
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理装置 ネットワークを介して通信可能な印刷装置

であって、
　
　携帯物に付されたタグから を読み込む読込み手段と、
　自印刷装置のセットアップに関するセットアップ情報を記憶する記憶手段と、
　前記読込み手段が前記タグから読み れる 情報に基
づいて、前記記憶手段に記憶されるセットアップ情報を送信する送信手段とを備え、
　前記データ処理装
　前記 セットアップ情報に基づく前記印刷装置に係るセットア
ップを実行 ことを特徴とする印刷 。
【請求項２】
　前記記憶手段には印刷設定情報が記憶されており、
　 前記印刷設定情報に基づきセットアップ情報を作成する作成手段を更
に備え、前 送信手段は前記作成手段により作成されたセットアップ情報を前記データ処
理装置へ送信することを特徴とする請求項１に記載の印刷 。
【請求項３】
　前記タグが付された携帯物の種別を示す識別情報が前記読込み手段により読み込まれた
情報に含まれており、
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と、該データ処理装置と とを
含む印刷システム

前記印刷装置は、
情報出力先を特定するための情報

込ま 前記情報出力先を特定するための

置は、
送信手段により送信された

する実行手段を備える システム

前記印刷装置は、
記

システム



　 前記タグから読み込まれる情報の中から所定の識別情報を識別する識
別手段 、
　前記識別手段により所定の識別情報が識別された場合には前記セットアップ情報を前記
データ処理装置に出力させる動作を指定可能なメニューを表示するようにする表示制御手
段とを ことを特徴とする請求項１ に記載の印刷 。
【請求項４】
　 前記メニューを表示させる条件として 別情報を登録する登録手段
を備え、前記識別手段は前記登録手段に登録された識別情報が前記読込み手段から読み込
まれたことに応じて前記メニューを表示させることを特徴とする請求項 に記載の

。
【請求項５】
　前記セットアップ情報には、プリンタドライバ本体及び該プリンタドライバに係わる印
刷設定情報及びインストーラが含まれることを特徴とする請求項１から の何れか に
記載の印刷 。
【請求項６】
　前記タグはＲＦＩＤであり、前記携帯物はＲＦＩＤ付きＩＤカードであることを特徴と
する請求項１から の何れか に記載の印刷 。
【請求項７】
　前記 は電子メールアドレス或いは前記データ処理装置
における情報の格納場所を示す情報であることを特徴とする請求項１から の何れか
に記載の印刷 。
【請求項８】
　ダウンロード可能なプリンタドライバ 理するサーバ装置と通信可能なデータ処理装
置と、該データ処理装置と通信可能なプリンタとを含む印刷システムであって、
　前記プリンタは、
　携帯物に付されたタグ

プリンタ情報を
手段を備え、
　前記データ処理装置は、
　前記タグから を読み 読込み手段と、
　前記読込み手段により読み込まれる プリンタ情報に基づいて、前記サーバ装置よ

リンタドライバをダウンロードするとともに、前記 プリンタドライ
バ プリン 対するネットワーク環境をセットアップする制御手段と、を備え
ることを特徴とする印刷システム。
【請求項９】
　データ処理装置とネットワークを介して通信可能な印刷装置における制御方法であって
、
　携帯物に付されたタグから を ステップ
と、
　記憶部に記憶された、

自印刷装置のセットアップに関するセットアップ情報
を、前記読 ステップにおいて前記タグから読み れる
情報に基づき送信する送信ステップとを備 ことを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　

【請求項１１】
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前記印刷装置は、
と

備える 又は２ システム

前記印刷装置は、 の識

３ 印刷シ
ステム

４ １項
システム

５ １項 システム

情報出力先を特定するための情報
６ １項

システム

を管

に、前記プリンタに対して設定されるべきネットワーク環境情報
、及び、前記サーバ装置に格納された複数のプリンタドライバから何れかのプリンタドラ
イバをダウンロードすべきかを特定するための情報を含む 書き込む書込み

前記プリンタ情報 込む
前記 り

プ ダウンロードされた
に対応する タに

情報出力先を特定するための情報 読み込む読込み

前記データ処理装置において前記印刷装置に係るセットアップを
行う場合に用いる情報であって且つ

込み 込ま 情報出力先を特定するための
える

前記記憶部には印刷設定情報が記憶されており、前記印刷設定情報に基づきセットアッ
プ情報を作成する作成ステップを更に備え、前記送信ステップは前記作成ステップにおい
て作成されたセットアップ情報を前記データ処理装置へ送信することを特徴とする請求項
９に記載の制御方法。



　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

　
　

　
　
　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ処理装置において容易にプリンタドライバに係るセットアップを行な
わせるためのセットアップ情報を提供する仕組みに関する。
【背景技術】
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前記タグが付された携帯物の種別を示す識別情報が前記読込みステップにおいて読み込
まれた情報に含まれており、前記タグから読み込まれる情報の中から所定の識別情報を識
別する識別ステップと、前記識別ステップにより所定の識別情報が識別された場合には前
記セットアップ情報を前記データ処理装置に出力させる動作を指定可能なメニューを表示
するようにする表示制御ステップとを備えることを特徴とする請求項９又は１０に記載の
制御方法。

前記メニューを表示させる条件としての識別情報を登録する登録ステップを備え、前記
識別ステップは前記登録ステップにおいて登録された識別情報が前記読込みステップで読
み込まれたことに応じて前記メニューを表示させることを特徴とする請求項１１に記載の
制御方法。

前記セットアップ情報には、プリンタドライバ本体及び該プリンタドライバに係わる印
刷設定情報及びインストーラが含まれることを特徴とする請求項９から１２の何れか１項
に記載の制御方法。

前記タグはＲＦＩＤであり、前記携帯物はＲＦＩＤ付きＩＤカードであることを特徴と
する請求項９から１３の何れか１項に記載の制御方法。

前記情報出力先を特定するための情報は電子メールアドレス或いは前記データ処理装置
における情報の格納場所を示す情報であることを特徴とする請求項９から１４の何れか１
項に記載の制御方法。

ダウンロード可能なプリンタドライバを管理するサーバ装置と通信可能なデータ処理装
置と、該データ処理装置と通信可能なプリンタとを含む印刷システムにおける制御方法で
あって、

携帯物に付されたタグ情報の書き込み処理を行う書込み手段を備える前記プリンタは、
前記携帯物に付されたタグに、前記プリンタに対して設定されるべきネットワーク環境

情報、及び、前記サーバ装置に格納された複数のプリンタドライバから何れかのプリンタ
ドライバをダウンロードすべきかを特定するための情報を含むプリンタ情報を書き込む第
１のステップを備え、

携帯物に付されたタグから情報を読み込む読込み手段を備える前記データ処理装置は、
前記タグから前記プリンタ情報を読み込む第２のステップと、
前記第２のステップにより読み取られる前記プリンタ情報に基づいて、前記サーバ装置

よりプリンタドライバをダウンロードするとともに、前記ダウンロードされたプリンタド
ライバに対応するプリンタに対するネットワーク環境をセットアップする制御ステップと
、
を備えることを特徴とする制御方法。

請求項９から１６の何れか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムを格納したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。

請求項９から１６の何れか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させることを特
徴とするプログラム。



【０００２】
　従来、データ処理装置において、ネットワーク接続環境下で動作するプリンタを制御す
るためのプリンタドライバをインストールする場合、ユーザはネットワーク上のサーバか
ら当該プリンタドライバを自分のＰＣにダウンロードするなどしてプリンタドライバをイ
ンストールしている。その際、ユーザは使用するプリンタの機種名、プリンタ名などをも
とにプリンタドライバを選択しインストールを行っている。
【０００３】
　また、特許文献１には、ユーザがコンピュータから優先度を高くする種別のプリンタを
アクセスポイント又はサーバに指定し、指定に応じたプリンタドライバ及び印刷設定をコ
ンピュータで受ける技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－２５９０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来例においては、プリンタの機種名がわからない場合や実際の物
理的場所にあるプリンタと前記プリンタ名の対応がわからない場合、目の前にあるプリン
タを使うのにサーバで管理されている複数種類あるプリンタドライバの中からどのプリン
タドライバを選択してインストールしたらよいかわからないという課題があった。
【０００５】
　一方、ダウンロードしたプリンタドライバにプリンタのＩＰアドレスなどのネットワー
ク設定に関する情報が含まれていない場合、ユーザが前記ネットワーク設定に関する情報
を自分で調べた後設定しなければならないという操作上の課題が指摘されていた。
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、データ処理装置において容易
にプリンタドライバに係るセットアップを行なわせるためのセットアップ情報を提供する
仕組みを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る印刷システムは、以下の特徴的構成を備える。
　データ処理装置と、該データ処理装置とネットワークを介して通信可能な印刷装置とを
含む印刷システムであって、前記印刷装置は、携帯物に付されたタグから情報出力先を特
定するための情報を読み込む読込み手段と、自印刷装置のセットアップに関するセットア
ップ情報を記憶する記憶手段と、前記読込み手段が前記タグから読み込まれる前記情報出
力先を特定するための情報に基づいて、前記記憶手段に記憶されるセットアップ情報を送
信する送信手段とを備え、前記データ処理装置は、前記送信手段により送信されたセット
アップ情報に基づく前記印刷装置に係るセットアップを実行する実行手段を備えることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、データ処理装置において容易にプリンタドライバに係るセットアップ
を行わせるためのセットアップ情報をデータ処理装置に送信できるという効果を得ること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態を示す印刷システムの一例を示すブロック図であり、プ
リンタとＰＣとがネットワークを介して通信可能な印刷システム例に対応する。
【００１３】
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　図１において、１０１は少なくともデータ通信機能及び記憶部であるタグ備えた携帯物
の一例としてのＲＦＩＤカードである。カード内にＲＦＩＤタグ１０２（ＲＦＩＤタグ１
０２の詳細については後述する。）を備えている。本実施形態においては所定の情報を記
憶するタグとしてＲＦＩＤに限定されるものではなく例えばＩＣチップなど様々な記憶装
置が適用可能である。以下では説明を分かりやすくする為にＲＦＩＤを例に説明を行なう
。また、携帯物としてカードに限定されるものではなく例えば腕時計などタグを備えた物
理的形状を備えるものであれば適宜可能である。以下では説明を分かりやすくする為に、
タグとしてＲＦＩＤを付したＲＦＩＤカードを例に説明を行なう。
【００１４】
　ＲＦＩＤカード１０１は、ユーザ個人が各自携帯するＩＤカードであり、ユーザの個人
認証のための機能を有している。１０３はパーソナルコンピュータ（以下ＰＣとする）で
、ユーザはＰＣ１０３によって種々のアプリケーションを実行してデータ処理作業を行う
。
【００１５】
　１０４はプリンタで、ＰＣ１０３にインストールされているプリンタドライバを介して
印刷情報を受信して、ユーザからプリント要求されている各種文書を記録媒体に印刷する
。１０５はＲＦＩＤリーダで、詳細については後述する。尚図中にはＲＦＩＤリーダと示
されているが、適宜必要な場合にライト機能、即ちデータの書き込み機能を備えさせ書き
込み手段として動作させるようにしても良い。
【００１６】
　１０６はＨＤＤで、プリンタ１０４内に備えられて、ジョブを一時的に蓄積することが
可能に構成されており、ボックスと呼ばれるユーザ領域を確保可能に構成されている。ま
たＨＤＤ１０６には、プリンタ名、ドライバのＵＲＬ、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、
サポート通信プロトコル、ステイプラや両面ユニットなどのオプション構成を示す構成情
報など、プリンタドライバ自身に対する情報及び /又はプリンタドライバに関連付けられ
た出力ポートモニタのプリンタ設定情報が記憶されている。１０７はプリンタドライバで
、プリンタ１０４専用のプリンタドライバであり、ＨＤＤ１０６上の所定領域に格納され
ている。なお、ＨＤＤに記憶された設定情報はプリンタドライバ１０７に含めるようにし
ても良いし別のファイルとしても良い。
【００１７】
　１０８は、プリンタ１０４から例えば後述するセットアップ情報を送信する上での出力
先を示す情報としてのメールアドレスで、ＲＦＩＤカード１０１を携帯するユーザのメー
ルアドレスであり、メールアドレス１０８はＲＦＩＤリーダ１０５によってプリンタ１０
４に読み込まれる。その過程については後述する。尚、第１及び第２実施形態においては
プリンタから外部のＰＣに対しての情報の出力先としてメールアドレスを例に説明を行な
うがこれには限定されない。例えばＰＣ１０３において共有設定されフォルダ（格納場所
）のパスや、ＰＣ１０３のＩＰアドレスや、ＰＣ１０３のＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）における名前など、プリンタ１０４から情報を何処に出力するかを特
定できる情報であれば適用可能である。また、出力先にセットアップ情報を送出する際は
指定された出力先に応じた通信プロトコルが利用される。例えば出力先としてメールアド
レスが指定された場合には、電子メールプロトコルが用いられ、出力先としてフォルダが
指定された場合にはｆｔｐが利用される。
【００１８】
　なお、ＰＣ１０３とプリンタ１０４はネットワーク１０９に接続されており、後述する
手順に従い、セットアップ情報であるプリンタドライバ１０７が添付されたメール１１０
をＲＦＩＤカード１０１に記憶されたメールアドレスに対して送信する。セットアップ情
報としては、例えば所定の圧縮方式により圧縮されたファイル形式のデータとすることが
できる。
【００１９】
　ここでプリンタドライバ１０７について説明する。
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【００２０】
　プリンタ１０４に備えられているＨＤＤ１０６上のプリンタドライバ１０７は、このプ
リンタ１０４の機種に対応したプリンタドライバである。更に、図１において説明したよ
うにネットワーク１０９におけるプリンタ１０４のＩＰアドレスなどのネットワーク設定
に関する情報も予め設定されたものがプリンタドライバ１０７としてＨＤＤ１０６上に格
納されている。無論、プリンタドライバ本体と、プリンタドライバのセットアップにおけ
るＩＰアドレスなどの設定情報とを別ファイルに分離し、該分離されたファイルをアーカ
イブした圧縮ファイルをセットアップ情報とするようにしても良い。
【００２１】
　また、本実施形態では、説明の便宜上プリンタドライバという名前で説明を行うが、プ
リンタドライバ１０７には、プリンタドライバ１０７をＰＣ１０３等にインストールする
ためのインストーラが含まれていることは言うまでもない。
【００２２】
　図２は、図１に示したプリンタ１０４を制御するビデオコントローラ（以下コントロー
ラとする）の構成例を説明するブロック図であり、図１と同一のものには同一の符号を付
してある。
【００２３】
　図２において、２０１はＣＰＵで、ＲＯＭ２０２に記憶された制御プログラムをＲＡＭ
２０３上に読み込み、該制御プログラムに基づいて本印刷装置の各部を制御する。
【００２４】
　２０２はＲＯＭで、前述の制御プログラムやフォントデータ（プリンタフォントデータ
）が格納されている。２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１のワークメモリ領域や、印刷する
画像データを展開する領域などに使用される。
【００２５】
　２０４はホストＩ／Ｆで、図１に示したＰＣ１０３にインストールされるプリンタドラ
イバからの印刷データを受信する。２０５は操作パネル制御部で、操作パネル（例えばＬ
ＣＤ、ＬＥＤ、スイッチなどから構成される）の入出力を制御する。２０６はビデオＩ／
Ｆで、印刷する画像信号を生成しプリンタエンジン（図示はしない）に出力する。そして
、プリンタエンジンは画像信号に基づき所定の用紙に印刷を行う。
【００２６】
　また、図２中の１０５は図１におけるＲＦＩＤリーダ１０５と同一である。同様に図２
における１０６はＨＤＤである。
【００２７】
　尚、図１におけるプリンタの記録方式は特に限定されるものではなく、従って図２にお
けるプリンタエンジン方式も特に限定されるものではない。プリンタエンジンの方式とし
ては例えば、電子写真方式、インクジェット方式、熱転写方式など様々なものが適用され
、よって図１におけるプリンタも様々な記録方式に準じた印刷装置を適用することができ
る。
【００２８】
　図３は、図１に示したＲＦＩＤタグ１０２の構成を説明するブロック図である。
【００２９】
　図３において、ＲＦＩＤタグ１０２は、不揮発性メモリ３０１、電波を送受信するため
のアンテナ部３０２と、共振コンデンサ部３０３、電源の整流・平滑を行うための電力形
成部３０４と、電波の変調、復調を行うための復変調部３０５、制御部３０６とから構成
される。
【００３０】
　アンテナ部３０２は、共振コンデンサ３０３と組み合わされ、共振回路を構成できるよ
うになっている。外部から電力を供給するための電波信号が送られることにより、これを
共振回路で受け取り、該信号を電力形成部３０４へ供給する。
【００３１】
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　そして、電力生成部３０４はＲＦＩＤタグ１０２を動作させるための電力を供給するこ
とが可能となる。前記電力は、不揮発性メモリ３０１や、復変調回路３０５へ供給される
。制御部３０６は、ＲＦＩＤタグ１０２へのアクセス制御を行うためのものである。
【００３２】
　外部から、電力を供給するための電波とあわせて、ＲＦＩＤタグ１０２から読み出す、
または書き着込むためのデータも同時に送受信され、ＲＦＩＤタグ１０２へ送られてきた
信号は、復変調回路３０５によって、復調され制御部３０６を介して不揮発性メモリ３０
１へ書き込まれ記憶される。
【００３３】
　また、制御部３０６によって、不揮発性メモリ３０１から読み出されたデータは、復変
調回路３０５によって変調され、アンテナ部３０２から電波信号として送信可能である。
【００３４】
　図４は、図１に示したプリンタ１０４内のＲＦＩＤリーダ１０５の構成を説明するブロ
ック図である。
【００３５】
　図４において、ＲＦＩＤリーダ１０５は、ＲＦＩＤタグ１０２に対して電波を送信する
ための送信アンテナ部４０１と、送信アンテナ部４０１から送信する電波の変調を行うた
めの変調回路４０２と、ＲＦＩＤタグ１０２から送られてくる電波を受信するための受信
アンテナ部４０３、受信アンテナ部４０３より受信した信号を復調するための復調回路４
０４、変調回路４０２と復調回路４０４とを制御するための制御部４０５と、上位機器と
の通信を行うＩ／Ｆ部４０６と、送信アンテナ部４０１に接続され、ＲＦＩＤタグ１０２
への電力供給を行う電源４０７等から構成される。
【００３６】
　このように構成されたＲＦＩＤリーダ１０５において、制御部４０５は、外部からの指
示により変調回路４０２を用いて電力を供給するための電波（以下チャージ波とする）及
び、送信するデータを変調して、送信アンテナ部４０１より外部へ電波を送信する。また
、外部より受信した電波信号を、受信アンテナ部４０３で受信して、復調回路４０４によ
って復調した後、データ信号として扱えるように変換することが可能となっている。
【００３７】
　図５は、図１に示したＲＦＩＤカード１０１内に備えられているＲＦＩＤタグ１０２の
不揮発性メモリ３０１内のデータ内容の一例を説明する図である。
【００３８】
　なお、前述したようにＲＦＩＤカード１０１は、ユーザ個人が各自携帯するＩＤカード
である。また、本実施形態では、ＲＦＩＤカード１０１が会社内のＩＤカードである場合
について説明する。
【００３９】
　図５において、５０６はカード識別子、５０１は、ＲＦＩＤカード１０１の所有者即ち
ＲＦＩＤカード１０１を常時携帯するユーザの氏名である。５０２はユーザの社員番号、
５０３はユーザのメールアドレス、５０４はユーザの内線番号である。なお、上記５０１
～５０４の情報以外の情報も不揮発性メモリ３０１内に格納されており、５０５の個人情
報Ｘまでユーザの各種個人情報が格納されているものとする。図５に示される各項目は予
めプリンタ１０４との間で決められたフォーマットから構成されており、各々の項目には
プリンタ１０４が識別できるようになっている。例えば、各項目の記憶領域を予めＲＦＩ
Ｄカード及びプリンタ１０４間で取り決めておいても良いし、或いは、予め各項目の項目
識別子を定めておき、プリンタ１０４にこの項目識別子を元に各項目内容を認識させるよ
うにしても良い。
【００４０】
　ここで、カード識別子５０６について詳しく説明すると、カード識別子５０６は携帯物
であるＲＦＩＤカードの種別をプリンタ１０４が識別する為の識別情報を示す。このカー
ド識別子がプリンタ１０４のＲＦＩＤリーダ１０５により読み取られると、プリンタ１０
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４内部ではカード識別子を識別し、この識別結果に応じて図６の（ｂ）に示されるような
メニュー表示を行なう。一方、このカード識別子５０６が識別できない場合にはメニュー
表示は行なわなくても良い。また、様々な物品にＲＦＩＤが付される場合に想定されるが
、プリンタ１０４は自装置に登録された識別子を識別したことに応じてメニュー表示など
の所定の処理へと移行すし、カード識別子５０６が識別できない場合には不要は処理は行
なわない。また、カード識別子５０６には単なる文字列を適用しても良いし、さらに高度
な暗号化を施した認証情報とするようにしても良い。
【００４１】
　図６の（ａ）は、本発明に係る印刷システムにおける第１のデータ処理手順の一例を示
すフローチャートであり、ＣＰＵ２０１がＲＦＩＤリーダ１０５が読み取った情報に従い
、ハードディスク１０６から選択されるプリンタドライバをプリンタ１０４からホストイ
ンタフェース２０４を介してメールでＰＣ１０３に送信する処理に対応する。なお、（Ｓ
６０１）～（Ｓ６０ ）は各ステップを示す。
【００４２】
　ユーザが新たにプリンタ１０４を使用したい場合（例えばプリンタ１０４が新設された
場合や今まで使用していたプリンタとは別のプリンタを使う必要が生じた場合）、ユーザ
はプリンタ１０４が設置してある場所まで出向き、携帯物であるＲＦＩＤカード１０１を
プリンタ１０４のＲＦＩＤリーダ１０５に翳す。ＲＦＩＤリーダ１０５は翳されたＲＦＩ
Ｄカード１０１内のＲＦＩＤタグ１０２の不揮発性メモリ３０１のデータを受信アンテナ
部４０３で受信する（６０１）。
【００４３】
　ここで前述のＲＦＩＤタグ１０２－ＲＦＩＤリーダ１０５間のデータ送受信について図
３、図４を用いて詳細に説明する。
【００４４】
　ＲＦＩＤリーダ１０５の送信アンテナ部４０１からは所定の間隔でチャージ波が送信さ
れている。ユーザがＲＦＩＤカード１０１をＲＦＩＤリーダ１０５に翳すと、ＲＦＩＤカ
ード１０１上のＲＦＩＤタグ１０２はアンテナ部３０２と共振コンデンサ３０３から構成
される共振回路によってＲＦＩＤリーダ１０５からのチャージ波を受信し、電力形成部３
０４はＲＦＩＤタグ１０２を動作させるための電力を供給することが可能となる。
【００４５】
　そして、十分な電力を得たＲＦＩＤタグ１０２は、制御部３０６によって不揮発性メモ
リ３０１からデータを読み出し、データを復変調回路３０５によって変調し、アンテナ部
３０２から電波信号として送信する。すると、ＲＦＩＤリーダ１０５において、ＲＦＩＤ
タグ１０２からの応答信号が検知され、電波信号に変換された不揮発性メモリ３０１のデ
ータはＲＦＩＤリーダ１０５において受信される。
【００４６】
　具体的には電波信号を受信アンテナ部４０３で受信して、復調回路４０４によって復調
した後、データ信号として扱えるように変換する。そして、復調されたデータはＩ／Ｆ部
４０６を経由して、図２に示したＣＰＵ２０１がリード可能となる。
【００４７】
　その後、ＲＦＩＤリーダ１０５はＣＰＵ２０１に対して割り込みを発生し、ＣＰＵ２０
１はＲＦＩＤリーダ１０５において受信された不揮発性メモリ３０１のデータをリードし
ＲＡＭ２０３上に格納する。前述したように不揮発性メモリ３０１のデータはＲＦＩＤカ
ード１０１の所有者であるユーザの氏名５０１、社員番号５０２、メールアドレス５０３
、内線番号５０４などである。
【００４８】
　ＣＰＵ２０１は、割込みによってユーザがＲＦＩＤカード１０１をプリンタ１０４に対
して翳したことを検知し、読み込まれた情報に自装置が認識できるカード識別子５０６を
識別できたか否かを判定する（Ｓ６０７）。そして、想定されていたカード識別子が識別
できると処理をステップＳ６０３に移行する。一方、このステップＳ６０２の処理におい
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て所定の識別子が認識できなければ、図６のフローチャートの処理を終える。
【００４９】
　ＲＡＭ２０３上の各種個人情報の中からメールアドレス５０３を抽出する（６０３）。
尚、図５でも説明したように、各項目は予めプリンタ１０４との間で決められたフォーマ
ットから構成されており、各々の項目にはプリンタ１０４が識別できるようになっている
。プリンタ１０４は予め決められた規則に従い図５の各項目の中から、セットアップ情報
の出力先であるメールアドレスを抽出する。また、図６の（ｂ）のメニューを表示させる
条件としてのタグ（ＲＩＦＤ）から読み込まれる識別情報をプリンタに事前に登録するこ
とができ、登録された識別情報が読み込まれたか否かに応じて図６の（ｂ）のメニューを
表示させるか否かをユーザカスタマイズ設定できる。
【００５０】
　その後、操作パネル制御部２０５によってプリンタ１０４の操作パネルに図６の（ｂ）
に示されるようなプリンタドライバダウンロード用メニューを表示する（Ｓ６０４）。図
６の（ｂ）は予めプリンタ１０４に記憶部に保持された設定画面情報であり、ユーザはプ
リンタ１０４の表示制御手段により表示されたメニューから所望の操作を指示できる。本
実施形態においては、図６の（ｂ）中の「プリンタドライバダウンロード」を選択するこ
とを想定し、ユーザは操作パネルによって、プリンタ１０４のプリンタドライバのダウン
ロードを実行することが可能となる。
【００５１】
　そこで、ユーザは、適宜操作パネルを操作してプリンタドライバのダウンロードを指示
する（Ｓ６０５）。その指示を受けると、プリンタ１０４によってセットアップ情報が作
成される 。このセットアップ情報はプリンタドライバ１０７に対応し、印刷
データを生成するプリンタドライバ本体と、プリンタ１０４のプリンタ名、ドライバのＵ
ＲＬ、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、サポート通信プロトコル、ステイプラや両面ユニ
ットなどのオプション構成を示す構成情報など、プリンタドライバ自身に対する情報及び
/又はプリンタドライバに関連付けられた出力ポートモニタの印刷設定情報が記憶されて
いる。またプリンタドライバ１０７にはＰＣ１０３にプリンタドライバを設定するインス
トーラのプログラムも含まれており、ＰＣ１０３（データ処理装置）ではプリンタドライ
バ本体及び印刷設定情報及びインストーラを含むセットアップ情報に従いプリンタ１０４
の設定が行なわれる。さらに、ユーザの利用するＰＣに既にプリンタドライバ本体が記憶
されている場合には、プリンタドライバ本体の除いたセットアップ情報をプリンタからＰ
Ｃに提供するようにしても良い。
【００５２】
　そして、プリンタ１０４内のＣＰＵ２０１は、抽出した出力先であるメールアドレス５
０３に対してＨＤＤ１０６上のプリンタドライバ１０７（セットアップ情報）を添付した
メールを作成し、ホストＩ／Ｆ２０４経由でプリンタドライバが添付されたメール１１０
を送信して（Ｓ６０６）、処理を終了する。
【００５３】
　これにより、ネットワーク上でのプリンタ名およびＩＰアドレス等が全く分からないユ
ーザであっても、新たにプリンタ１０４を使用しようとしたユーザ、即ち自分が携帯する
ＲＦＩＤカード１０１を単にプリンタ１０４のＲＦＩＤリーダ１０５に翳すという簡単な
操作を行ったユーザは、その後自分のＰＣ１０３の場所に戻り、メールを受信する。前述
のプリンタドライバが添付されたメール１１０がＰＣ１０３において受信されるので、ユ
ーザは添付されたプリンタドライバ１０７に付加されているインストーラを起動して、Ｐ
Ｃ１０３の外部記憶装置にインストールする。
【００５４】
　インストール後、当該プリンタドライバには、プリンタ名やＩＰアドレスなどの印刷設
定が自動設定された状態となり、ユーザは、ＰＣ１０３上の各種のアプリケーションを起
動して、印刷要求を行うと、インストールされているプリンタドライバがネットワーク上
のプリンタ１０４に最適な印刷情報を作成して送信し、プリンタ１０４で各種文書等を自
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在に印刷することが可能となる。
【００５５】
　以上図１～図６を用いて説明してきたように本発明の第１実施形態では、プリンタ１０
４にＲＦＩＤリーダ１０５を設け、更にＨＤＤ上にプリンタ１０４用のプリンタドライバ
１０７を格納することにより、ユーザが携帯するＲＦＩＤカード１０１内のＲＦＩＤタグ
１０２上の個人情報の中から出力先であるメールアドレス５０３を取得可能となる。
【００５６】
　更に取得したメールアドレス５０３に対してセットアップ情報を添付したメールを送信
することにより、ユーザはＰＣ１０３において受け取ったプリンタドライバ１０７に基づ
くインストール指示を行なうだけでプリンタ１０４を使用可能となる。ユーザはプリンタ
１０４の機種名を知らなくても、またＩＰアドレスなどのネットワーク設定しなくてもプ
リンタ１０４を使用することが可能となるのでプリンタドライバインストールの簡易化が
可能となる。
【００５７】
　また、セットアップ情報をメニュー表示を介して要求された場合に、自装置に関するセ
ットアップ情報を作成すればよく、プリンタ１０４は容易にプリンタドライバ及び出力ポ
ートモニタの設定に必要な設定情報を含むセットアップ情報を作成することができ、それ
を指定された出力先に提供することができ、ユーザにとって非常に有用な情報を提供でき
る。
【００５８】
　本実施形態では、ユーザのメールアドレスに対してＨＤＤ上のプリンタドライバを送信
する構成とした。
【００５９】
　しかし、ネットワーク上のサーバに当該プリンタ用かつ当該プリンタのネットワーク設
定が予め設定されているプリンタドライバを置き、ユーザのメールアドレスに対してプリ
ンタドライバの所在を示すＵＲＬなどをメールで送信し、ユーザがＵＲＬからプリンタド
ライバをダウンロードするという構成によっても本実施例同様の効果が得られる。
【００６０】
　〔第２実施形態〕
　上記第１実施形態では、携帯物に付されたタグ（ＲＦＩＤカード１０１）に記憶された
情報をプリンタ１０３が読込み、該ＲＦＩＤカード７０１を所持する者のＰＣアドレスに
対して、プリンタ１０３自信がメールを作成し、プリンタドライバを添付して送信し、該
送信されたプリンタドライバをインストールする場合について説明したが、プリンタから
プリンタドライバをインストールするためのプリンタ情報をＲＦＩＤカードに吸い上げて
、ＰＣ側でＲＦＩＤカード７０１に対する読み書き機能（リーダ・ライタ）機能を備え、
プリンタから取得したプリンタ情報を一端、利用者のＰＣに読み込ませ、その後、ＰＣで
プリンタサーバのドライバ管理データベースから対応するプリンタドライバをダウンロー
ドして、利用者のＰＣへインストールするように制御してもよい。以下、その実施形態に
ついて説明する。
【００６１】
　尚、第２実施形態においても、携帯物としてＲＦＩＤカードを例にし、タグとしてＲＦ
ＩＤを例に説明を行なうが、第１実施形態と同様にこれに限定されるものではない。
【００６２】
　図７は、本発明の第２実施形態を示す印刷システムの構成を説明するブロック図である
。
【００６３】
　図７において、７０１はＲＦＩＤカードで、カード内にＲＦＩＤタグ７０２を備えてい
る（ＲＦＩＤタグ７０２については後述する）。
【００６４】
　ＲＦＩＤカード７０１はユーザ個人が各自携帯するＩＤカードであり、ユーザの個人認
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証のための機能を兼ね備えている。７０３はプリンタで、ユーザの各種文書を印刷する。
なお、説明のためプリンタ７０３のネットワーク上でのプリンタ名を“ｐｒｉｎｔｅｒ＿
Ｄ”とする。
【００６５】
　７０４はＲＦＩＤリーダ・ライタで詳細については後述する。７０５は各種プリンタ情
報で、ＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４とＲＦＩＤカード７０１上のＲＦＩＤタグ７０２の
間で送受信される。その各種プリンタ情報の内容及びその送受信の過程については後述す
る。
【００６６】
　プリンタ７０３を制御するビデオコントローラ（以下コントローラとする）の構成は第
１実施形態とほぼ同じであり、図２におけるＲＦＩＤリーダ１０５をＲＦＩＤリーダ・ラ
イタに置き換えることにより第２実施形態におけるコントローラが構成される。
【００６７】
　なお、ＲＦＩＤタグ７０２の構成は、第１実施形態における図３に示した構成を備えて
いるものとする。また、ＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４の構成は、第１実施形態における
図４に示した構成を備えているものとする。
【００６８】
　図８は、図７に示したＲＦＩＤカード７０１内に備えられているＲＦＩＤタグ７０２の
不揮発性メモリ３０１内のデータ内容の一例を説明する図である。
【００６９】
　前述したようにＲＦＩＤカード７０１は、ユーザ個人が各自携帯するＩＤカードである
。
【００７０】
　図８の（ａ）において、８０１は個人情報領域で、ＲＦＩＤカード７０１の所有者の各
種個人情報が格納されてある。各種個人情報とは、例えば第１実施形態同様氏名、社員番
号、メールアドレスなどである。８０２はプリンタ情報領域で詳細については後述する。
８０３はその他の情報領域で各種個人情報、プリンタ情報以外の情報が格納される。
【００７１】
　プリンタ情報領域８０２のフォーマットは、プリンタ名８０４、ドライバのＵＲＬ８０
５、ＩＰアドレス８０６を含み、データ８０７～８１１の計１０（途中は省略する）のデ
ータが格納可能である。各々のデータについての詳細は後述する。なお、プリンタ情報（
１）～（３）が既に登録済みの状態である。
【００７２】
　図８の（ａ）において、プリンタ名８０４の項目のデータ８０７は“ｐｒｉｎｔｅｒ＿
Ａ”である。
【００７３】
　ドライバのＵＲＬ８０５の項目のデータ領域８０７はｈｔｔｐ：／／ａａａ．ａａａで
ある。ドライバのＵＲＬとは、サーバ９０４のプリンタドライバＤＢ９０５上のプリンタ
名 "ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ "用のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬである。ＩＰアドレ
スの項目のデータは "１１１．１１．１１．１１１ "である。これはネットワークにおける
“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”のＩＰアドレスを示す。尚、図中には示されていないが８０４乃
至８０６以外にもプリンタ情報領域８０２には、第１実施形態と同様に、プリンタ名、ド
ライバのＵＲＬ、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、サポート通信プロトコル、ステイプラ
や両面ユニットなどのオプション構成を示す構成情報など、プリンタドライバ自身に対す
る情報及び /又はプリンタドライバに関連付けられた出力ポートモニタのプリンタ設定情
報を含めるようにしても良い。
【００７４】
　同様に、データ領域８０８には、プリンタ名が“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｂ”、“ｐｒｉｎｔ
ｅｒ＿Ｂ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬ　“ｈｔｔｐ：／／ｂｂｂ．ｂｂｂ
”、ネットワークにおける“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｂ”のＩＰアドレス“２２２．２２．２２
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．２２２”が格納されている。
【００７５】
　同様に、データ領域８０９にはプリンタ名が“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｃ”、“ｐｒｉｎｔｅ
ｒ＿Ｃ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬ　“ｈｔｔｐ：／／ｃｃｃ．ｃｃｃ”
、ネットワークにおける“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｃ”のＩＰアドレス“３３３．３３．３３．
３３３”が格納されている。
【００７６】
　データ領域８１０～８１１には何のデータも登録されておらず、データ領域８０７～８
０９同様にプリンタの各種情報を登録可能である。
【００７７】
　図８の（ｂ）は、図８の（ａ）に示す状態から、プリンタ７０３のＲＦＩＤリーダ・ラ
イタ７０４によって、新たなプリンタ情報（４）が書き込まれた状態に対応する。データ
８１２については後述する。
【００７８】
　図９は、本発明の第２実施形態を示す印刷システムの構成を説明するブロック図であり
、図７と同一のものには同一の符号を付してある。
【００７９】
　図９において、９０１はＰＣで、ＲＦＩＤカード７０１を所有しているユーザが使用し
ているＰＣでありネットワークに接続されている。ＰＣ９０１にはＲＦＩＤリーダ・ライ
タ９０２が備えられており、その働きは図７に示したＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４と同
様である。
【００８０】
　９０３は各種プリンタ情報で、ＲＦＩＤリーダ・ライタ９０２によってＲＦＩＤカード
７０１上のＲＦＩＤタグ７０２から読み込まれる。その過程については後述する。９０４
はネットワーク上のサーバで、プリンタドライバデータベース（以下プリンタドライバＤ
Ｂとする）９０５でプリンタドライバを一元管理している。９０６はプリンタドライバで
、サーバ９０４からＰＣ９０１によってダウンロードされる。なお、プリンタドライバの
取得からインストールまでの処理については後述する。
【００８１】
　先ず、図８におけるプリンタ情報領域８０２の各々のデータについての詳細を図８に示
すデータ８０７を一例としてについて説明する。
【００８２】
　図１０は、本発明に係る印刷システムにおける第２のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートであり、プリンタ７０３におけるＣＰＵによるデータ処理手順に対応する。な
お、Ｓ１００１～Ｓ１００５は各ステップを示す。
【００８３】
　ユーザが新たにプリンタ７０３を使用したい場合（例えばプリンタ７０３が新設された
場合や今まで使用していたプリンタとは別のプリンタを使う必要が生じた場合）、ユーザ
はプリンタ７０３が設置してある場所まで出向き、携帯しているＲＦＩＤカード７０１を
プリンタ７０３のＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４に翳す。ＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４
は、翳されたＲＦＩＤカード７０１内のＲＦＩＤタグ１０２の不揮発性メモリ３０１のデ
ータを受信する（Ｓ１００１）。
【００８４】
　尚、第１実施形態と同様に、ステップＳ１００１により読み込まれた情報に、自装置が
認識できるカード識別子８１３を識別できたか否かを判定し、想定されていたカード識別
子が識別できると処理をステップＳ１００２に移行する。一方、予めプリンタに登録され
ていた識別子が認識できなければ、図１０のフローチャートの処理を終える。
【００８５】
　次に、ＲＦＩＤタグ７０２－ＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４間のデータ送受信の際の動
作は第１実施形態において図３、４を用いて説明した動作と同様である。その結果、ＲＦ
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ＩＤリーダ・ライタ７０４において、前述した個人情報領域８０１内のデータ、プリンタ
情報領域８０２のデータ及びその他の情報領域８０３のデータが受信される。
【００８６】
　そして、図７における各種プリンタ情報７０５（プリンタ情報領域８０２のデータを含
む）は、ＲＦＩＤタグ７０２からＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４に送信される。
【００８７】
　その後、ＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４は、ＣＰＵ２０１に対して割り込みを発生し、
ＣＰＵ２０１はＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４において受信されたデータの中からプリン
タ情報領域８０２のデータをリードし（Ｓ１００２）、ＲＡＭ２０３上に格納する。
【００８８】
　次に、ＣＰＵ２０１は自プリンタの情報がＲＡＭ２０３上に格納されたデータの中にあ
るか否かを判断する（Ｓ１００３）。
【００８９】
　ＲＡＭ２０３上には、例えば図８に示したプリンタ名８０４が“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”
、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｂ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｃ”のドライバのＵＲＬ８０５のデータ
及びＩＰアドレス８０６のデータが格納されている。
【００９０】
　また、前述したようにプリンタ７０３のネットワーク上でのプリンタ名は“ｐｒｉｎｔ
ｅｒ＿Ｄ”であるので、プリンタ７０３のプリンタ名が“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”である場
合、ＲＡＭ２０３上には“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”の情報は格納されていない。
【００９１】
　従って、ステップ（Ｓ１００３）では、ＣＰＵ２０１は「自プリンタの情報がない」と
判断する。言い換えればＲＦＩＤカード７０１内のＲＦＩＤタグ７０２上にはプリンタ名
“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”であるプリンタ７０３の情報が入っていないと判断される。
【００９２】
　その場合、ＣＰＵ２０１は自プリンタの情報即ちプリンタ名“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”及
び“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬ及び“ｐｒｉｎｔｅ
ｒ＿Ｄ”のＩＰアドレスをＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４経由でＲＦＩＤカード７０１内
のＲＦＩＤタグ７０２上の不揮発性メモリ３０１にライトして（Ｓ１００４）、処理を終
了する。
【００９３】
　このライト処理は、具体的には図４において、ＩＦ部４０６から自プリンタの情報のデ
ータが入力され、制御部４０５は変調回路４０２を用いて電力を供給するための電波及び
自プリンタの情報のデータを変調して、送信アンテナ部４０１より外部へ電波を送信する
。
【００９４】
　一方、図３におけるＲＦＩＤカード７０１のＲＦＩＤタグ７０２では電力を供給するた
めの電波及び自プリンタの情報の電波がアンテナ部３０２から受信され、復変調回路３０
５によって、復調され制御部３０６を介して不揮発性メモリ３０１へライトされる。その
結果、図８の（ｂ）に示されるようにプリンタ情報領域８０２の８１２の領域にプリンタ
７０３の各種プリンタ情報即ちプリンタ名“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”及び“ｐｒｉｎｔｅｒ
＿Ｄ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬ及び“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のＩＰアド
レスが格納される。
【００９５】
　“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬをｈｔｔｐ：／／ｄ
ｄｄ．ｄｄｄ、ＩＰアドレスを“４４４．４４．４４．４４４”とする。
【００９６】
　例えばプリンタ７０３のプリンタ名が“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”ではなく“ｐｒｉｎｔｅ
ｒ＿Ａ”である場合について説明する。
【００９７】
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　この場合、図１０に示したステップ（Ｓ１００３）で、自プリンタの情報がＲＡＭ２０
３上に格納されたデータの中にあるか否の判断において、ＲＡＭ２０３上には既に“ｐｒ
ｉｎｔｅｒ＿Ａ”の情報が格納されているので「自プリンタの情報がある」とＣＰＵ２０
１が判断する。
【００９８】
　言い換えれば、ＲＦＩＤカード７０１内のＲＦＩＤタグ７０２上にはプリンタ名“ｐｒ
ｉｎｔｅｒ＿Ａ”であるプリンタ７０３の情報が入っていると判断される。この場合はＲ
ＦＩＤタグ７０２の不揮発性メモリ３０１に対して何もライトしないで（Ｓ１００５）、
処理を終了する。
【００９９】
　これにより、ユーザがプリンタ７０３の設置してある場所まで出向き、携帯しているＲ
ＦＩＤカード７０１をプリンタ７０３のＲＦＩＤリーダ・ライタ７０４にかざすことによ
り、前述してきたような動作が行われる。その後、ユーザは後自分のＰＣ９０１の場所に
戻り、今度は携帯しているＲＦＩＤカード７０１をＰＣ９０１に備えられているＲＦＩＤ
リーダ・ライタ９０２に翳すと、図１１に示す処理が開始される。
【０１００】
　図１１は、本発明に係る印刷システムにおける第３のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートであり、ＰＣ９０１におけるＣＰＵによるデータ処理手順に対応する。なお、
Ｓ１１０１～Ｓ１１０６は各ステップを示す。
【０１０１】
　先ず、ＰＣ９０１のＲＦＩＤリーダ・ライタ９０２は、ユーザにより翳されたＲＦＩＤ
カード７０１内のＲＦＩＤタグ７０２の不揮発性メモリ３０１のデータを受信する（Ｓ１
１０１）。その結果、個人情報領域８０１内のデータ、プリンタ情報領域８０２のデータ
及びその他の情報領域８０３のデータが受信される。
【０１０２】
　図９における各種プリンタ情報９０３は、ＲＦＩＤタグ７０２からＰＣ９０１のＲＦＩ
Ｄリーダ・ライタ９０２に送信されるプリンタ情報領域８０２のデータを示す。
【０１０３】
　その後、ＰＣ９０１は受信したデータの中からプリンタ情報領域のデータを抽出する（
Ｓ１１０２）。その結果、図８の（ｂ）に示される“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”、“ｐｒｉｎ
ｔｅｒ＿Ｂ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｃ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”の情報が得られる。
【０１０４】
　次に、ＰＣ９０１は、抽出したプリンタ情報領域の情報の中に新規プリンタの情報があ
るか否かを判断する（Ｓ１１０３）。
【０１０５】
　具体的にはＰＣ９０１は自身のメモリ（図示はしない）上に使用可能なプリンタの情報
を格納する領域を持ち、その領域内のプリンタ情報と抽出したプリンタ情報領域の情報を
比較することにより判断を行う。
【０１０６】
　例えばＰＣ９０１は、既に“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｂ”、“ｐｒ
ｉｎｔｅｒ＿Ｃ”のプリンタドライバがインストールされており３つのプリンタを使用可
能であったとするとＰＣ９０１のメモリ上には“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”、“ｐｒｉｎｔｅ
ｒ＿Ｂ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｃ”のプリンタ情報は既に存在している。
【０１０７】
　そして、抽出した情報には“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ａ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｂ”、“ｐｒ
ｉｎｔｅｒ＿Ｃ”、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”の情報が存在するので“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ
”は新規プリンタであると判断する。即ち抽出したプリンタ情報領域の情報の中に新規プ
リンタの情報があると判断する。
【０１０８】
　ここで、新規プリンタの情報があると判断した場合は、ＰＣ９０１は“ｐｒｉｎｔｅｒ
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＿Ｄ”のドライバのＵＲＬ即ちサーバ９０５上のプリンタドライバＤＢ９０５における“
ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のプリンタドライバのありかを示すＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｄｄｄ
．ｄｄｄにアクセスし、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のセットアップ情報であるプリンタドラ
イバ９０６をダウンロードする（Ｓ１１０４）。尚、セットアップ情報は第１実施形態に
おいて説明したものと基本的同様のとするので詳しい説明は省略する。
【０１０９】
　本実施形態では説明の便宜上プリンタドライバという名前で説明を行うが、プリンタド
ライバ９０６にはプリンタドライバ１０７のインストーラが含まれていることは言うまで
もない。
【０１１０】
　そして、“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のプリンタドライバ９０６のダウンロード後、ＰＣ９
０１はそのインストールを行うが、その際に“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”のＩＰアドレス“４
４４．４４．４４．４４４”の設定を行い（Ｓ１１０６）、処理を終了する。
【０１１１】
　一方、ステップ（Ｓ１１０３）において、抽出したプリンタ情報領域の情報の中に新規
プリンタの情報がないと判断された場合、何もダウンロードしないで（Ｓ１１０５）、処
理を終了する。
【０１１２】
　その後、ユーザは“ｐｒｉｎｔｅｒ＿Ｄ”、即ちプリンタ７０３に対応するプリンタド
ライバを介して各種文書を印刷することが可能となる。
【０１１３】
　以上説明してきたように第２実施形態によれば、プリンタ７０３にＲＦＩＤリーダ・ラ
イタ７０４を設け、更にＰＣ９０１にもＲＦＩＤリーダ・ライタ９０２を設けることによ
り、ＲＦＩＤカード７０１上のＲＦＩＤタグ７０２を介してプリンタ７０３用のプリンタ
ドライバのありかを示すＵＲＬ及びプリンタ７０３のＩＰアドレスをＰＣ９０１が取得す
ることが可能となる。
【０１１４】
　更にＰＣ９０１は取得したサーバ９０５上のプリンタドライバＤＢ９０５のＵＲＬから
プリンタ７０３用のプリンタドライバをダウンロードし、取得したプリンタ７０３のＩＰ
アドレスをプリンタドライバに設定することが可能となる。ユーザはプリンタ７０３のプ
リンタ名やＩＰアドレスを知らなくてもプリンタ７０３を使用することが可能となるので
プリンタドライバインストールの簡易化が可能となる。
【０１１５】
　上記実施形態によれば、ユーザによるプリンタドライバの選択や設定が簡易化されたプ
リンタドライバインストール方法を提供することが可能となる。
【０１１６】
　以下、図１２に示すメモリマップを参照して本発明に係る画像処理システムで読み取り
可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０１１７】
　図１２は、本発明に係る画像処理システムで読み取り可能な各種データ処理プログラム
を格納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０１１８】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０１１９】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
。
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【０１２０】
　本実施形態における図６，図１０，図１１に示す機能が外部からインストールされるプ
ログラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合
、ＣＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを
介して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本
発明は適用されるものである。
【０１２１】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、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出し実
行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０１２２】
　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本発明の新規な機能を実
現することになり、その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。
【０１２３】
　従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
【０１２４】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０１２５】
　この場合、記憶媒体から読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を記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０１２６】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプロ
グラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異
なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明
の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対して
ダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれるものであ
る。
【０１２７】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０１２８】
　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ＯＳ（オペレーティングシステム）等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ことは
言うまでもない。
【０１２９】
　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
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能拡張ボ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き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボ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ことは言うまでもない。
【０１３０】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から排除する
ものではない。
【０１３１】
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【０１３２】
　なお、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　上記実施形態では、ＰＣ（データ処理装置）にプリンタドライバを添付して１つのデー
タ処理装置にメール送信する場合について説明したが、複数のアドレスにプリンタドライ
バを同報送信してもよい。
【０１３４】
　さらに、ユーザがメモリ（ＳＤメモリ）等を装着可能な携帯電話を所有している場合に
は、該携帯電話のメールアドレス（複数のアドレス）にもプリンタドライバをメールして
、ＰＣ自体がメールを受信できない状況であっても、携帯電話とＰＣとのインタフェース
を介して、携帯電話のメモリにメール送信されたプリンタドライバおよびその管理情報を
ＰＣにダウンロードできるように構成して、上記実施形態と同様に、プリンタドライバの
インストール処理を行えるように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明の第１実施形態を示す印刷システムの一例を示すブロック図である。
【図２】図１に示したプリンタを制御するビデオコントローラの構成を説明するブロック
図である。
【図３】図１に示したＲＦＩＤタグの構成を説明するブロック図である。
【図４】図１に示したプリンタ内のＲＦＩＤリーダの構成を説明するブロック図である。
【図５】図１に示したＲＦＩＤカード内に備えられているＲＦＩＤタグの不揮発性メモリ
内のデータ内容の一部を説明する図である。
【図６】本発明に係る印刷システムにおける第１のデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の第２実施形態を示す印刷システムの構成を説明するブロック図である。
【図８】図７に示したＲＦＩＤカード内に備えられているＲＦＩＤタグの不揮発性メモリ
内のデータ内容の一部を説明する図である。
【図９】本発明の第２実施形態を示す印刷システムの構成を説明するブロック図である。
【図１０】本発明に係る印刷システムにおける第２のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１１】本発明に係る印刷システムにおける第３のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１２】本発明に係る印刷システムで読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１０１　ＲＦＩＤジャード
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　１０２　ＲＦＩＤタグ
　１０３　ＰＣ
　１０４　プリンタ
　１０５　ＲＦＩＤリーダ
　１０６　プリンタドライバ
　１０９　ネットワーク

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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