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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　通信回線を介して受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドラ
イバの情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たすと判定され
た場合、前記離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除させ
る削除手段として機能させ、
　前記判定手段により前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たさないと判定
された場合、前記離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバは前記
削除手段により削除されないことを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　前記コンピュータを、
　一時的利用者がログインした際にインストールされたデバイスドライバの情報として、
ゲスト用のデバイスドライバであることを識別するための情報を記憶させる記憶手段とし
て更に機能させ、
　前記判定手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報がゲスト用のデバイスドライバであることを示す際に、前記所定の条件を
満たすと判定することを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
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　前記判定手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報が他の周辺機器のために利用されていないことを示す際に、前記所定の条
件を満たすと判定することを特徴とする請求項１または２に記載のプログラム。 
【請求項４】
　前記コンピュータを、
　前記離脱メッセージの受信に応じて、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応す
るデバイスドライバを削除するかを問い合わせる問い合わせ手段として更に機能させ、前
記削除手段は、前記問い合わせ手段の問い合わせに対して削除が指示された場合に、当該
デバイスドライバを削除させることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
プログラム。
【請求項５】
　前記コンピュータを、
　周辺機器に対応するデバイスドライバのインストールの際に、当該デバイスドライバの
自動削除を示す自動削除情報を、当該デバイスドライバの情報として登録する登録手段と
して更に機能させ、
　前記判定手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報として、前記登録手段により前記自動削除情報が登録されていた際に、前
記所定の条件を満たすと判定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載
のプログラム。
【請求項６】
　前記コンピュータを、
　前記通信回線への接続に応じて、所定の機能を有する周辺機器の存在を問い合わせるプ
ローブメッセージを、前記通信回線を介して送信する送信手段として更に機能させ、前記
削除手段は、インストール済みのデバイスドライバの中で、前記プローブメッセージに対
する応答がない周辺機器に対応するデバイスドライバを削除させることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　コンピュータを、
　ログインしている利用者が一時的利用者であるか否かを判定する利用者判定手段と、
　前記利用者判定手段によりログインしている利用者が一時的利用者であると判定した場
合に、当該一時的利用者がログインしている際にインストールされたデバイスドライバの
情報として、ゲスト用のデバイスドライバであることを識別するための情報を記憶させる
記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶されたデバイスドライバの情報に基づいて、通信回線を介して
接続された周辺機器から受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバが、ゲスト用のデバイスドライバであるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバ
イスドライバがゲスト用のデバイスドライバであると判定された場合、前記受信した離脱
メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除させる削除手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　周辺機器と接続された情報処理装置であって、
　周辺機器からの離脱メッセージを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスド
ライバの情報が所定の条件を満たす際に、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応
するデバイスドライバを削除する削除手段と
を備え、
　前記判定手段により、前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たさないと判
定された場合、前記離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバは前
記削除手段により削除されないことを特徴とする情報処理装置。
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【請求項９】
　一時的利用者がログインした際にインストールされたデバイスドライバの情報として、
ゲスト用のデバイスドライバであることを識別可能にする情報を記憶する記憶手段を更に
有し、
　前記削除手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報がゲスト用のデバイスドライバであることを示す際に、前記所定の条件を
満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削
除することを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記削除手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報が他の周辺機器のために利用されていないことを示す際に、前記所定の条
件を満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバ
を削除することを特徴とする請求項８または９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記離脱メッセージの受信に応じて、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応す
るデバイスドライバを削除するかを問い合わせる問い合わせ手段を更に有し、
　前記削除手段は、前記問い合わせ手段の問い合わせに対して削除が指示された場合に、
当該デバイスドライバを削除することを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記
載の情報処理装置。
【請求項１２】
　周辺機器に対応するデバイスドライバのインストールの際に、当該デバイスドライバの
自動削除を示す自動削除情報を、当該デバイスドライバの情報として登録する登録手段を
更に有し、
　前記削除手段は、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報として、前記登録手段により前記自動削除情報が登録されていた際に、前
記所定の条件を満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイ
スドライバを削除することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の情報処
理装置。
【請求項１３】
　ネットワーク接続に応じて、当該ネットワーク上の所定の機能を有する周辺機器の存在
を問い合わせるプローブメッセージを送信する送信手段を更に有し、
　前記削除手段は、インストール済みのデバイスドライバの中で、前記送信手段により送
信されたプローブメッセージに対する応答がない周辺機器に対応するデバイスドライバを
削除すことを特徴とする請求項８乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　周辺機器と接続された情報処理装置の制御方法であって、
　周辺機器からの離脱メッセージを受信する受信工程と、
　前記受信工程において受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイス
ドライバの情報が所定の条件を満たす際に、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対
応するデバイスドライバを削除する削除工程と
を有し、
　前記判定工程において、前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たさないと
判定された場合、前記離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバは
前記削除工程において削除されないことを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　一時的利用者がログインした際にインストールされたデバイスドライバの情報として、
ゲスト用のデバイスドライバであることを識別可能にする情報を記憶する記憶工程を更に
有し、
　前記削除工程において、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデ
バイスドライバの情報がゲスト用のデバイスドライバであることを示す際に、前記所定の



(4) JP 4865299 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

条件を満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライ
バを削除することを特徴とする請求項１４に記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記削除工程において、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデ
バイスドライバの情報が他の周辺機器のために利用されていないことを示す際に、前記所
定の条件を満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスド
ライバを削除することを特徴とする請求項１４または１５に記載の制御方法。
【請求項１７】
　前記離脱メッセージの受信に応じて、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応す
るデバイスドライバを削除するかを問い合わせる問い合わせ工程を更に有し、
　前記削除工程において、前記問い合わせ工程の問い合わせに対して削除が指示された場
合に、当該デバイスドライバを削除することを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか
１項に記載の制御方法。
【請求項１８】
　周辺機器に対応するデバイスドライバのインストールの際に、当該デバイスドライバの
自動削除を示す自動削除情報を、当該デバイスドライバの情報として登録する登録工程を
更に有し、
　前記削除工程において、前記受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデ
バイスドライバの情報として、前記登録手段により前記自動削除情報が登録されていた際
に、前記所定の条件を満たすとして、当該離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応する
デバイスドライバを削除することを特徴とする請求項１４乃至１７のいずれか１項に記載
の制御方法。
【請求項１９】
　ネットワーク接続に応じて、当該ネットワーク上の所定の機能を有する周辺機器の存在
を問い合わせるプローブメッセージを送信する送信工程を更に有し、
　前記削除工程において、インストール済みのデバイスドライバの中で、前記送信工程に
おいて送信されたプローブメッセージに対する応答がない周辺機器に対応するデバイスド
ライバを削除することを特徴とする請求項１４乃至１８のいずれか１項に記載の制御方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワークに対応した周辺装置、および該周辺装置を制御する情報処理装置
、情報処理方法及びそのプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネットワーク上のクライアント装置からのサービス要求に応え、サービスを提供
するサービス提供装置及び、サービス提供システムが知られている。例えば、インターネ
ットによる通信の飛躍的な普及に伴い、ネットワーク対応型機器として、従来のパーソナ
ルコンピュータ以外の種類の多様な機器が開発されている。例えば、ＰＤＡ、携帯電話等
のユーザインタラクティブなデバイスや、スキャナ、プリンタ、複写機、デジタルカメラ
等の画像処理装置や、テレビ、エアコン、冷蔵庫等の家電製品などに至るまでネットワー
ク対応が急速に進められている。なおＰＤＡとはパーソナルデータアシスタントの略称で
ある。
【０００３】
　それに伴い、これまでこれらネットワーク対応型デバイスを利用する上での利便性、簡
易性を高めるために、さまざまなプロトコル、アーキテクチャが提案されている(特許文
献１，２)。それ提案には、サービスを提供するネットワークデバイスの探索、検索手段
、ネットワーク対応型デバイスを制御するためのアプリケーションソフトウエア、ユーテ
ィリティソフトウエア、オペレーティングシステム等の自動セットアップ手段などがある
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。
【０００４】
　また、複数の企業、標準化団体が、ローカルI/O接続デバイス対して適用されてきたプ
ラグアンドプレイをネットワークデバイスに対して拡張対応すべく、仕様策定作業を進め
ている。例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社が主体となって策定を進めるＵＰｎＰ（登録商標
:非特許文献１）がある。さらに、WSD:Web Services for Devices(WS-Discovery/WS-Meta
dataExchange　非特許文献２、３)が挙げられる。さらに、Ａｐｐｌｅ社が開発したＯＳ
　ＸでサポートされるＲｅｎｅｄｚｖｏｕｓなどがその一例である。また、WSDについて
は、ＢＭＬｉｎｋＳ基本仕様書Ｖｅｒｓｉｏｎ１．２」（ビジネス機械・情報システム産
業協会、インターネットURL：http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/index.htm）も挙げられ
る。
【特許文献１】特開2004-038956
【特許文献２】特開2004-362594
【非特許文献１】"UPnP(TM) Device Architecture" version1.0、２０００年６月８日（
インターネットURL: http://www.upnp.org/download/UPnPDA10_20000613.htm）
【非特許文献２】"Web Service Dynamic Discovery(WS-Discovery)"、２００５年４月（
インターネットURL: http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ws-discovery.pd
f）
【非特許文献３】"WS-MetadataExchange"、２０００年９月、マイクロソフト社（インタ
ーネットURL: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnglobspec/html/ws-metadata
exchange.pdf）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このようにネットワークプラグアンドプレイ（ネットワークＰｎＰとも呼ぶ。）が普及
することによって利便性が向上する。しかしその一方で、一旦ネットワークプラグアンド
プレイによって認識されたネットワークデバイスが、ユーザが使用する際に実際に使える
のかどうか分からないといった問題がある。
【０００６】
　言い換えると、ネットワークプラグアンドプレイによって自動的にネットワークデバイ
スのドライバおよびアプリケーションがインストールされてしまう。そのドライバおよび
アプリケーションの自動インストール後にネットワークデバイスが使用不可となった場合
、たとえばそのデバイスがネットワークから切り離された場合でも、ユーザはそのデバイ
スのドライバおよびアプリケーションを選択することはできる。そのため、ユーザには、
なぜネットワークデバイスを使えないのかが分からない。
【０００７】
　例えば、携帯型パーソナルコンピュータを自宅あるいは勤務先のオフィスから移動し、
訪問先オフィス、あるいは公共施設に設けられたホットスポットなど、異なるネットワー
ク環境を一時的に利用するケースがある。その場合、携帯型パーソナルコンピュータのプ
ラグアンドプレイ機能が、そのネットワーク環境で稼動しているネットワークデバイスを
発見するたびに、ネットワークデバイスのドライバやアプリケーションを自動的にインス
トールする。つまり、携帯型パーソナルコンピュータには、普段使用するプリンタドライ
バと一時的に利用するプリンタドライバが記憶されている状態となる。そして、携帯型パ
ーソナルコンピュータが、一時的に利用したネットワーク環境から離れた後でも依然とし
てインストールされたドライバ、アプリケーションは携帯型パーソナルコンピュータに残
ったままである。使うことのできないデバイスのドライバやアプリケーションが携帯型パ
ーソナルコンピュータに残ったままでは、その使用上甚だ不便である。これは、使用でき
ないにも関わらず利用者に対しては利用できるように見せられているソフトウエアから、
利用者が実際に使用できるものを選択して使用しなければならないためである。また、デ
バイスからさらには携帯型パーソナルコンピュータのハードウェア資源、特にメモリ資源
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をいたずらに消費してしまうことにもなる。もちろん携帯型パーソナルコンピュータに限
らず、ネットワークＰｎＰ機能を備えたネットワークデバイス一般についてこの問題は生
じ得る。つまり、ゲストユーザとしての一時的利用者がログインした後にインストールさ
れたプリンタドライバは、普段使用することがないためアンインストール処理される必要
がある。一方、管理者ユーザなどのゲストユーザ以外のユーザがログインした後にインス
トールされたデバイスドライバは、頻繁に使用される可能性がある。そのため、安易にア
ンインストール処理されると必要なときに使用することができないといった問題が生じる
可能性が高くなる。
【０００８】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、インストールされているデバイスドライ
バの属性に基づいて、アンインストール処理を実行すべきか否かを決定する。これにより
、ネットワークプラグアンドプレイ機能により検出できないデバイスのソフトウエアをア
ンインストールすることができ、利用者の操作性を向上させることを目的とする。
【０００９】
　また、使用できないソフトウエアを削除することで、限られた計算資源を有効利用する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、以下の構成を備える。すなわち、コンピ
ュータを、通信回線を介して受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバ
イスドライバの情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、前記判定手段に
より前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たすと判定された場合、前記離脱
メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除させる削除手段として
機能させ、前記判定手段により前記デバイスドライバの情報が前記所定の条件を満たさな
いと判定された場合、前記離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライ
バは前記削除手段により削除されないことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、ネットワークプラグアンドプレイ機能により検出できないデバイスの使
用のためにインストールされたソフトウエアをアンインストールすることで、利用者の操
作性を向上させることができる。
【００１２】
　また、使用できないソフトウエアを削除することで、限られた計算資源を有効利用する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　［第１実施形態］
　以下に、図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、この実施の形態に記載されているプロトコル、ヴァージョン、アドレス、その他の
数値等は、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨
のものではない。
【００１４】
　＜印刷システムのハードウエア構成＞
　図１７は、本発明の実施の形態であるネットワーク印刷システムに接続しているひとつ
のクライアントとひとつのネットワークプリンタに注目したハードウエア構成を示すブロ
ック図である。図１７では、クライアント１０００と印刷装置であるネットワークプリン
タ３０００とがネットワーク１７３１を介して接続された構成となっている。クライアン
ト１０００ではコンピュータ本体２０００に対して外部装置であるキーボード１７０９、
ＣＲＴ１７１０、ハードディスク１７１１等が接続されている。コンピュータ本体２００
０はＣＰＵ１７０１を備え、ＣＰＵ１７０１はＲＯＭ１７０３やハードディスク１７１１
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に記憶された制御プログラムやアプリケーションをＲＡＭ１７０２に展開して演算を行う
ことができる。また、外部装置であるキーボード１７０９からの入力を制御しているのが
キーボードコントローラ（ＫＢＣ）１７０５である。また、ＣＲＴ１７１０の表示を制御
しているのがＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）１７０６であり、ハードディスク１７１１
に対して入出力の制御を行っているのがハードディスクコントローラ（ＨＤＣ）１７０７
である。ＮｅｔＣ１はネットワークコントローラであり、ネットワーク１７３１を介して
プリンタ３０００に接続されて、プリンタコントローラ部４０００との間の通信制御を行
っている。
【００１５】
　これらＣＰＵ１７０１、ＲＡＭ１７０２、ＲＯＭ１７０３、ＫＢＣ１７０５、ＣＲＴＣ
１７０６、ＨＤＣ１７０７、ＮｅｔＣ１はそれぞれシステムバス１７０４によって接続さ
れ、各デバイスをＣＰＵ１７０１が総括的に制御している。ハードディスク１７１１ある
いはＲＡＭ１７０２には、ネットワークデバイス、特に本実施形態ではネットワークプリ
ンタのデバイスドライバのインストール状態を示すインストール済みデバイスリストが保
存されている。インストール済みデバイスリストは、コンピュータ１０００にインストー
ルされたオペレーティングシステムにより提供されるＵＰｎＰ機能により認識される、デ
バイスの名称（識別子）、ＩＰアドレス、ドライバ名、アイコンファイル名等が含まれて
いる。これらの情報は、オペレーティングシステムが管理するシステム情報のデータベー
スであるレジストリから得ることもできる。そこでレジストリを参照しても、デバイスリ
ストと同様の情報を参照できる。すなわち、本実施形態では、インストール済みデバイス
リストを持つものとするが、レジストリを用いれば、インストール済みデバイスリストを
特別に用意する必用はない。
【００１６】
　なお、本実施形態では、クライアントとしてパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を想定し
ている。しかし、本発明を実施可能な形態であれば、クライアントはＰＣに限定するもの
ではなく、ＰＤＡなどの携帯情報端末や携帯電話、デジタル家電等をクライアントとして
もよい。いずれの装置も、特定用途の入出力デバイス等を除けば、図１のコンピュータ１
０００と同様の構成を有する。
【００１７】
　ネットワークプリンタ３０００において、プリンタＣＰＵ１７２１は、ＲＯＭ１７２３
のプログラム用領域に記憶された制御プログラムを実行する。制御プログラムの実行によ
り、バス１７２４に接続される各種のデバイスとのアクセスを総括的に制御し印刷部２２
を介して接続される印刷機構部１７２８（プリンタエンジン）に印刷データとしての画像
信号が出力される。
【００１８】
　ＣＰＵ１７２１はネットワークコントローラ（ＮｅｔＣ）１７を介してクライアント１
０００との通信処理が可能である。通信によりネットワークプリンタ３０００内の情報等
をクライアント１０００に通知可能に構成されている。ＲＡＭ１７２２はＣＰＵ１７２１
の主メモリ、ワークエリアなどとして機能する。また、ＲＡＭ１７２２はクライアント１
０００より受信した印刷データや画像ビットマップデータを格納しておくための描画メモ
リ、ビデオ信号情報格納領域、その他としても使用される。ハードディスクコントローラ
１７２７にて制御されるハードディスク１７２９は印刷ジョブデータのＢＯＸ保存などの
ために使用される。操作パネル１７３０はユーザがネットワークプリンタ３０００を操作
する際のユーザインタフェースであり各種スイッチやＬＥＤ表示機器の他、タッチパネル
式の液晶パネルなどで構成される。この操作パネル１７３０を介して、ユーザはそのプリ
ンタ３０００を、ネットワーク１７３１から切り離して撤去する旨の指示、すなわち永久
的に切り離す旨の指示を入力できる。この指示があったことを示す情報はＲＡＭ１７２２
に保存されて、プリンタ３０００から送信される。なおここでＲＡＭ１７２２に保存され
た永久に切り離す旨の情報は、ネットワークからの離脱を示すｂｙｅメッセージ（離脱メ
ッセージとも呼ぶ。）の種類を決定する基礎となる。
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【００１９】
　ハードディスク１７２９には、プリンタ３０００の構成を示す構成情報データベースが
保存されている。構成情報データベースは、各種のデータを含むデータベースである。構
成情報データベースには、デバイスタイプ情報、サービス情報、デバイスの使用頻度情報
、印刷速度情報、カラー印刷機能の有無を示すカラー機能情報、最高解像度情報、両面印
刷機能の有無を示す両面機能情報、製造メーカ情報などが含まれている。
【００２０】
　なお、ネットワークプリンタ３０００は本発明の機能を実施できる装置であればシング
ルファンクションプリンタでもスキャナやコピー、ファクシミリ等の機能も備えたマルチ
ファンクションプリンタでもよい。印刷機構部１７２８としてレーザービームプリンタや
インクジェットの印刷機構を用いたプリンタ、サーマルプリンタなどいかなるプリント方
式を用いていようが、本発明の機能に制限をするものではない。
【００２１】
　＜ＰｎＰシステムの構成＞
　図１は本発明の一実施形態としてのネットワークプラグアンドプレイシステムの構成を
示すブロック図である。図１の構成は図１７のハードウエアの上に構築される。図１にお
いて、イーサネット（登録商標）コントローラ等のハードウエアデバイスよりも上のレイ
ヤは、ＲＡＭ１７０２やＲＡＭ１７２２にロードされたソフトウエアをＣＰＵにより実行
することで実現される。
【００２２】
　さて、図中、クライアントデバイス１００は、本実施形態においては携帯型パーソナル
コンピュータである。しかし、ネットワークプラグアンドプレイ機能を備えたコンピュー
ティングデバイス、たとえばＰＤＡや携帯電話等についても、本発明は適用できる。
【００２３】
　クライアントデバイス１００は、通信機能としてＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標），Ｗｉ
Ｆｉ（登録商標）（ＩＥＥＥ８０．１１ａ／ｂ／ｇ），Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
に対応している。そのためＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ１、ＷｉＦｉコン
トローラ２、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈコントローラ３を備えている。これらコントローラの上
位レイヤには、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を備え、そのプロトコルスタ
ック上にＨＴＴＰ５を備え、ＨＴＴＰリクエストの解析、およびレスポンス処理を行う。
【００２４】
　ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４、およびＨＴＴＰ５の上位層にはＳｉｍｐ
ｌｅ Ｏｂｊｅｃｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＯＡＰ）プロセッサ６を備える
。ＷＳＤモジュール８、およびユーティリティ１４、アプリケーション１５は、それぞれ
ＳＯＡＰプロセッサ２０を介してｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｍａｒｋｕｐ Ｌａｎｇｕａｇｅ
（ＸＭＬ）で記述されたデータの双方向通信を実現する。なおＳＯＡＰとは、ネットワー
ク経由でオブジェクト間の通信を行うためのプロトコルである。ＳＯＡＰでは、ＸＭＬに
よって記述されるデータ構造が定義され、転送用のプロトコルとしては、ＨＴＴＰやＳＭ
ＴＰが用いられる。ＳＯＡＰプロセッサ６は、ＳＯＡＰにしたがって記述されたオブジェ
クトを解析（パース）し、処理を実行する。
【００２５】
　ＷＳＤモジュール８は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔらがその仕様策定を推進するＷＳ－Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒｙ仕様に基づき、ＳＯＡＰプロセッサ６を介してネットワークデバイスから通
知されるＨｅｌｌｏメッセージに対する応答処理を行う。さらに、ＷＳＤモジュール８は
、ネットワークデバイス検索のためのＰｒｏｂｅメッセージの発行処理を実行する。また
、ＷＳＤモジュール８は、ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様に基づき、Ｇｅ
ｔＭｅｔａｄａｔａメッセージを発行することで、ネットワークデバイスの属性情報を取
得する。さらに、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づき、ネットワークデバイスから通
知されるＢｙｅメッセージに対する応答処理を実行する。
【００２６】
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　これらメッセージ処理により、ネットワークデバイスを発見した場合、ＷＳＤモジュー
ル８はプラグアンドプレイコントローラ１１に対して、発見したネットワークデバイスの
属性情報を通知する。プラグアンドプレイコントローラ１１は該属性情報をもとに該当す
るドライバおよびユーティリティソフトウエア１２を、デバイスドライバマネージャ１０
を介してクライアントデバイス１００に対してインストールする機能を備える。
【００２７】
　一方、ネットワークデバイスのネットワークからの離脱を発見した場合、ＷＳＤモジュ
ール８はプラグアンドプレイコントローラ１１に対して、離脱を発見したネットワークデ
バイスのアドレス情報を通知する。プラグアンドプレイコントローラ１１はネットワーク
アドレス情報をもとに該当するドライバ、ユーティリティソフトウエアをドライバマネー
ジャ１０を介して、クライアントデバイス１００に対してアンインストールを実行する機
能を備える。クライアントは、ネットワークデバイスがネットワークに対してブロードキ
ャストする、あるいはホストに対してマルチキャストするＢｙｅメッセージの受信により
、ネットワークデバイスのネットワークからの離脱を発見することができる。
【００２８】
　アプリケーション１５は、例えばワードプロセッサなどで編集した書類をプリンタによ
り印刷する。その際、アプリケーション１５は、プラグアンドプレイコントローラ１１に
よりインストールされたドライバおよびユーティリティを介して、ネットワーク対応デバ
イス２００に対してジョブデータ、印刷データを送信する。
【００２９】
　一方、ネットワーク対応デバイス２００は、本実施の形態ではネットワーク対応型プリ
ンタである。ネットワーク対応デバイス２００は、通信機能としてＥｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標），ＷｉＦｉ（登録商標）（ＩＥＥＥ８０．１１ａ／ｂ／ｇ），Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）に対応している。そしてそれぞれＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントロ
ーラ１６、ＷｉＦｉコントローラ１７により制御される。これらコントローラの上位レイ
ヤには、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック１８を備え、そのプロトコルスタック
上にＨＴＴＰ１９を備え、ＨＴＴＰリクエストの解析、およびレスポンス処理を行う。
【００３０】
　ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック１８、およびＨＴＴＰ１９の上位層には、Ｓ
ＯＡＰプロセッサ２０を備えている。そして、ＷＳＤモジュール２１、およびプリンタコ
ントローラ２２が、それぞれＳＯＡＰプロセッサ２０を介してｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｍ
ａｒｋｕｐ Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＸＭＬ）で記述されたデータの双方向通信を実現する。
【００３１】
　ここで、ＷＳＤモジュール２１は、ネットワークに接続した際に、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒｙ仕様に基づき、ＳＯＡＰプロセッサ２０を介してＨｅｌｌｏメッセージの送信する
。さらにＷＳＤモジュール２１はクライアントデバイス１００から発行されるＰｒｏｂｅ
メッセージに対する応答処理を実行する。
【００３２】
　また、ＷＳＤモジュール２１は、ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様に基づ
き、クライアントデバイス１００から発行されたＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージに応
じ、ネットワーク対応デバイス２００が持つ属性情報を返信する。本実施形態の場合、ネ
ットワーク対応デバイス２００はネットワーク対応プリンタである。さらに、ＷＳＤモジ
ュール２１は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づき、ネットワークから離脱する際に
Ｂｙｅメッセージを送信する。
【００３３】
　なお、クライアントデバイス１００は、ネットワークに接続されたワイヤレスＬＡＮア
クセスポイント２３を介してＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に接続することもできる。
【００３４】
　＜ネットワークＰｎＰによるデバイスの認識手順＞
　以下に本発明の制御の流れをフローチャートに従い説明する。以下説明するフローチャ
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ートにおいて、「クライアントデバイス１００」による処理は主としてＷＳＤモジュール
８により実行され、「ネットワーク対応デバイス２００」による処理は、主としてＷＳＤ
モジュール２１により実行される。ただし「クライアントデバイス１００」による処理に
は、プラグアンドプレイコントローラ１１やデバイスドライバマネージャ１０による処理
も含まれている。ＳＯＡＰプロセッサ以下のレイヤにおける処理は、Ｗ３Ｃによる規定に
従うものなので、ここでは説明は省略する。
【００３５】
　＜ネットワークプラグアンドプレイ処理１＞
　図２は、本実施形態において、ネットワークデバイスに対するプラグアンドプレイ処理
をする場合の制御の流れを説明するフローチャートである。また図２に示す手順は、ネッ
トワーク対応デバイスがオンライン状態になった際にイニシアチブをとる手順の例である
。
【００３６】
　ネットワーク対応デバイス２００のＷＳＤモジュール２１は、ネットワークに接続され
たときに、ＳＯＡＰプロセッサ２０に対してＨｅｌｌｏメッセージの送信を要求する。ネ
ットワークに接続されたときとは、たとえば新規なデバイスがネットワークに接続されて
通信を開始するとき、あるいは、電源オフの状態から電源オンされてネットワーク上での
通信を再開するときなどがある。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
仕様に基づきＨｅｌｌｏメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してマルチキャス
トアドレス２３９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（ステップ
Ｓ１）。
【００３７】
　ＨｅｌｌｏメッセージはＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、図３にそのメッセージ３
０１のフォーマットの例を示す。Ｈｅｌｌｏメッセージには、送信元のアドレスＵＲＩ３
０３やデバイスのタイプ３０２（本例ではプリンタ）、メタデータのバージョン３０４等
の情報を含む。また本実施形態では通信プロトコルはＴＣＰ／ＩＰを用いているので、Ｔ
ＣＰやＩＰのパケットヘッダにも、送信元のポート番号やＩＰアドレスが含まれている。
これらの情報により、Ｈｅｌｌｏメッセージの受信側装置は、その送信元の装置やそのメ
ッセージの意味を特定できる。
【００３８】
　ＨｅｌｌｏメッセージはＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を介して、クライ
アントデバイス１００のＳＯＡＰプロセッサ６に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、
Ｈｅｌｌｏメッセージを受信するとその内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール８に
通知する（ステップＳ２）。ＷＳＤモジュール８は、Ｈｅｌｌｏメッセージを発行したネ
ットワークデバイスの属性情報を取得する。そのために、ＷＳＤモジュール８は、ＳＯＡ
Ｐプロセッサ６に対して、Ｈｅｌｌｏメッセージに記述されたアドレスを送信先とするＷ
Ｓ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅで規定されるＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージ
の発行を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ６は、ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ
仕様に基づきＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージを生成する。そして、ＳＯＡＰプロセッ
サ６は、生成したメッセージを、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を介してネ
ットワーク対応デバイス２００に対してユニキャスト送信する（ステップＳ３）。Ｇｅｔ
ＭｅｔａｄａｔａメッセージはＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、図４にそのメッセー
ジフォーマットの例を示す。
【００３９】
　ネットワーク対応デバイス２００は、クライアントデバイス１００からのＧｅｔＭｅｔ
ａｄａｔａメッセージを受信する（ステップＳ４）。受信したＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメ
ッセージは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック１８を介して、ＳＯＡＰプロセッ
サ２０に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージの
内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール２１に通知する。ＷＳＤモジュール２１は、
指定された属性情報をクライアントに対して返信するために、ＳＯＡＰプロセッサ２０に
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対してＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅで規定されるＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲ
ｅｓｏｐｎｓｅメッセージ発行を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－Ｍｅｔａ
ｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様に基づきＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセ
ージを生成し、プロトコルスタックを介してクライアントに対してユニキャスト送信する
（ステップＳ５）。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージはＸＭＬ－ＳＯ
ＡＰで記述されており、図５にそのメッセージフォーマットの例を示す。ＧｅｔＭｅｔａ
ｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージ５０１には、デバイスのモデル名（デバイスのＩＤ
）５０３、製造会社名５０２などのデバイス属性情報が含まれている。
【００４０】
　クライアントデバイス１００は、ネットワーク対応デバイス２００からＧｅｔＭｅｔａ
ｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信する（ステップＳ６）。受信したＧｅｔＭｅ
ｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック
４を介して、ＳＯＡＰプロセッサ６に通知される。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎ
ｓｅメッセージに記述されたデバイスの属性情報は、クライアントデバイス１００のＳＯ
ＡＰプロセッサ６を介して、デバイス属性情報がＷＳＤモジュール８に通知される。ＷＳ
Ｄモジュール８は、デバイス属性情報をプラグアンドプレイコントローラ１１に対し通知
する。デバイス属性情報の通知をうけたプラグアンドプレイコントローラ１１は、デバイ
スドライバマネージャを介してデバイス属性情報に一致するドライバを、記憶装置上より
検索し、該当するドライバのインストールを実行する（ステップＳ７）。デバイス属性情
報には、デバイスの製造者名やデバイス名称が含まれる。そのため、インストールするド
ライバはそれら属性情報から決定できる。なお、デバイスが複数のサービスをサポートす
る場合には、ドライバもサービス毎にインストールされる。
【００４１】
　デバイスドライバのインストール後は、クライアントデバイス１００においては、その
デバイスドライバに対応するデバイスを用いた処理を実行可能となる。一方、ネットワー
ク対応デバイス２００も、対応するデバイスドライバがインストールされたクライアント
デバイスにより使用可能となる。
【００４２】
　＜ネットワークプラグアンドプレイ処理２＞
　図６は、本実施形態において、クライアントデバイス１００より、ネットワーク上で利
用可能な状態にあるネットワーク対応デバイス２００を検索する場合の制御の流れを説明
するフローチャートである。
【００４３】
　クライアントデバイス１００のユーティリティ１４、あるいはアプリケーション１５は
、ＳＯＡＰプロセッサ６に対してＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様にて規定されるＰｒｏｂ
ｅメッセージの送信を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ６は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕
様に基づきＰｒｏｂｅメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してマルチキャスト
アドレス２３９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する。こうして、
Ｐｒｏｂｅメッセージに対するネットワーク対応デバイス２００からの応答であるＰｒｏ
ｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージの有無により検索処理を実現している。
【００４４】
　ＳＯＡＰプロセッサ６は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様で規定されるＰｒｏｂｅメッ
セージをＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタックを介してマルチキャストアドレス２３
９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（ステップＳ８）。Ｐｒｏ
ｂｅメッセージは、ＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、図７にそのメッセージフォーマ
ットの例を示す。Ｐｒｏｂｅメッセージ７０１には、探索するデバイスのタイプを示すデ
バイスタイプ７０２が含まれる。本願では一例として、探索の対象はプリンタとしている
ので、デバイスタイプ７０２には、プリンタを示す「ＰｒｉｎｔＢａｓｉｃ」と記述され
ている。
【００４５】
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　ネットワーク対応デバイス２００は、クライアントデバイス１００からＰｒｏｂｅメッ
セージを受信する（ステップＳ９）。受信したＰｒｏｂｅメッセージはＴＣＰ／ＵＤＰ／
ＩＰプロトコルスタック１６を介して、ＳＯＡＰプロセッサ２０に通知される。ＳＯＡＰ
プロセッサ２０は、Ｐｒｏｂｅメッセージの内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール
２１に通知する。ＷＳＤモジュール２１は、通知されたメッセージの内容（すなわち検索
対象）が、このネットワーク対応デバイス２００が提供する機能と一致しているか否かを
判断する（ステップＳ１０）。一致しないと判断した場合、その情報を無視する。したが
って、この場合はネットワーク対応デバイス２００からＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈレスポン
スが発行されることは無い。
【００４６】
　一方、Ｐｒｏｂｅメッセージの探索対象が、ネットワーク対応デバイス２００が提供す
る機能と一致すると判断した場合、ＷＳＤモジュール２１は、ＳＯＡＰプロセッサ２０に
対してＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージ発行を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｗ
Ｓ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づきＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを生成し、プロ
トコルスタックを介してクライアントに対してユニキャスト送信する（ステップＳ１１）
。Ｐｒｏｂｅ ＭａｔｃｈメッセージはＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、図８にその
メッセージフォーマットの例を示す。Ｐｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージ８０１には、応
答したデバイスのアドレス（たとえばＩＰアドレス）が含まれている。
【００４７】
　クライアントデバイス１００がＰｒｏｂｅメッセージを受信すると（ステップＳ１２）
、そのメッセージは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタックを介して、ＳＯＡＰプロ
セッサ６に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｐｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージの
内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール８に通知する。ＷＳＤモジュール８は、Ｐｒ
ｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを発行したネットワーク対応デバイス２００の属性情報を
取得する。そのために、ＷＳＤモジュール８は、ＳＯＡＰプロセッサ６に対してＷＳ－Ｍ
ｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅで規定されるＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージ発行を
要求する。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージの宛先は、Ｐｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセ
ージに記述されたネットワーク対応デバイスのアドレスである。ＳＯＡＰプロセッサ６は
、ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様に基づきＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセ
ージを生成する。そして、ＳＯＡＰプロセッサ６は、生成したメッセージを、プロトコル
スタックを介して、ネットワーク対応デバイス２００に対してユニキャスト送信する（ス
テップＳ１３）。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージはＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されてお
り、図２の説明において図４に示したものと同一である。
【００４８】
　ネットワーク対応デバイス２００は、クライアントデバイス１００からＧｅｔＭｅｔａ
ｄａｔａメッセージを受信する（ステップＳ１４）。受信したＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメ
ッセージは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック１８を介して、ＳＯＡＰプロセッ
サ２０に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａメッセージの
内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール２１に通知する。ＷＳＤモジュール２１にお
いては、指定された属性情報をクライアントに対して返信するために、ＳＯＡＰプロセッ
サ２０に対してＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅで規定されるＧｅｔＭｅｔａｄ
ａｔａＲｅｓｏｐｎｓｅメッセージ発行を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－
ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様に基づきＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓ
ｅメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してクライアントに対してユニキャスト
送信する（ステップＳ１５）。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージはＸ
ＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、前述の説明において図５に示したものと同一である。
【００４９】
　クライアントデバイス１００は、ネットワーク対応デバイス２００からＧｅｔＭｅｔａ
ｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅを受信する（ステップＳ１６）。受信したＧｅｔＭｅｔａｄａ
ｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージはＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を介して
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、ＳＯＡＰプロセッサ６に通知される。ＧｅｔＭｅｔａｄａｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセ
ージに記述されたデバイスの属性情報は、クライアントデバイス１００のＳＯＡＰプロセ
ッサ６を介して、デバイス属性情報がＷＳＤモジュール８に通知される。ＷＳＤモジュー
ル８は、デバイス属性情報をプラグアンドプレイコントローラ１１に対し通知する。通知
をうけたプラグアンドプレイコントローラ１１は、デバイスドライバマネージャを介して
デバイス属性情報に一致するドライバを、記憶装置上より検索し、該当するドライバのイ
ンストールを実行する（ステップＳ１７）。この属性の検索は図２で説明した通りである
。
【００５０】
　デバイスドライバのインストール後は、クライアントデバイス１００においては、その
デバイスドライバに対応するデバイスを用いた処理を実行可能となる。一方、ネットワー
ク対応デバイス２００も、対応するデバイスドライバがインストールされたクライアント
デバイスにより使用可能となる。
【００５１】
　＜デバイスドライバのアンインストール＞
　ここまでは、標準的なネットワークプラグアンドプレイの手順だが、次に本実施形態に
おいて重要なデバイスドライバのアンインストールまでの手順を述べる。その前にまずプ
リントキュー及びユーザ情報について簡単に説明する。
【００５２】
　（プリントキュー）
　プリントキューとは、スプールされた印刷データを先入先出順で取り出してプリンタに
送信するソフトウエアモジュールである。プリントキューはオペレーティングシステムに
より提供される。プリントキューはクライアントにインストールされたプリンタドライバ
に対応付けられている。ひとつのプリンタドライバに対応付けられるプリントキューはひ
とつまたは複数である。これは、ひとつのプリントキューはひとつのプリンタに対応して
いるのに対して、ひとつのプリンタドライバはひとつ又は複数の機種のプリンタに対応し
ているためである。たとえば複数のプリンタ使用可能であっても、その全てが同一機種で
あればクライアントにインストールされるドライバはひとつである。
【００５３】
　さて、プリンタドライバによるデータ処理を経てスプールされた印刷データは、そのプ
リンタドライバに対応するプリントキューにより先入先出順でプリンタに対して送信され
る。プリンタドライバとプリントキューとの対応付けは、本実施形態では、プリンタ（す
なわちネットワーク対応デバイス）のアドレスを、プリンタドライバとプリントキューと
にそれぞれ対応づけることで実現できる。したがって、たとえばプリンタのアドレスが特
定できれば、対応するプリントキューおよびプリンタドライバを特定できる。逆に、プリ
ントキューを特定すれば、対応するプリンタのアドレスから対応するプリンタドライバを
特定できる。
【００５４】
　さらにプリントキューはデバイスドライバ毎の状態情報を持つ。状態情報には、オフラ
イン状態であることを示すオフライン状態情報が含まれている。その値を「オフライン」
に設定することで、そのプリントキューから対応するプリンタに対する印刷ジョブの発行
は停止する。再度オフライン状態情報の値を「オンライン」に戻すことで、印刷ジョブの
出力を再開する。これらの制御はオペレーティングシステムにより行われているために、
オンラインとオフラインの切り替えは、オフライン状態情報の書き替えにより実現される
。
【００５５】
　図１８にプリントキューと状態情報およびプリンタドライバを対応付けるためのプリン
トキュー情報１８０１の一例を示す。もちろん図１８の様な形式とは限らず、対応付けが
可能であればどのような形式であっても良い。関連づけ情報１８０１はオペレーティング
システムにより管理されるが、オペレーティングシステムがこのようなデータを持たない
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場合には、ＷＳＤモジュール８により管理しても良い。図１８においては、プリントキュ
ーＩＤ１８１１と、状態情報１８１２（図ではオフライン状態情報のみ示す。）と、対応
するプリンタドライバ識別子１８１３と、プリンタのアドレス１８１４とが対応付けられ
ている。
【００５６】
　（ユーザ情報）
　ユーザ情報もまたオペレーティングシステムにより管理される情報である。図１９にそ
の一例を示す。ユーザ情報１９０１には、ログインしているユーザＩＤ１９１１とその権
限情報１９１２とが関連づけて保存されている。図１９の例では、ユーザＡは「ゲスト」
であり、それぞれ別途指定された権限を有する。権限とは、たとえばファイルへのアクセ
ス権限や、プリンタ等の周辺装置の利用権限等を含む。特に「ゲスト」権限は、あらかじ
めユーザとして登録されていないユーザによるログインを許可する場合に、そのユーザに
対して既定値として割り当てられるユーザ権限である。すなわち、「ゲスト」権限は、一
時的な利用者に対して割り当てられることが想定されている。あらかじめユーザ登録され
ていないユーザがログイン操作を行うと、そのユーザにはゲスト権限が付与され、図１９
のユーザ情報に、ログインしたユーザＩＤと「ゲスト」権限であることが登録される。
【００５７】
　（アンインストール処理）
　さて、クライアントデバイス１００がプリントキュー情報及びユーザ情報を持つことを
前提として、プリンタドライバをアンインストールする処理の説明を行う。本願ではゲス
トユーザとしてログインしている状態でインストールしたデバイスドライバが後述のアン
インストール対象となる。
【００５８】
　デバイスドライバマネージャ１０は、ログイン時のユーザ情報を取得する（Ｓ２００１
）。このログインがクライアントデバイス１００に対するログインを指す場合は、クライ
アントデバイス１００のオペレーションシステムから現在ログインしているユーザ情報を
取得する。つまり、オペレーションシステムは、ユーザごとにゲストかゲストでないかと
いうユーザ管理情報を図２１のように保持している。そして、ログイン時に入力されたユ
ーザＩＤからユーザ属性を判定できる。例えば、現在ログインしたユーザがユーザＡであ
れば、図２１よりユーザＡはゲストユーザと判定でき、図１９のようなユーザ情報が生成
される。また、このログインが、普段使用しないネットワーク環境に接続された状態を指
すのであれば次のようにユーザ情報を取得する方法が考えられる。例えば、外部システム
に一般ユーザ（つまり、ゲスト以外のユーザ）となるＭＡＣアドレスを登録しておく。そ
して、クライアントデバイスがネットワークに接続されると、この外部システムに自分の
ＭＡＣアドレスの有無を問い合わせる。ここで、自分のＭＡＣアドレスが外部システムに
登録されていれば、現在のネットワークは普段使用しているネットワークと判定し、登録
されていなければ、現在のネットワークは一時的に利用しているネットワークと判定でき
る。
【００５９】
　以上の処理を踏まえることで、デバイスマネージャは、ログインしているユーザがゲス
トユーザであるか否かを判定する（Ｓ２００２）。つまり、クライアントデバイス１００
は、ログインしている利用者が一時的利用者であるか否かを判定する。
【００６０】
　ここで、ゲストユーザでログインしていないと判定された場合（Ｓ２００２－Ｎｏ）、
クライアントデバイス１００は、現在ログインしているユーザを通常ユーザ（ゲスト以外
のユーザ）として管理する（Ｓ２００４）。また、Ｓ２００２にてゲストユーザでログイ
ンしていると判定された場合（Ｓ２００２－Ｙｅｓ）、クライアントデバイス１００は、
現在ログインしているユーザをゲストユーザとして管理する（Ｓ２００３）。
【００６１】
　クライアントデバイス１００は、ＷＳＤモジュール８およびプラグアンドプレイコント
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ローラ１１を用いてデバイスドライバのインストールが実行されたか否かを判定する（Ｓ
２００５）。詳細には、現在インストールされているデバイスドライバは図２２のように
管理している。この図２２の情報に新たなデバイスドライバが追加された場合、インスト
ールが実行されたと判定できる。
【００６２】
　Ｓ２００５にてデバイスドライバのインストールが実行されたと判定された場合、クラ
イアントデバイス１００は、現在ログインしているユーザがゲストユーザであるか否かを
判定する（Ｓ２００６）。Ｓ２００６の処理は、Ｓ２００２の処理結果に基づいて判定す
ることができる。Ｓ２００６の判定の結果、現在ログインしているユーザがゲストでない
と判定された場合、クライアントデバイス１００は、Ｓ２００５にてインストールされた
デバイスドライバを通常ドライバとして管理する（Ｓ２００８）。また、Ｓ２００６の判
定の結果、現在ログインしているユーザがゲストであると判定された場合、クライアント
デバイス１００は、Ｓ２００５にてインストールされたデバイスドライバをゲスト用のデ
バイスドライバとして管理する（Ｓ２００７）。具体的には、クライアントデバイス１０
０のＲＡＭ１７０２に図２２のような形式でデバイスドライバ情報が管理される。なお、
Ｓ２００７にてゲストドライバとしてインストールされたデバイスドライバを管理する場
合、次に実行される処理は、図９のＳ１９、図１１のＳ１１１１、図１４のＳ１３１１の
処理前となる。
【００６３】
　ここで、図９について説明する。図９は、本実施形態において、ネットワークデバイス
がネットワークから離脱する際の制御の流れを説明するフローチャートである。この手順
においては上述したプリントキュー情報１８０１およびユーザ情報１９０１が参照される
。なお、ステップＳ１９～ステップＳ２５は、クライアントデバイス１００のＣＰＵ１７
０１によって実行され、ステップＳ１８およびステップＳ２６はネットワーク対応デバイ
ス２０００のＣＰＵ１７２１によって実行される。なお、ステップＳ１９～ステップＳ２
４の処理を実行するクライアントデバイス１００は、周辺機器と接続されたコンピュータ
により実行されるプログラムを保持する。
【００６４】
　ネットワーク対応デバイス２００をネットワークから離脱させるために、ユーザはネッ
トワーク対応デバイス２００の操作パネル等からシャットダウン操作を行う。その操作を
トリガとしてＷＳＤモジュール２１は、ＳＯＡＰプロセッサ２０に対してＢｙｅメッセー
ジの送信を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づ
きＢｙｅメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してマルチキャストアドレス２３
９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（ステップＳ１８）。Ｂｙ
ｅメッセージはＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、図１０にそのメッセージフォーマッ
トの例を示す。Ｂｙｅメッセージ１００１にはＥｎｄｐｏｉｎｔＲｅｆｅｒｅｎｃｅタグ
に埋め込まれたアドレス情報１００２が含まれる。
【００６５】
　クライアントデバイス１００はネットワーク対応デバイス２００からＢｙｅメッセージ
を受信する。受信したＢｙｅメッセージは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４
を介して、ＳＯＡＰプロセッサ６に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｂｙｅメッセ
ージの内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール８に通知する（ステップＳ１９）。ク
ライアントデバイス１００は、ステップＳ１９において周辺機器からの離脱メッセージ受
信する。
【００６６】
　ＷＳＤモジュール８は、デバイスのアドレスをプラグアンドプレイコントローラ１１に
対し通知する。通知をうけたプラグアンドプレイコントローラ１１は、デバイスドライバ
マネージャ１０を介してデバイスのアドレスと関連のあるプリントキューを記憶装置上よ
り検索する。この検索は、たとえば図１８のプリント情報を参照して行う。通知されたプ
リンタのアドレスを図１８のプリントキュー情報から検索し、発見されたアドレスに対応
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するプリントキュー識別子（ＩＤ）が、目的のプリントキュー識別子（ＩＤ）である。
【００６７】
　そして、プラグアンドプレイコントローラ１１は、該当するプリントキューをオフライ
ンにする（ステップＳ２０）。すなわち、クライアントデバイス１００は、発見されたプ
リントキューのオフライン状態情報１８０２を「オフライン」とする。なお、このオフラ
イン時の視覚的効果としてプリントキューのアイコンをグレーや半透明にしてユーザーに
オフライン状態であることを明確に伝えることも可能である。
【００６８】
　さらに、デバイスドライバマネージャ１０は、クライアントデバイス１００の全ユーザ
ーアカウント情報を探索して、全てのユーザーアカウントがゲストユーザーかどうか調べ
る（ステップＳ２１）。この調査は、オペレーションシステムから図１９のユーザ情報の
権限欄１９１２を取得して参照し、すべてが「ゲスト」であるか判定することで行われる
。なお、図１９の場合、ログインユーザがユーザＡのみであり、ユーザＡの属性はゲスト
となっている。よって、デバイスドライバマネージャ１０は、ステップＳ２１において全
てのユーザアカウントがゲストユーザであると判定する。
【００６９】
　デバイスドライバマネージャ１０が、全てのユーザーアカウントがゲストユーザーであ
ると判定した場合、Ｂｙｅメッセージの送信元プリンタに対応するデバイスドライバがゲ
スト用のデバイスドライバであるか否かを判定する（ステップＳ２２）。つまりクライア
ント１００は、受信した離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバ
が所定の条件に一致するか否かを判定する。詳細には、図１８を用いてＢｙｅメッセージ
の送信元デバイスのアドレスからプリントキューＩＤを特定する。そして、デバイスドラ
イバマネージャ１０は、特定されたプリントキューＩＤおよび図２２の情報を用いて、ゲ
ストユーザによってインストールされたデバイスドライバであるか否かを判定することが
できる。Ｓ２２の判定処理により、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスに対応するデバイ
スドライバがゲストドライバでない場合、アンインストール対象ではないため通常操作へ
と処理を移す。一方、Ｓ２２においてＢｙｅメッセージの送信元デバイスに対応するプリ
ンタドライバがゲストドライバであると判定された場合、該プリンタドライバを利用する
別のプリンタの有無を判定する（ステップＳ２３）。つまり、ステップＳ２３においてク
ライアントデバイス１００は、Ｂｙｅ要求（離脱メッセージ）を受信した場合に、離脱メ
ッセージ送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバが、他の周辺機器のために利用さ
れているかを判定する。そして、ステップＳ２３により、ステップＳ１９にて受信したＢ
ｙｅ要求の送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバが他の周辺機器のために利用さ
れていないと判定された場合、クライアントデバイス１００は、デバイスドライバを削除
する。具体的には、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスのアドレスをプリントキュー情報
１８０１から検索する。そして、そのアドレスに対応するプリンタドライバ識別子を読み
、そのプリンタドライバ識別子をプリントキュー情報１８０１から検索する。複数の検索
結果が得られれば、そのプリンタと同じデバイスドライバを使用する別のプリントキュー
が存在すると判定できる（Ｓ２３－Ｎｏ）。この場合には、そのデバイスドライバは、Ｂ
ｙｅメッセージの送信元デバイス以外のデバイス用にも利用されている。したがって、そ
のデバイスドライバは削除してはならない。逆に、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスに
対応するデバイスドライバが、そのＢｙｅメッセージの送信元デバイスのみのために使用
されており、他のデバイスのために利用されていない場合には、そのドライバはもはや使
用されることはないと判定できる。例えば、図１８の場合、プリントキュー１のプリンタ
ドライバ識別子は対応プリンタドライバ１である。また、プリントキュー３のプリンタド
ライバ識別子は対応プリンタドライバ１である。よって、プリントキュー１に対応するア
ドレスからＢｙｅ情報を取得した場合、プリントキュー１に対応する対応プリンタドライ
バ１はプリントキュー３でも使用されているので、プリンタドライバ識別子「対応プリン
タドライバ１」に対応するプリンタドライバはアンインストールされない。
【００７０】
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　デバイスドライバマネージャ１０が、前記デバイスのアドレスと関連のあるプリントキ
ューに対応するデバイスドライバを使用する別のプリントキューが存在しないと判定する
（ステップＳ２３－ＹＥＳ）。その場合、プラグアンドプレイコントローラ１１は、ステ
ップＳ１８にてＢｙｅメッセージを送信してきたデバイスに対応するデバイスドライバを
アンインストールする（ステップＳ２４）。つまり、クライアントデバイス１００は、ス
テップＳ２２においてデバイスドライバ情報が所定の条件に一致すると判定した場合、離
脱メッセージ送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除する。
【００７１】
　以上説明したステップ１８から２５までを、ネットワーク対応デバイスがＢｙｅメッセ
ージを発行するごとに繰り返し実行する。これにより、クライアントデバイス１００は、
全ユーザーアカウントがゲストであり、かつデバイスドライバが別のプリントキューで使
用されていない場合には、デバイスドライバの自動アンインストールを実行できる。つま
り、クライアントデバイス１００は、一時的利用者がログインした後にインストールされ
たデバイスドライバをゲスト用デバイスドライバとして識別可能に記憶する記憶手段を有
している。そしてクライアント１００は、Ｂｙｅ要求を受信した後、記憶手段の情報に基
づいて離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバが、一時的利用者
がログインした後にインストールされたゲスト用デバイスドライバと対応するかを判定す
る。そしてクライアントデバイス１００は、離脱メッセージの送信元の周辺機器に対応す
るドライバが、一時的利用者がログインした後にインストールされたゲスト用ドライバと
対応すると判定した場合、離脱メッセージ送信元の周辺機器に対応するドライバを削除す
る。なお、本願において一時的利用者とはゲストユーザと同義である。
【００７２】
　なお、ステップＳ２１におけるユーザ権限の判定は、そのクライアントの利用方法を判
定するために行われる。たとえばウインドウズ（登録商標）オペレーティングシステムの
下では、クライアントは通常、特定のユーザに割り当てられ、そのユーザにより専有的に
利用される。そのようなユーザはあらかじめクライアントに登録され、「ユーザ」や「パ
ワーユーザ」あるいは「アドミニストレータ（管理者）」権限が付与されている。これに
対して、携帯して利用する携帯型クライアントは不特定のユーザに共有されることが多い
。このようなクライアントでは、ユーザは「ゲスト」権限でログインしてそのクライアン
トを利用する。そこで本実施形態では、ログインユーザが「ゲスト」権限を持つ場合、そ
のクライアントは共用のクライアントであると推定している。そして携帯型共用クライア
ントは、不特定のネットワークに接続されるために、使用するネットワークデバイスもネ
ットワーク毎に異なる。そこで、本実施形態では、ステップＳ２１の判定の結果、ユーザ
権限が「ゲスト」ある場合には、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスは当該ネットワーク
において一時的に利用されたデバイスであると判定しても良い。そして、プラグアンドプ
レイコントローラ１１は、Ｂｙｅメッセージを送信したデバイスに対応するデバイスドラ
イバを削除する。
【００７３】
　以上の通り本実施形態のクライアントデバイスは、デバイスからネットワークの離脱メ
ッセージ（Ｂｙｅメッセージ）を受けると、Ｂｙｅメッセージを送信したデバイスに対応
するデバイスドライバがゲストユーザによってインストールされたか否かを判定する。そ
して、ゲストユーザによってインストールされたデバイスドライバを自動的に削除する。
このため、デバイスドライバの管理の労力を節約することができる。また、クライアント
端末の資源の浪費を防止できる。また、ユーザに提示するデバイスの候補から使用できな
いデバイスドライバを削除できるので、ユーザの操作性を向上させることができる。さら
に、ゲストユーザによってインストールされたデバイスドライバを削除するためクライア
ントの構成を不用意に変更してしまうことがない。さらに、図９のＳ２４では、「他のプ
リントキューで同じドライバを使用しているか否か」を判定しているため、ユーザが必要
とするデバイスドライバを残して、適切なアンインストール処理を実行することができる
。
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【００７４】
　［第２実施形態］
　本実施形態では、ネットワーク対応デバイス２００の検索機能、およびＨｅｌｌｏメッ
セージ応答に対する具体的手段、およびプラグアンドプレイ処理は第１の実施形態と同様
である。クライアントデバイス１００は、それぞれフローチャート図２、６に示す手順で
処理を実行する。ここまでは、標準的なネットワークプラグアンドプレイの手順だが、次
に本実施形態において重要なデバイスドライバのアンインストールまでの手順を述べる。
【００７５】
　図１１は、本実施形態において、ネットワークデバイスがネットワークから離脱する際
の制御の流れを説明するフローチャートである。図１１において、図９と同じ内容のステ
ップは同じ参照番号で示す。なお、ステップＳ１１１１からステップＳ１１１５までの処
理はクライアントデバイス１００のＣＰＵ１７０１によって実行され、ステップＳ１１０
１およびステップＳ１１１６の処理は、ネットワーク対応デバイス２００のＣＰＵ１７２
１によって実行される。
【００７６】
　ネットワーク対応デバイス２００をネットワークから離脱させる際に、ユーザはシャッ
トダウン等の操作を行う。その操作によってネットワーク対応デバイス２００がネットワ
ークから離脱する際、ＷＳＤモジュール２１は、ＳＯＡＰプロセッサ２０に対してＢｙｅ
メッセージの送信を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕
様に基づきＢｙｅメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してマルチキャストアド
レス２３９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（ステップＳ１１
０１）。この処理は図９のステップＳ１８と同じである。ＢｙｅメッセージはＸＭＬ－Ｓ
ＯＡＰで記述されており、前述の説明において図１０に示したものと同一である。
【００７７】
　クライアントデバイス１００はＢｙｅメッセージを受信する。受信されたＢｙｅメッセ
ージはＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を介して、ＳＯＡＰプロセッサ６に通
知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｂｙｅメッセージの内容を解析し、その結果をＷＳ
Ｄモジュール８に通知する（ｓｔｅ１１１１１）。この処理はステップＳ１９で示したも
のと同一である。ＷＳＤモジュール８は、デバイスのアドレスをプラグアンドプレイコン
トローラ１１に対し通知する。通知をうけたプラグアンドプレイコントローラ１１はデバ
イスドライバマネージャ１０を介してデバイスのアドレスと関連のあるプリントキューを
、記憶装置上より検索し、該当するプリントキューをオフラインにする（ステップＳ１１
１２）。この検索やオフライン処理はステップＳ２０で示したものと同一である。なお、
このオフライン時の視覚的効果としてプリントキューのアイコンをグレーや半透明にして
ユーザーにオフライン状態であることを明確に伝えることも可能である。
【００７８】
　さらに、デバイスドライバマネージャ１０は、Ｂｙｅメッセージの送信元プリンタに対
応するデバイスドライバがゲスト用のデバイスドライバであるか否かを判定する（Ｓ１１
１３）。なお、Ｓ１１１３の処理は、図９のＳ２２の処理と同様の処理である。Ｂｙｅメ
ッセージの送信元プリンタに対応するドライバがゲスト用である場合、デバイスドライバ
マネージャ１０は、オフラインになった各プリントキューに対しドライバのアンインスト
ール確認ダイアログ１５０１（図１５）を表示する（ステップＳ１１１４）。ここで、表
示中に、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスのデバイス名を表示すると、ユーザがデバイ
スを識別でき、一層操作性が向上する。ダイアログボックス１５０１に対してユーザが「
はい」ボタン１５０２を押すことで、デバイスドライバのアンインストールが続行される
。「いいえ」１５０３が押されるとデバイスドライバのアンインストールは中止される。
【００７９】
　クライアントデバイス１００は、ユーザによってドライバのアンインストールが許可さ
れた場合（「はい」が押されたら）、プラグアンドプレイコントローラ１１は、Ｂｙｅメ
ッセージを送信してきたデバイスに対応するドライバがゲスト用であるか判定する。そし
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て、ゲスト用であると判定された場合、プラグアンドプレイコントローラ１１は、Ｂｙｅ
メッセージの送信元デバイスのデバイスドライバのアンインストールを実行する（ステッ
プＳ１１１６）。
【００８０】
　つまり、クライアントデバイス１００は、Ｂｙｅ要求（離脱メッセージ）を受信するこ
とに応じて、離脱メッセージ送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除するか
を問い合わせる。そして、クライアントデバイス１００は、問い合わせに対して削除が指
示された場合に、Ｂｙｅ要求の送信元の周辺機器のデバイスドライバを削除する。
Ｂｙｅメッセージが発行される毎にステップ１１１１から１１１５まで繰り返し実行する
。これにより、クライアントデバイス１００は、デバイスドライバのアンインストールを
ユーザが許可したときに限り、デバイスドライバの自動アンインストールが実行される。
本実施形態では第１実施形態と異なり、アンインストールの継続のために必ずユーザの介
入が必要なために、削除するドライバについてユーザの確認を受けることができる。
【００８１】
　［第３実施形態］
　ネットワーク対応デバイス２００の検索機能、およびＨｅｌｌｏメッセージ応答に対す
る具体的手段、およびプラグアンドプレイ処理は第１の実施形態と同様である。ネットワ
ーク対応デバイス２００は、フローチャート図２のステップＳ１，４，５、または図６の
ステップＳ９－１１，１４，１５に示す手順で処理を実行する。クライアントデバイス１
００は、図２のステップＳ７またはステップＳ１７に続けて、図１２の処理を行う。
【００８２】
　図１２は、本実施形態において、クライアントデバイス１００による、ネットワークデ
バイスに対するプラグアンドプレイ処理直後の制御の流れを説明するフローチャートであ
る。
【００８３】
　図２と同一のネットワーク対応デバイス２００に対するプラグアンドプレイ処理、もし
くは図６と同一のネットワーク対応デバイス２００に対する検索処理によって、クライア
ント１００はデバイスドライバをインストールする。
【００８４】
　デバイスドライバのインストール後、プラグアンドプレイコントローラ１１は、デバイ
スドライバマネージャ１０を介してユーザインターフェースとしてダイアログボックス１
６０１（図１６）を表示する（ステップＳ１２０１）。このダイアログボックスは、デバ
イスが不要になった際に、デバイスドライバのアンインストールを自動実行するかどうか
を、あらかじめ確認しておくためのユーザインターフェースである。そして、クライアン
トデバイス１００は、どのボタンが押されたか判定する（ステップＳ１２０２）。「はい
」ボタン１６０２が押されたと判定した場合、自動アンインストール情報１７１１ａがｔ
ｒｕｅ（真）にセットされて保存される。本例では、ＣＰＵ２７０１が、ハードディスク
１７１１に、インストールされたドライバに対応するデバイスのデバイスアドレスと対応
付けて保存する（ステップＳ１２０３）。たとえば自動アンインストール情報１７１１ａ
を、図１８のプリントキュー情報の１項目として追加しても良い。「いいえ」ボタン１６
０３が押されたと判定した場合、自動アンインストール情報１７１１ａがｆａｌｓｅ（偽
）にセットされ、保存される。本例では、ＣＰＵ２７０１が、ハードディスクにインスト
ールされたドライバに対応するデバイスのデバイスアドレスと対応透けて保存する（ステ
ップＳ１２０４）。ステップＳ１２０３およびステップＳ１２０４にて保存される情報は
、もちろんデバイスアドレスと対応付けて保存される。この情報（フラグ）は、デバイス
が不要になった際にデバイスドライバのアンインストールを自動実行するかどうか確認す
るために参照される。このように、デバイスドライバの自動削除を行うか否かを、当該デ
バイスドライバがインストールされた時点でユーザが選択して、選択結果を保存しておく
。
【００８５】
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　図１３は、本実施形態において、ネットワークデバイスがネットワークから離脱する際
の制御の流れを説明するフローチャートである。
【００８６】
　ネットワーク対応デバイス２００をネットワークから離脱させる際に、ユーザはシャッ
トダウン等の操作を行う。その操作によってネットワーク対応デバイス２００がネットワ
ークから離脱する際、ＷＳＤモジュール２１は、ＳＯＡＰプロセッサ２０に対してＢｙｅ
メッセージの送信を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕
様に基づきＢｙｅメッセージを生成し、プロトコルスタックを介してマルチキャストアド
レス２３９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（ステップＳ１３
０１）。この処理はステップＳ１８で示したものと同一である。ＢｙｅメッセージはＸＭ
Ｌ－ＳＯＡＰで記述されており、前述の説明において図１０に示したものと同一である。
【００８７】
　クライアントデバイス１００はＢｙｅメッセージを受信する。受信されたＢｙｅメッセ
ージはＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック４を介して、ＳＯＡＰプロセッサ６に通
知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｂｙｅメッセージの内容を解析し、その結果をＷＳ
Ｄモジュール８に通知する（ステップＳ１３１１）。この処理はステップＳ１９で示した
ものと同一である。ＷＳＤモジュール８は、デバイスのアドレスをプラグアンドプレイコ
ントローラ１１に対し通知する。通知をうけたプラグアンドプレイコントローラ１１は、
デバイスドライバマネージャ１０を介してデバイスのアドレスと関連のあるプリントキュ
ーを記憶装置上より検索し、該当するプリントキューをオフラインにする（ステップＳ１
３１２）。この処理はステップＳ２０で示したものと同一である。なお、このオフライン
時の視覚的効果としてプリントキューのアイコンをグレーや半透明にしてユーザーにオフ
ライン状態であることを明確に伝えることも可能である。
【００８８】
　さらに、デバイスドライバマネージャ１０は、Ｂｙｅメッセージの送信元プリンタに対
応するデバイスドライバがゲスト用のデバイスドライバであるか否かを判定する（Ｓ１３
１３）。なお、Ｓ１３１３の処理は、図９のＳ２２の処理と同様の処理である。Ｂｙｅメ
ッセージの送信元プリンタに対応するドライバがゲスト用であると判定された場合、デバ
イスドライバマネージャ１０は、ステップＳ１２０３またはステップＳ１２０４で設定さ
れた自動アンインストール情報１７１１ａを参照する（ステップＳ１３１４）。デバイス
イドライバマネージャ１０は、Ｂｙｅメッセージの送信元デバイスのアドレスに関連づけ
られている自動アンインストール情報１７１１ａを参照して、その値を判定する（ステッ
プＳ１３１５）。デバイスドライバマネージャ１０が、自動アンインストール情報１７１
１ａの値がＴＲＵＥであると判定した場合、プラグアンドプレイコントローラ１１は、Ｓ
１２０１のＢｙｅメッセージの送信元デバイスに対応するドライバがゲスト用であるか否
かを判定する。そして、ゲスト用であると判定された場合、プラグアンドプレイコントロ
ーラ１１は、当該デバイスドライバのアンインストールを実行する（ステップＳ１３１６
）。
【００８９】
　以上説明した制御をステップ１３１１から１３１５まで繰り返し実行する。こうするこ
とで、クライアントデバイス１００は、ユーザーがデバイスドライバの自動アンインスト
ールを許可している場合に、デバイスドライバの自動アンインストールを実行できる。し
かもその自動アンインストールの許可はデバイス毎に設定可能である。つまり、クライア
ントデバイス１００は、周辺機器に対応するデバイスドライバのインストールの際に、デ
バイスドライバの自動削除を示す自動削除情報を登録する。そして、クライアントデバイ
ス１００は、離脱メッセージを受信した場合に、登録された自動削除情報を参照する。そ
して、自動削除が可である旨が登録されていた場合に、クライアントデバイス１００は、
Ｂｙｅ要求の送信元の周辺機器に対応するデバイスドライバを削除する。このため、ゲス
トユーザがインストールしたデバイスドライバであっても重要なデバイスであり、必要に
応じて残しておくべきデバイスドライバを自動アンインストールの対象とせず、それ以外
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のデバイスは自動アンインストールする、といった設定が可能となる。すなわち、デバイ
ス毎に、そのデバイスのＢｙｅメッセージをトリガとする自動アンインストールの可否を
設定可能となる。
【００９０】
　［第４実施形態］
　上述した第１，２，３実施形態において、クライアントデバイス１００がデバイスドラ
イバをアンインストールする際の処理の起点は、ネットワーク対応デバイス２００が送信
するＢｙｅメッセージの受信にあった。ところが、クライアントデバイス１００が一時的
にサスペンドやシャットダウンなどの状態にあってＢｙｅメッセージを受信できない場合
もある。そのような場合に、ネットワーク対応デバイス２００がＢｙｅメッセージを送信
してきたら、第１，２，３実施形態のクライアントは自動アンインストール処理を実施で
きない。そこで、クライアントデバイス１００がＢｙｅメッセージを受信できなかった場
合の実施形態を以下に示す。
【００９１】
　ネットワーク対応デバイス２００の検索機能、およびＨｅｌｌｏメッセージ応答に対す
る具体的手段、およびプラグアンドプレイ処理は第１の実施形態と同様である。クライア
ントデバイス１００は、それぞれフローチャート図２、６に示す手順で処理を実行する。
ここまでで、クライアントデバイス１００にデバイスドライバのインストールが完了する
。またクライアントがネットワーク対応デバイス（プリンタ）からＢｙｅメッセージを受
信した場合の手順は、第１乃至第３実施形態のいずれかである。すなわち本実施形態は、
第１乃至第３実施形態のいずれかに組み合わされてクライアントデバイスに適用される。
【００９２】
　次に、クライアントデバイス１００はデバイスからのＢｙｅメッセージを受信できなか
った状態を仮定する。例えば、クライアントデバイス１００が一時的にサスペンドしたり
、あるいはシャットダウンしたりして、Ｂｙｅメッセージを受信できない状態に移行する
。そしてその後、クライアントデバイス１００は再びＢｙｅメッセージを受信可能な正常
な状態に復帰する。このような状況において、図１４は、クライアントデバイス１００が
、Ｂｙｅメッセージを受信可能な状態に復帰した直後に、ネットワーク上で利用可能な状
態にあるネットワーク対応デバイス２００を検索する処理の流れを説明するフローチャー
トである。
【００９３】
　クライアントデバイス１００は、サスペンド状態から復帰したり、電源を投入されたり
して、Ｂｙｅメッセージを受信可能な状態に復帰する。その直後、クライアント１００の
ユーティリティ１４、あるいはアプリケーション１５は、ＳＯＡＰプロセッサ６に対しＷ
Ｓ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様にて規定されるＰｒｏｂｅメッセージの送信を要求する。Ｓ
ＯＡＰプロセッサ６は、ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づきＰｒｏｂｅメッセージを
生成し、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタックを介してマルチキャストアドレス２３
９．２５５．２５５．２５０に対してマルチキャスト送信する（Ｓ１４０１）。Ｐｒｏｂ
ｅメッセージで探索するデバイスは本例ではプリンタである。
【００９４】
　ネットワーク対応デバイス２００がＰｒｏｂｅメッセージを受信すると（ステップＳ１
４１１）、受信したＰｒｏｂｅメッセージはＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック１
６を介して、ＳＯＡＰプロセッサ２０に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ２０は、Ｐｒｏ
ｂｅメッセージの内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュール２１に通知する。ＷＳＤモ
ジュール２１は、通知されたメッセージの内容（デバイスタイプ）とこのネットワーク対
応デバイス２００が提供する機能が一致しているか否かを判断する（ステップＳ１４１２
）。ＷＳＤモジュール２１が、一致しないと判断した場合、その情報を無視する（ステッ
プＳ１４１２－ＮＯ）。ステップＳ１４１２によって一致しないと判断された場合、ネッ
トワーク対応デバイス２００からＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈレスポンスが発行されることは
無い。
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【００９５】
　一方、一致すると判断した場合、ＷＳＤモジュール２１は、ＳＯＡＰプロセッサ２０に
対してＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージ発行を要求する。ＳＯＡＰプロセッサ６は、Ｗ
Ｓ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様に基づきＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを生成し、プロ
トコルスタックを介してクライアントに対してユニキャスト送信する（ステップＳ１４１
３）。Ｐｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージ８０１はＸＭＬ－ＳＯＡＰで記述されており、
前述の説明において図８に示したものと同一である。
【００９６】
　クライアント１００は、Ｐｒｏｂｅメッセージの送信後、そのＰｒｏｂｅメッセージに
対するＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを一定時間待つ（ステップＳ１４０２）。一定
時間内にＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを受信した場合、その送信元のデバイスはネ
ットワークに接続されていると判断できる。すなわち、受信したＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈ
メッセージの有無によりネットワーク対応デバイス２００がネットワークから離脱してい
るかどうか判断する。
【００９７】
　すなわち、クライアントデバイス１００は、Ｐｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージを受信
すると（ステップＳ１４０２－Ｙｅｓ）、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタックを介
して、そのメッセージはＳＯＡＰプロセッサ６に通知される。ＳＯＡＰプロセッサ６は、
受信したＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセージの内容を解析し、その結果をＷＳＤモジュー
ル８に通知する。
【００９８】
　クライアントデバイス１００が所定時間内に受信したＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈメッセー
ジの送信元デバイスの識別情報（たとえばアドレス）は、ＷＳＤモジュール８からプラグ
アンドプレイコントローラ１１に対し通知される。デバイスのアドレスの通知をうけたプ
ラグアンドプレイコントローラ１１は、デバイスドライバマネージャ１０を介して、通知
されたアドレスに該当しないプリントキューを、プリントキュー情報１８０１から検索す
る（ステップＳ１４０２）。プラグアンドプレイコントローラ１１は、検索の結果発見さ
れたプリントキューをオフラインにする（ステップＳ１４０３）。つまり、プラグアンド
プレイコントローラ１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｍａｔｃｈメッセージを送信してこなかったネ
ットワーク対応デバイスを特定して、対応するプリントキューをオフラインにする。この
オフライン時の視覚的効果としてプリントキューのアイコンをグレーや半透明にしてユー
ザーにオフライン状態であることを明確に伝えることも可能である。
【００９９】
　デバイスドライバマネージャ１０は、Ｂｙｅメッセージの送信元プリンタに対応するデ
バイスドライバがゲスト用のデバイスドライバであるか否かを判定する（Ｓ１４０４）。
なお、Ｓ１４０４の処理は、図９のＳ２２の処理と同様の処理である。Ｂｙｅメッセージ
の送信元プリンタに対応するドライバがゲスト用であると判定された場合、プラグアンド
プレイコントローラ１１は、ステップ１４０３でオフラインにしたプリントキューに対応
するドライバをアンインストールする（Ｓ１４０４）。なお、ステップＳ１４０４におい
てドライバがアンインストールされてしまうので、ステップＳ１４０３は省略可能である
。
【０１００】
　以上のようにして、ステップＳ１４０１からステップＳ１４０４までを実行する。こう
してクライアントデバイス１００は、ネットワーク対応デバイス２００が送信したＢｙｅ
メッセージを受信できない場合であっても、接続されていないデバイスに対応するデバイ
スドライバの自動アンインストールが実行可能となる。つまり、クライアントデバイス１
００が、ネットワークに接続された際に、ネットワーク上の所定条件に該当する周辺機器
の存在を問い合わせるプローブメッセージを送信する。そして、クライアントデバイス１
００は、プローブメッセージに対する応答を受信する。ここで、クライアントデバイス１
００は、既にインストールされており、かつ、プローブメッセージに対する応答がない周
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辺機器に対応するデバイスドライバを削除する。
【０１０１】
　以上のとおり、ゲストユーザーが利用するノートパソコン、ＰＤＡ、携帯電話といった
情報処理装置にネットワークＰｎＰ機能でインストールされたソフトウエアを、それが不
要な場合には自動的に削除することができる。その結果、実際に使うことのでるドライバ
、ユーティリティ、アプリケーションなどのソフトウエアが残されることになり、使用上
の利便性が大いに向上する。また、ユーザーにとって利用不可能なドライバ、ユーティリ
ティ、アプリケーション等のソフトウエアにより、情報処理装置のメモリ等のハードウェ
ア資源が消費されることを防止することが可能となる。
【０１０２】
　［その他の実施形態］
　上述した実施形態においては、ネットワークデバイスの検索手段、およびネットワーク
デバイスがネットワークに参加したことを通知する手段としてＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
で定義されるプロトコルを採用している。しかし、この限りではなく例えばＵＰｎＰ（ｔ
ｍ） ｖ１で規定されるＳＳＤＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）。さらに、ＧＥＮＡ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｖｅｎｔ Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）などを利用することでも実現可能である。ネットワ
ークデバイスの検索プロトコルとしては、ネットワークデバイスの属性情報を取得するた
めのアドレスネットワークデバイスを制御するための送信先を取得することが可能である
プロトコルであれば、いずれのプロトコルであっても適用可能である。
【０１０３】
　また上述した実施形態においては、通信媒体としてＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標），Ｗ
ｉＦｉ（登録商標）（ワイヤレス通信　ＩＥＥＥ８０２．１ａ／ｂ／ｇ）、およびＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を利用して実現している。これに対して、本発明は、デバイス
の発見、およびデバイスが機能実行を開始したことを通知することが可能な通信媒体であ
れば、ローカルＩ／Ｏ、ネットワークのいずれの場合も適用可能である。
【０１０４】
　また上述した実施形態においては、プラグアンドプレイの一例として、発見したネット
ワークデバイスに対応したドライバのインストールおよびアンインストールを説明してい
る。これに加えて、ネットワークデバイスを利用、制御するために必要なユーティリティ
、アプリケーションなどをクライアントデバイス１００への自動的なインストールおよび
アンインストールにも適用可能である。
【０１０５】
　また、上述した実施形態においてネットワークデバイスとしてプリンタに対する実装例
を示したが、通信媒体を介して利用、制御可能なデバイスであれば、スキャナ、ストレー
ジデバイス等、いずれのデバイスに対しても適用可能である。
【０１０６】
　また、上述した実施形態においては、各実施形態を単独で実施することはもちろん、複
数の実施形態を組み合わせて実施してもかまわない。
【０１０７】
　また、上述した実施形態においては、ネットワークデバイスがプリンタの場合、デバイ
スドライバをアンインストールしている。これに対して、文字通りプリンタドライバをア
ンインストールするだけでなく、プリントキューを削除するがプリンタドライバはアンイ
ンストールしなくともよい。このようにすれば処理負担を軽減できるし、また、再度同じ
ドライバをインストールする必要がなくなる。
【０１０８】
　また、上述した実施形態においては、クライアントデバイス１００によりネットワーク
デバイスを制御するためのドライバ、アプリケーション、ユーティリティなどのソフトウ
エアは、メモリやハードディスク上に保持する場合が多い。しかし、その他にもネットワ
ークデバイス上に保持されている場合、あるいは第３のサーバー上に保持されている場合



(24) JP 4865299 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

などにも適用可能である。
【０１０９】
　また、上述した実施形態においては、ネットワーク環境を識別するための情報として、
ＤＨＣＰ Ｅｎａｂｌｅｄ、ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ、Ｓｕｂｎｅｔ Ｍａｓｋ、Ｄｅｆａｕ
ｌｔ Ｇａｔｅｗａｙ、ＤＮＳ Ｓｅｒｖｅｒ、ＤＨＣＰ Ｓｅｒｖｅｒ
を利用したＴＣＰ／ＩＰネットワークにおける実施形態を示した。これに限らず、一義的
に他のネットワーク環境と識別することが可能ないずれの情報に対しても、本発明を適用
することが可能である。
【０１１０】
　また、上述した実施形態におけるクライアントデバイス１００及びネットワーク対応デ
バイス２００における各処理機能は、各処理機能を実現する為のプログラムをメモリから
読み出してＣＰＵ（中央演算装置）が実行することによりその機能を実現させる。しかし
これに限定さるものではなく、各処理機能の全部または一部の機能を専用のハードウェア
により実現してもよい。また、上述したメモリは、光磁気ディスク装置、フラッシュメモ
リ等の不揮発性のメモリである。さらに、メモリは、ＣＤ－ＲＯＭ等の読み出しのみが可
能な記録媒体、ＲＡＭ以外の揮発性のメモリ、あるいはこれらの組合せによるコンピュー
タ読み取り、書き込み可能な記録媒体より構成されてもよい。
【０１１１】
　また、クライアントデバイス１００及びネットワーク対応デバイス２００内の各機能を
実現する為のプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、記録された
プログラムをコンピュータに読み込ませて実行することにより各処理を行っても良い。な
お、ここでいう「コンピュータ」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。具体的には、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機
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こまれ
る。その後、そのプログラムの指示に基づき、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む。
【０１１２】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送
信された場合のサーバーやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発メモリ（
ＲＡＭ）である。このように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする
。
【０１１３】
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。
【０１１４】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現する為のものであっても良い。さ
らに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組合せ
で実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【０１１５】
　また、上記のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体等のプログラ
ムプロダクトも本発明の実施形態として適用することができる。上記のプログラム、記録
媒体、伝送媒体およびプログラムプロダクトは、本発明の範疇に含まれる。
【０１１６】
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　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の一実施形態におけるネットワークプラグアンドプレイシステムの概略構
成を示すブロック図である。
【図２】ネットワークデバイスに対するプラグアンドプレイ処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図３】ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様で定義されるＨｅｌｌｏメッセージフォーマット
を示す図
【図４】ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様で定義されるＧｅｔＭｅｔａｄａ
ｔａメッセージフォーマットを示す図である。
【図５】ＷＳ－ＭｅｔａｄａｔａＥｘｃｈａｎｇｅ仕様で定義されるＧｅｔＭｅｔａｄａ
ｔａＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージフォーマットを示す図である。
【図６】ネットワーク対応デバイスを検索、発見する制御の流れを示すフローチャートで
ある。
【図７】ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様で定義されるＰｒｏｂｅメッセージフォーマット
を示す図である。
【図８】ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様で定義されるＰｒｏｂｅ Ｍａｔｃｈｅｓメッセ
ージフォーマットを示す図である。
【図９】第一の実施形態にける、ネットワーク対応デバイスがネットワークから離脱する
際の制御の流れを示すフローチャートである。
【図１０】ＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ仕様で定義されるＢｙｅメッセージフォーマットを
示す図である。
【図１１】第二の実施形態にける、ネットワーク対応デバイスがネットワークから離脱す
る際の制御の流れを示すフローチャートである。
【図１２】第三の実施形態にける、ネットワークデバイスに対するプラグアンドプレイ処
理後の流れを示すフローチャートである。
【図１３】第三の実施形態にける、ネットワーク対応デバイスがネットワークから離脱す
る際の制御の流れを示すフローチャートである。
【図１４】第四の実施形態にける、クライアントデバイスがＢｙｅメッセージを受信可能
な状態に復帰直後の制御の流れを示すフローチャートである。
【図１５】デバイスドライバの削除の実行を確認するダイアログボックスの一例を示す図
である。
【図１６】デバイスが不要になったときにデバイスドライバを自動削除するかどうか確認
するダイアログボックスの一例を示す図である。
【図１７】プリントシステムのハードウエアブロック図である。
【図１８】プリントキュー情報の一例を示す図である。
【図１９】ユーザ情報の一例を示す図である。
【図２０】クライアントデバイスにおける処理フローチャートを示す図である。
【図２１】本願におけるユーザを管理するための情報の一例を示す図である。
【図２２】本願におけるクライアントデバイスにインストールされているデバイスドライ
バを管理する一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１８】
１　Ｅｔｈｅｎｅｔコントローラ
２　Ｗｉ－Ｆｉコントローラ
３　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）コントローラ
４　ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック
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５　ＨＴＴＰ
６　ＳＯＡＰプロセッサ
８　ＷＳＤモジュール
１０　デバイスドライバマネージャ
１１　プラグアンドプレイコントローラ
１２　デバイスドライバ・ユーティリティ　
１４　ユーティリティ
１５　アプリケーション
１６　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）コントローラ
１７　Ｅｔｈｅｎｅｔコントローラ
１８　ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコルスタック
１９　ＨＴＴＰ
２０　ＳＯＡＰプロセッサ
２１　ＷＳＤモジュール
２２　プリンタコントローラ

【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１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】



(32) JP 4865299 B2 2012.2.1

10

フロントページの続き

    審査官  横山　佳弘

(56)参考文献  特開２００３－１１４７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０２８７２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９２８９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８７７７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２０８８９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４０８５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０２６０９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／１０　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　９／４４５　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

