリンタドライバ１０２のインストールセットをク
ライアントコンピュータ２０にコピーする（Ｓ１２）。
【００５５】
　次に、クライアントコンピュータ２０の印刷サービス２００は、このコピーされたイン
ストールセットに基づいてプリンタドライバ２０２をクライアントコンピュータ２０のＯ
Ｓに登録する。同時に印刷サービス２００は、ドライバ構成情報２０１を登録、更に印刷
キュー２０３を作成する（Ｓ１３）。
　この結果、クライアントコンピュータ２０のユーザは、プリントサーバ１０を介してプ
リンタ装置３０に対して印刷を実行させることができる。
【００５６】
　図５は、プリントサーバ１０にインストールされたプリンタドライバ１０２のプラグイ
ン１０５を説明するための図である。
　プラグイン１０５は、例えばＤＬＬ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｌｉｎｋ　Ｌｉｂｒａｒｙ）等
のプログラムファイルを含むファイル群である。
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【００５７】
　プラグイン１０５は、プラグインインストーラ１０６によって追加インストールされる
ことによって、プリンタドライバ１０２の共通拡張インターフェースを用いて通信可能と
なり、機能拡張を実現する。
【００５８】
　即ち、プラグインインストーラ１０６は、プリンタドライバ１０２がインストール済み
の状態で実行可能なプログラムである。また、プラグイン１０５は、プリンタドライバ１
０２の一部として動作する。
【００５９】
　なお、プラグイン１０５による機能拡張のより具体的な例としては、印刷ジョブの履歴
を収集したり、印刷データに背景画像を付加したりする機能等が挙げられる。
【００６０】
　プラグインインストーラ１０６は、追加インストールの際、ドライバ構成情報１０１に
プラグインの情報を追加する。これにより、印刷サービス１００及びプリンタドライバ１
０２は、プラグイン１０５がプリンタドライバ１０２の一部であると認識させられる。
【００６１】
　したがって、上述したポイントアンドプリントの処理によって、プリンタドライバ１０
２と共にその一部であるプラグイン１０５は、それぞれプリンタドライバ２０２、プラグ
イン２０５としてクライアントコンピュータ２０にダウンロードインストールされる。
【００６２】
　その結果、プリントサーバ１０と、クライアントコンピュータ２０とでそれぞれプリン
タドライバは同一のモジュール構成となる。よって、後から組み込まれたプラグイン１０
５（プラグインモジュール）による機能をクライアントコンピュータ２０のユーザが利用
することもできる。
【００６３】
　なお、ランゲージモニター１０４は上述したように、例外的にクライアントコンピュー
タ２０にはダウンロードされない。その代わり、ランゲージモニター１０４はプリントサ
ーバ１０に留まったまま、クライアントコンピュータ２０のプリンタドライバ２０２に対
してもプリントサーバ１０上のプリンタドライバ１０２と同様の役割を果たす。
【００６４】
　より具体的には、例えばクライアントコンピュータ２０上のプリンタドライバ２０２等
が印刷サービス２００に対してランゲージモニター１０４の機能を使用するＡＰＩを呼び
出す。すると、印刷サービス２００は、プリントサーバ１０上の印刷サービス１００を通
じてランゲージモニター１０４を呼び出す。
【００６５】
　図６は、パッケージポイントアンドプリントによるインストールに関連するモジュール
を説明するための機能ブロック図である。
　プリントサーバ１０上のパッケージ１０７は、プリンタドライバ１０２とその一部であ
るランゲージモニター１０４をインストールするために使用され、ＯＳに登録されたファ
イル郡である。
【００６６】
　パッケージ１０７は、ＣＤ－ＲＯＭ等のメディアやインターネットを通じて配布される
ドライバのインストールセットを使用してインストールが行われた際、バックアップとし
てＯＳ内に保存され、登録される。
【００６７】
　パッケージを利用する利点は、例えばドライバを誤って消してしまったとき等にもう一
度インストール用メディアを探さなくても直ちにインストールができること等がある。
　なお、プラグイン１０５は、プラグインインストーラ１０６によってインストールされ
るものであるため、パッケージ１０７の中には含まれていない。
【００６８】
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　一方、クライアントコンピュータ２０は、パッケージポイントアンドプリントが行われ
る前は、プリンタドライバ２０２、印刷キュー２０３、パッケージ２０７は存在しない。
【００６９】
　上述したポイントアンドプリントと、パッケージポイントアンドプリントとの違いはク
ライアントコンピュータ２０へのドライバのインストールにパッケージが使用されること
である。
　パッケージポイントアンドプリントの処理の流れについては次の図７を用いて説明する
。
【００７０】
　図７は、パッケージポイントアンドプリントによるインストールの流れを示すための図
である。
　ポイントアンドプリントの場合と同様、クライアントコンピュータ２０を利用するユー
ザが、クライアントコンピュータ２０の印刷サービス２００を通じて共有プリンタに接続
し、要求を出す（Ｓ２０）。
【００７１】
　プリントサーバ１０の印刷サービス１００は、この要求に応じてクライアントコンピュ
ータ２０との間でパッケージポイントアンドプリントが可能か否かを判定する（Ｓ２１）
。
【００７２】
　可能と判定した場合、プリントサーバ１０の印刷サービス１００は、クライアントコン
ピュータ２０の印刷サービス２００と連携しながら、プリントサーバ１０に登録されてい
るパッケージ１０７をクライアントコンピュータ２０にコピーする（Ｓ２２）。
【００７３】
　次に、印刷サービス２００は、コピーされたパッケージ２０７をクライアントコンピュ
ータ２０のＯＳにパッケージとして登録する（Ｓ２３）。
　最後に、印刷サービス２００は、パッケージ２０７からプリンタドライバ２０２をイン
ストールする（Ｓ２４）。
【００７４】
　このとき、パッケージに含まれているランゲージモニターは上述した通りクライアント
にはインストールされず、プリントサーバ１０に留まったままその機能を果たす。
　こうして、クライアントコンピュータ２０のユーザは、プリントサーバ１０に登録され
ているプリンタドライバ１０２を利用し、印刷等を行うことができるようになる。
【００７５】
　しかしながら、明白な問題として、パッケージ内にはプリントサーバ１０に後からイン
ストールされたプラグイン１０５が含まれていない。そのため、クライアントコンピュー
タ２０のユーザは、プラグイン１０５によって付加された機能を利用することができない
。
【００７６】
　また、パッケージポイントアンドプリントではセキュリティの理由によりプリントサー
バ１０からのモジュールの更新を受けることができないため、結果としてプラグイン１０
５がクライアントコンピュータ２０にダウンロードされることもない。
【００７７】
　プラグイン１０５をクラインアントにインストールする方法として、プラグインインス
トーラ１０６がプラグイン１０５をインストールする際、同時にパッケージ１０７へプラ
グイン１０５を予め組み入れておく方法が考えられる。
【００７８】
　しかし、パッケージは電子的に署名されているため、中に含まれるファイル群の構成が
代わったり、ファイルが書き換えられたりするとその改ざんがＯＳによって検知され、結
果としてパッケージポイントアンドプリントも行われなくなる。
【００７９】
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　以下ではこのような課題を解決するための処理、又は方法について具体的に述べる。
【００８０】
　図８は、プリントサーバシステムにおけるモジュールのインストール方法に係る処理の
流れを示すフローチャートである。
　図８に示す処理は、図６及び図７で示したパッケージポイントアンドプリントにより、
プリンタドライバ２０２が、プラグイン１０５なしでクライアントコンピュータ２０にイ
ンストールされた状態から開始される。
【００８１】
　より具体的には、クライアントコンピュータ２０上の印刷サービス２００は、インスト
ールが完了すると、ポイントアンドプリント又はパッケージポイントアンドプリントが完
了したことを示す通知を、ＡＰＩを通じてプリンタドライバ２０２に対して送信する。
【００８２】
　プリンタドライバ２０２はこの通知を受け取ることにより、以下に示す処理を開始する
。
　ステップＳ１００において、プリンタドライバ２０２は、プリントサーバ１０とモジュ
ール構成の同期を取るために必要なクライアント側の情報であるクライアントデバイスド
ライバ構成情報（クライアントコンピュータ２０のドライバ構成情報２０１）を収集する
。なお、ステップＳ１００の処理の詳細は、後述する図１０を用いて説明する。
【００８３】
　（モジュール構成情報送信）
　次に、ステップＳ２００において、プリンタドライバ２０２は、収集したクライアント
デバイスドライバ構成情報を、印刷サービス等を介してプリントサーバ１０上のランゲー
ジモニター１０４に対して送信する。
　なお、ステップＳ２００において送信されるクライアントデバイスドライバ構成情報の
データ形式の詳細は、後述する図１１に示す。
【００８４】
　（モジュール構成情報受信、差異の検出）
　次に、ステップＳ３００において、ランゲージモニター１０４（又はプリンタドライバ
１０２）は、受信したクライアントデバイスドライバ構成情報に基づき、プリントサーバ
１０とクライアントコンピュータ２０とのモジュール構成を比較する。なお、ステップＳ
３００の処理の詳細は、後述する図１２を用いて説明する。
【００８５】
　（補完データ生成）
　次に、ステップＳ４００において、ランゲージモニター１０４（又はプリンタドライバ
１０２）は、ステップＳ３００において比較した結果に基づきモジュール構成の差異を補
完する補完データを生成する。なお、ステップＳ４００において生成された補完データの
データ形式の詳細は、後述する図１３に示す。
【００８６】
　（補完データ送信）
　次に、ステップＳ５００において、ランゲージモニター１０４（又はプリンタドライバ
１０２）は、生成した補完データを、印刷サービス等を介してクライアントコンピュータ
２０のプリンタドライバ２０２に対して返却（又は送信）する。
【００８７】
　（補完データ受信、モジュール構成の補完）
　最後に、ステップＳ６００において、プリンタドライバ２０２は、返却された補完デー
タに基づき補完セットアップ（モジュール構成の補完）を行う。なお、ステップＳ６００
の処理の詳細は、後述する図１４に示す。
【００８８】
　なお、ステップＳ２００と、Ｓ５００とにおけるクライアントコンピュータ２０のプリ
ンタドライバ２０２と、ランゲージモニター１０４との間のデータの送受信方法について
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述べる。
【００８９】
　ランゲージモニター１０４は、上述したように、プログラムからのプリンタ構成情報や
プリントサーバ構成情報の取得要求に応答する制御を行う。プログラムは印刷サービス１
００が公開するＡＰＩを通じて印刷サービス１００が提供する機能を利用することができ
る。
【００９０】
　なお、例えばクライアントコンピュータ２０上のプリンタドライバ２０２等が印刷サー
ビス２００に対してランゲージモニター１０４の機能を使用するＡＰＩを呼び出す。する
と、印刷サービス２００は、プリントサーバ１０上の印刷サービス１００を通じてランゲ
ージモニター１０４を呼び出す。
【００９１】
　ランゲージモニター１０４のＡＰＩによって提供される機能の一つに、ランゲージモニ
ター１０４に対して問い合わせの情報を送信し、この問い合わせの情報に対する応答の情
報を受信する機能がある。
【００９２】
　問い合わせる情報の典型的な例としては、両面ユニットやフィニッシャーの着脱状況等
のプリンタの構成情報がある。また、他の例としては、プリンタドライバが保持する設定
情報等もある。
【００９３】
　本実施形態においては、自身がプリンタドライバでもあるクライアントコンピュータ２
０のプリンタドライバ２０２が、モジュール構成の同期を取るために、この問い合わせＡ
ＰＩの機能を使って、（印刷サービスを介して）情報の送受信を行っている。
【００９４】
　ランゲージモニター１０４のＡＰＩを使う利点は、通信のプロトコルやタイミング等の
通信に特化した処理を全てクライアントコンピュータ２０と、プリントサーバ１０とのそ
れぞれの印刷サービスに任せられるため処理を簡素化できる所にある。
【００９５】
　もちろん、ＨＴＴＰや独自の通信プロトコルを用いてプリントサーバ１０上の通信サー
ビスと通信を行うことでも同様の目的は達成することができる。
【００９６】
　次に、プリントサーバ１０と、クライアントコンピュータ２０とのモジュール構成の差
異について説明する。
　図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃは、モジュール間（モジュール構成）の差異を表す図である。
【００９７】
　図９Ａは、あるモジュールがサーバ側（プリントサーバ１０側）には存在しているが、
クライアント側（クライアントコンピュータ２０側）には存在していない場合の一例を示
す図である。
　図９Ａでは、より具体的には、クライアント側には、ＤｒｖＰｌｕｇＩｎ１．ｄｌｌと
、ＤｒｖＰｌｕｇＩｎ２．ｄｌｌという２つのファイルが不足している状態を例示してい
る。
【００９８】
　このような状態は、サーバ側に後から追加インストールされたプラグインがパッケージ
ポイントアンドプリントではクライアント側にはダウンロードインストールされないこと
で生じるものであり、解消されるべき差異である。
【００９９】
　次に、図９Ｂは、あるサーバ側のモジュールの方が、クライアント側のモジュールより
も更新時刻が新しい場合の一例を示す図である。
　図９Ｂでは、より具体的には、ＤｒｖＢａｓｅＣ．ｄｌｌと、ＤｒｖＰｌｕｇＩｎ１．
ｄｌｌという２つのファイルが、それぞれサーバ側にあるファイルの方がクライアント側
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にあるファイルより更新時刻が新しい状態を例示している。
【０１００】
　このような状態は、クライアント側にダウンロードインストールが行われた後に、サー
バ側のドライバのモジュールの一部が更新された場合等に生じるものであり、これも解消
されるべき差異である。
【０１０１】
　次に、図９Ｃは、あるクライアント側のあるモジュールがサーバ側にはもはや存在して
いない場合の一例を示す図である。
　図９Ｃでは、より具体的には、ＤｒｖＢａｓｅＣ．ｄｌｌというファイルがサーバ側に
はもはや存在していない状態を例示している。
【０１０２】
　このような状態は、クライアント側にダウンロードインストールが行われた後に、サー
バ側のプラグインモジュールがアンインストールされ、外された場合等に生じるものであ
り、これも解消されるべき差異である。
【０１０３】
　図１０は、図８に示したステップＳ１００のクライアントデバイスドライバ構成情報を
収集する処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【０１０４】
　Ｓ１０１において、プリンタドライバ２０２は、クライアントコンピュータ２０のアー
キテクチャ情報を取得する。ここで、アーキテクチャ情報とは、例えばＩｎｔｅｌ（登録
商標）　３２ｂｉｔやＡＭＤ（登録商標）　６４ｂｉｔといったハードウェアの種類に関
する情報である。
【０１０５】
　サーバ側とクライアント側とが異なるアーキテクチャである場合、ポイントアンドプリ
ントの接続要求があると、サーバ側の印刷サービス１００は、クライアント側に適合した
アーキテクチャのプリンタドライバ又はそのパッケージをコピーする。
【０１０６】
　何故ならＤＬＬ等のプログラムモジュールは、通常はＯＳが動作するハードウェアのア
ーキテクチャ間での互換性がないためである。
　したがって、ＤＬＬのようなプログラムモジュールであるプラグインも、ダウンロード
され、その一部となるクライアント側のプリンタドライバ２０２と同じアーキテクチャで
ある必要がある。そのため、プリンタドライバ２０２は、サーバ側に送信する情報の一つ
としてアーキテクチャ情報を収集する。
【０１０７】
　次に、Ｓ１０２において、プリンタドライバ２０２は、ドライバ構成情報２０１にアク
セスし、モジュールの名称と、更新時刻との一覧を取得する。なお、プリンタドライバ２
０２は、印刷サービス２００の提供するＡＰＩを通じてドライバ構成情報２０１を取得す
ることができる。
【０１０８】
　図１０に示す処理によって、クライアントのプリンタドライバ２０２を構成するモジュ
ール名称の一覧を得ることができる。また、更に各々のモジュールの更新時刻をＯＳのＡ
ＰＩ等を用いて得ることができる。
【０１０９】
　図１１は、クライアントデバイスドライバ構成情報のデータ形式の一例を示す図である
。
　ステップＳ１０１と、ステップＳ１０２とで得た情報は、ランゲージモニター１０４へ
問い合わせる情報としてプリンタドライバ２０２によって一つのデータ形式としてまとめ
られる。データ形式は、ランゲージモニター１０４のＡＰＩによって定められる。図１１
の例では、情報はＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）形
式でデータ内に記述されている。
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【０１１０】
　より具体的に説明すると、Ｑｕｅｒｙ要素のＳｃｈｅｍａ属性に書かれている文字列は
、ランゲージモニター１０４に対して問い合わせる情報を表している。
　図１１の例では、
　ＬａｃｋｉｎｇＭｏｄｕｌｅ（クライアント側に不足している不足モジュール）、
　ＵｐｄａｔｅｄＭｏｄｕｌｅ（サーバ側が新しいものに更新されている更新モジュール
）、
　ＳｕｒｐｌｕｓＭｏｄｕｌｅ（サーバ側で使用されなくなった余剰モジュール）
の３つが記述されている。
【０１１１】
　また、Ｈｉｎｔ要素は、ランゲージモニター１０４が応答を行うために使用する情報を
まとめており、ｎａｍｅ属性は、情報の項目名を、ｖａｌｕｅ属性は、情報に関する値を
表している。
【０１１２】
　図１１の例では、Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（アーキテクチャ情報）という項目に対し
て３２ｂｉｔが文字列値として記述されている。
　また、図１１の例では、Ｍｏｄｕｌｅｓ（モジュール）という項目に対して「，」（カ
ンマ）で区切られたモジュール名称の一覧が文字列値として記述されている。
　なお、各々の名称に続く括弧内の数値はそのモジュールの最終更新時刻を表現したもの
である。
【０１１３】
　プリンタドライバ２０２は、図１１の例に示すようなＸＭＬデータをランゲージモニタ
ー１０４へ問い合わせるためのＡＰＩに対する入力とする。
【０１１４】
　図１２は、図８に示したステップＳ３００のモジュール構成を比較する処理の詳細を説
明したフローチャートである。
【０１１５】
　ランゲージモニター１０４は、ステップＳ２００において、印刷サービス１００から問
い合わせのＡＰＩを通じて呼び出され、クライアントデバイスドライバ構成情報のデータ
を受信すると、以下の処理を開始する。
　ステップＳ３０１において、ランゲージモニター１０４は、クライアントデバイスドラ
イバ構成情報に含まれるアーキテクチャ情報に適合するドライバ構成情報１０１を取得す
る。
【０１１６】
　プリンタドライバは、上述したように、サーバ側とクライアント側とが異なるアーキテ
クチャであったとしてもポイントアンドプリントが可能である。そのため、複数のアーキ
テクチャのプリンタドライバが装置に登録（又はインストール）されている場合がある。
このような場合、クライアント側のアーキテクチャに適合するプリンタドライバのモジュ
ール構成と同期を取る必要がある。したがって、ランゲージモニター１０４は、クライア
ント側のアーキテクチャに適合するドライバ構成情報１０１を取得しなければならない。
【０１１７】
　次に、ステップＳ３０２において、ランゲージモニター１０４は、クライアントデバイ
スドライバ構成情報に含まれるモジュール構成の全モジュールに関してステップＳ３０３
からＳ３０６までの処理を繰り返す。
【０１１８】
　ステップＳ３０３において、ランゲージモニター１０４は、クライアントコンピュータ
２０の各モジュールの名称がプリントサーバ１０のドライバ構成情報１０１のモジュール
名称の一覧に含まれているか否かを判定する。
【０１１９】
　ここでもし含まれていなければ、ランゲージモニター１０４は、このモジュールはプリ
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ントサーバ１０にはもはや存在しない余剰なモジュール（余剰モジュール）と判定し、Ｓ
３０４へ進む。一方、含まれていれば、ランゲージモニター１０４は、Ｓ３０５へ進む。
【０１２０】
　ステップＳ３０４において、ランゲージモニター１０４は、該当するモジュールの名称
を余剰モジュールとして記憶し、再びステップＳ３０２へ戻る。余剰モジュールは、プラ
グインがインストール後に不要となったためにアンインストールされた場合等に出現する
モジュールである。
【０１２１】
　ステップＳ３０５において、ランゲージモニター１０４は、クライアントコンピュータ
２０の各モジュール更新時刻と、プリントサーバ１０の各モジュール更新時刻とを比較す
る。プリントサーバ１０のモジュールの更新時刻の方がクライアントコンピュータ２０の
対応するモジュールの更新時刻より新しい場合、ランゲージモニター１０４は、プリント
サーバ１０の前記モジュールを更新モジュールと判定し、ステップＳ３０６へ進む。一方
、そうでなければ、ランゲージモニター１０４は、Ｓ３０２へ戻る。
【０１２２】
　ステップＳ３０６において、ランゲージモニター１０４は、該当するモジュールの名称
を更新モジュールとして記憶し、再びステップＳ３０２へ戻る。更新モジュールは、プラ
グインの更新がサーバ側で行われた場合等に出現するモジュールである。
【０１２３】
　以上の処理を繰り返し、全てのクライアントのモジュールについて処理が終わった場合
、ランゲージモニター１０４は、ステップＳ３０７に進む。
【０１２４】
　ステップＳ３０７において、ランゲージモニター１０４は、クライアント側の構成に含
まれていないサーバ側のモジュールを、クライアントに不足している不足モジュールとし
て記憶する。不足モジュールは、パッケージポイントアンドプリントでダウンロードイン
ストールを行った際にプラグインがダウンロードされない場合等に出現するモジュールで
ある。
【０１２５】
　上述した処理において記憶された余剰モジュール、更新モジュール、不足モジュールの
各モジュールのリストはステップＳ４００における補完データの生成の際に利用される。
【０１２６】
　図１３は、補完データのデータ形式の一例を示す図である。
　補完データのデータ形式も、ランゲージモニター１０４のＡＰＩによって定められる。
図１３の例では、情報はＸＭＬ形式でデータ内に記述されている。
【０１２７】
　より具体的に説明すると、Ｑｕｅｒｙ要素下のＳｃｈｅｍａ要素のｎａｍｅ属性は問い
合わせに使用した情報を表しており、その中には返却された情報のデータが格納されてい
る。
【０１２８】
　ＬａｃｋｉｎｇＭｏｄｕｌｅ（不足モジュール）と、ＵｐｄａｔｅｄＭｏｄｕｌｅ（更
新モジュール）とは、それぞれバイナリ形式のデータが格納されており、Ｓｕｒｐｌｕｓ
Ｍｏｄｕｌｅ（余剰モジュール）は文字列形式のデータが格納されている。
【０１２９】
　ここで、ＬａｃｋｉｎｇＭｏｄｕｌｅ（不足モジュール）と、ＵｐｄａｔｅｄＭｏｄｕ
ｌｅ（更新モジュール）とのバイナリデータは、各々のファイル群を一つの書庫としてま
とめたＺＩＰアーカイブを表現したエンコード文字列である。
【０１３０】
　また、ＳｕｒｐｌｕｓＭｏｄｕｌｅ（余剰モジュール）の文字列形式のデータは、プリ
ントサーバ１０において既に使われなくなったモジュール名称の一覧を「，」（カンマ）
区切りで表現されている。
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【０１３１】
　図１４は、図８に示したステップＳ６００の補完データに基づき補完セットアップを行
う処理の詳細を説明したフローチャートである。
【０１３２】
　クライアントコンピュータ２０上のプリンタドライバ２０２は、ステップＳ５００にお
いて、図１３に例示した補完データを、印刷サービス２００を通じてランゲージモニター
１０４から受信すると、以下に示す処理を開始する。
【０１３３】
　ステップＳ６０１において、プリンタドライバ２０２は、補完データに含まれている不
足モジュールと、更新モジュールとのファイル群がまとめられたＺＩＰアーカイブのエン
コード文字列を解読する。
【０１３４】
　文字列のエンコード形式はｂａｓｅ６４エンコード等一般的なものであるため、その解
読の方法も標準的な手続きに基づき行われる。
　次に、ステップＳ６０２において、プリンタドライバ２０２は、前記ＺＩＰアーカイブ
に含まれるデータをファイルとして展開し、ドライバのインストールディレクトリにコピ
ーする。
【０１３５】
　このとき、更新モジュールのファイル群は既にクライアントコンピュータ２０のインス
トールディレクトリに存在しているが、プリントサーバ１０に合わせて更新することが目
的なので、プリンタドライバ２０２は、上書きでコピーを行う。
【０１３６】
　不足モジュールは、クライアントコンピュータ２０に存在しないので、上書きは発生せ
ず、そのままコピーされる。
　次に、ステップＳ６０３において、プリンタドライバ２０２は、補完データに含まれて
いる余剰モジュールの情報を読み取り、ドライバのインストールディレクトリから余剰と
なっているモジュールのファイルを削除する。
【０１３７】
　最後に、ステップＳ６０４において、プリンタドライバ２０２は、ドライバ構成情報２
０１に、不足モジュールとしてコピーしたモジュールの情報（名称や更新時刻）を追加し
、また余剰モジュールとして削除したモジュールの情報を削除する。
【０１３８】
　また、プリンタドライバ２０２は、ドライバ構成情報２０１に記述されている、更新モ
ジュールとして上書きしたモジュールの更新時刻を新しくする。
　以上の処理により、サーバ側のプリンタドライバ１０２と、クライアント側のプリンタ
ドライバ２０２とが互いに同じモジュール構成となる。
【０１３９】
＜実施形態２＞
　上述した実施形態では、プリンタドライバ２０２がクライアントコンピュータ２０にイ
ンストールされたことをきっかけに処理を開始し、プリントサーバ１０とのモジュール構
成の不整合を解消する例を示した。しかしながら、不整合を開始する処理のきっかけは他
のタイミングであってもよい。
【０１４０】
　例えば、ユーザが、プリンタドライバ２０２の印刷設定を行うユーザインターフェース
を開いたタイミングや、プリンタドライバ２０２がアプリケーション等の指示により印刷
処理を開始するタイミングでもよい。
【０１４１】
　また、図１５に示すようなユーザインターフェースにおいて、ユーザが更新ボタンを押
したタイミングでクライアントコンピュータ２０は、プリントサーバ１０との同期処理を
開始してもよい。図１５は、モジュール構成の同期を開始するためのユーザインターフェ
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ース（ＵＩ）の一例を示す図である。
【０１４２】
＜その他の実施形態＞
　また、本発明の目的は、以下のようにすることによって達成される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（又は記録
媒体）を、システム或いは装置に供給する。そして、そのシステム或いは装置の中央演算
処理手段（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上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を記録した記憶媒体は本発明を構成する
ことになる。
【０１４３】
　また、システム或いは装置の前記中央演算処理手段が読み出したプログラムコードを実
行することにより、そのプログラムコードの指示に基づき、システム或いは装置上で稼働
しているオペレーティングシステム（ＯＳ）等が実際の処理の一部又は全部を行う。その
処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１４４】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、前記システム或いは装置に挿入
された機能拡張カードや、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とす
る。その後、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等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実
施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１４５】
　本発明を前記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【０１４６】
　以上、上述した実施形態によれば、サーバ側のドライバと、パッケージポイントアンド
プリントでダウンロードインストールされたクライアント側のドライバとの間でモジュー
ル構成の整合性を取ることができる。
【０１４７】
　これによって、サーバ側にインストールされたドライバにプラグインモジュールが付加
されている場合でも、このプラグインモジュールをクライアント側にダウンロードし、セ
ットアップすることができる。つまり、サーバ側と、クライアント側とのモジュール構成
を同一にすることができる。
【０１４８】
　また、予めパッケージポイントアンドプリントによってクライアント側にインストール
済みのドライバであってもＵＩが開かれたり、ＵＩで指示されたり、印刷が開始されたり
するタイミングでサーバ側のドライバとの整合性を取ることができる。
【０１４９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】プリントサーバシステムの構成の一例を示す図である。
【図２Ａ】プリントサーバ１０のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図２Ｂ】クライアントコンピュータ２０のハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３】ポイントアンドプリントにおけるプリンタドライバのインストールに関連するモ
ジュールを説明するための機能ブロック図である。
【図４】ポイントアンドプリントによるインストールの流れを説明するための図である。
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【図５】プリントサーバ１０にインストールされたプリンタドライバ１０２のプラグイン
１０５を説明するための図である。
【図６】パッケージポイントアンドプリントによるインストールに関連するモジュールを
説明するための機能ブロック図である。
【図７】パッケージポイントアンドプリントによるインストールの流れを示すための図で
ある。
【図８】プリントサーバシステムにおけるモジュールのインストール方法に係る処理の流
れを示すフローチャートである。
【図９Ａ】モジュール間（モジュール構成）の差異を表す図（その１）である。
【図９Ｂ】モジュール間（モジュール構成）の差異を表す図（その２）である。
【図９Ｃ】モジュール間（モジュール構成）の差異を表す図（その３）である。
【図１０】図８に示したステップＳ１００のクライアントデバイスドライバ構成情報を収
集する処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１１】クライアントデバイスドライバ構成情報のデータ形式の一例を示す図である。
【図１２】図８に示したステップＳ３００のモジュール構成を比較する処理の詳細を説明
したフローチャートである。
【図１３】補完データのデータ形式の一例を示す図である。
【図１４】図８に示したステップＳ６００の補完データに基づき補完セットアップを行う
処理の詳細を説明したフローチャートである。
【図１５】モジュール構成の同期を開始するためのユーザインターフェース（ＵＩ）の一
例を示す図である。
【符号の説明】
【０１５１】
１０　プリントサーバ
２０　クライアントコンピュータ
３０　プリンタ装置
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