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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置内のコンピューターを、
　前記端末装置から通信可能なデバイスのデバイスリストを生成するデバイスリスト生成
部、
　（ａ）前記端末装置の１つの画面内に第１表示領域、第２表示領域、第３表示領域、お
よび第４表示領域を表示させ、初期状態において前記第３表示領域を空白とし、（ｂ）前
記第１表示領域に、前記デバイスリストを表示させ、（ｃ）前記第２表示領域に、デバイ
スドライバーリストを表示させ、（ｄ）前記第４表示領域に、ユーティリティリストを表
示させ、（ｅ）前記端末装置の１つの画面内に、さらに、第１表示領域、第２表示領域、
および第４表示領域に関連付けて、それぞれ、第１ソフトキー、第２ソフトキー、および
第３ソフトキーを表示させ、（ｆ）前記第１ソフトキーが操作されると、前記第３表示領
域に、前記デバイスリストから選択された１または複数のデバイスを表示させ、（ｇ）前
記第２ソフトキーが操作されると、前記第３表示領域において、表示されている前記デバ
イスに対して前記デバイスドライバーリストから選択された１または複数のデバイスドラ
イバーを、表示されている前記デバイスに関連付けて表示させ、（ｈ）前記第３ソフトキ
ーが操作されると、前記ユーティリティリストから選択された１または複数のユーティリ
ティを前記第３表示領域に表示させ、（ｉ）前記端末装置の１つの画面内に、さらに、イ
ンストールキーを表示させる表示制御部、並びに、
　前記インストールキーが操作されると、前記第３表示領域において表示されているデバ
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イスに関連付けて表示されている前記デバイスドライバーを、前記第３表示領域に表示さ
れているそのデバイス用のデバイスドライバーとして、また、前記第３表示領域に表示さ
れている前記ユーティリティを、前記端末装置に同時にインストールするインストール処
理部
　として機能させ、
　前記表示制御部は、さらに、前記第３表示領域において表示されている前記デバイスに
関連付けてアイコンを表示させ、前記アイコンが操作されると、前記デバイスに関連付け
て表示されている前記デバイスドライバーの設定値を入力するための設定画面を表示させ
、
　前記表示制御部は、さらに、第３表示領域において表示されている前記デバイスに関連
付けて複数の前記デバイスドライバーが表示されているときに前記アイコンが操作される
と、前記設定画面において、前記複数のデバイスドライバーのそれぞれの設定値を入力す
るための複数のタブを表示させ、
　前記インストール処理部は、前記設定画面で前記デバイスドライバーの設定値が入力さ
れている場合には、入力されている前記設定値を、インストールした前記デバイスドライ
バーの設定値の初期値に設定すること、
を特徴とするインストーラープログラム。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記表示されている前記デバイスに対して前記デバイスドライバー
リストから前記デバイスドライバーが選択されたときに、選択された前記デバイスドライ
バーがその表示されている前記デバイスに適合するか否かを判定し、選択された前記デバ
イスドライバーがその表示されている前記デバイスに適合しない場合には、警告を表示さ
せることを特徴とする請求項１記載のインストーラープログラム。
【請求項３】
　端末装置によって、前記端末装置から通信可能なデバイスのデバイスリストを生成する
ステップと、
　前記端末装置によって、前記端末装置の１つの画面内に第１表示領域、第２表示領域、
第３表示領域、および第４表示領域を表示させるステップと、
　前記端末装置によって、前記第１表示領域に、前記デバイスリストを表示させるステッ
プと、
　前記端末装置によって、前記第２表示領域に、デバイスドライバーリストを表示させる
ステップと、
　前記端末装置によって、前記第４表示領域に、ユーティリティリストを表示させるステ
ップと、
　前記端末装置によって、前記端末装置の１つの画面内に、さらに、第１表示領域、第２
表示領域、および第４表示領域に関連付けて、それぞれ、第１ソフトキー、第２ソフトキ
ー、および第３ソフトキーを表示させるステップと、
　前記第１ソフトキーが操作されると、前記端末装置によって、前記第３表示領域に、前
記デバイスリストから選択された１または複数のデバイスを表示させるステップと、
　前記第２ソフトキーが操作されると、前記端末装置によって、前記第３表示領域におい
て、表示されている前記デバイスに対して前記デバイスドライバーリストから選択された
１または複数のデバイスドライバーを、表示されている前記デバイスに関連付けて表示さ
せるステップと、
　前記端末装置によって、前記端末装置の１つの画面内に、さらに、インストールキーを
表示させるステップと、
　前記インストールキーが操作されると、前記第３表示領域において表示されているデバ
イスに関連付けて表示されている前記デバイスドライバーを、前記第３表示領域に表示さ
れているそのデバイス用のデバイスドライバーとして、また、前記第３表示領域に表示さ
れている前記ユーティリティを、前記端末装置に同時にインストールするステップと、
　前記端末装置によって、さらに、前記第３表示領域において表示されている前記デバイ
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スに関連付けてアイコンを表示させるステップと、
　前記アイコンが操作されると、前記端末装置によって、前記デバイスに関連付けて表示
されている前記デバイスドライバーの設定値を入力するための設定画面を表示させるステ
ップと、
　第３表示領域において表示されている前記デバイスに関連付けて複数の前記デバイスド
ライバーが表示されているときに前記アイコンが操作されると、前記端末装置によって、
さらに、前記設定画面において、前記複数のデバイスドライバーのそれぞれの設定値を入
力するための複数のタブを表示させるステップと、
　前記設定画面で前記デバイスドライバーの設定値が入力されている場合には、前記端末
装置によって、入力されている前記設定値を、インストールした前記デバイスドライバー
の設定値の初期値に設定するステップと、
　を備えることを特徴とするインストール方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インストーラープログラムおよびインストール方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ある情報処理装置では、ローカルエリアネットワークに接続されたデバイスのうち、そ
のデバイスを制御するためのデバイスドライバーが当該情報処理装置にインストールされ
ていないものを検索し、検索で発見されたデバイスのリストを表示し、ユーザーによりリ
ストから選択されたデバイスのデバイスドライバーをインストールしている（例えば特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３７５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の技術では、デバイスドライバーが端末装置にインストールされるデバイスをユー
ザーが選択することはできるが、１つのデバイスに対して複数のデバイスドライバーが存
在する場合、デバイスドライバーが端末装置にインストールされるデバイス、およびその
デバイスのためにインストールされるデバイスドライバーを、ユーザーが視覚的に確認し
ながら選択することは困難である。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、１つのデバイスに対して複数のデ
バイスドライバーが存在する場合でも、デバイスドライバーが端末装置にインストールさ
れるデバイス、およびそのデバイスのためにインストールされるデバイスドライバーを、
ユーザーが視覚的に確認しながら選択することができるようにするインストーラープログ
ラムおよびインストール方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るインストーラープログラムは、端末装置内のコンピューターを、前記端末
装置から通信可能なデバイスのデバイスリストを生成するデバイスリスト生成部、（ａ）
前記端末装置の１つの画面内に第１表示領域、第２表示領域、第３表示領域、および第４
表示領域を表示させ、初期状態において前記第３表示領域を空白とし、（ｂ）前記第１表
示領域に、前記デバイスリストを表示させ、（ｃ）前記第２表示領域に、デバイスドライ
バーリストを表示させ、（ｄ）前記第４表示領域に、ユーティリティリストを表示させ、
（ｅ）前記端末装置の１つの画面内に、さらに、第１表示領域、第２表示領域、および第
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４表示領域に関連付けて、それぞれ、第１ソフトキー、第２ソフトキー、および第３ソフ
トキーを表示させ、（ｆ）前記第１ソフトキーが操作されると、前記第３表示領域に、前
記デバイスリストから選択された１または複数のデバイスを表示させ、（ｇ）前記第２ソ
フトキーが操作されると、前記第３表示領域において、表示されている前記デバイスに対
して前記デバイスドライバーリストから選択された１または複数のデバイスドライバーを
、表示されている前記デバイスに関連付けて表示させ、（ｈ）前記第３ソフトキーが操作
されると、前記ユーティリティリストから選択された１または複数のユーティリティを前
記第３表示領域に表示させ、（ｉ）前記端末装置の１つの画面内に、さらに、インストー
ルキーを表示させる表示制御部、並びに、前記インストールキーが操作されると、前記第
３表示領域において表示されているデバイスに関連付けて表示されている前記デバイスド
ライバーを、前記第３表示領域に表示されているそのデバイス用のデバイスドライバーと
して、また、前記第３表示領域に表示されている前記ユーティリティを、前記端末装置に
同時にインストールするインストール処理部として機能させる。そして、前記表示制御部
は、さらに、前記第３表示領域において表示されている前記デバイスに関連付けてアイコ
ンを表示させ、前記アイコンが操作されると、前記デバイスに関連付けて表示されている
前記デバイスドライバーの設定値を入力するための設定画面を表示させる。また、前記表
示制御部は、さらに、第３表示領域において表示されている前記デバイスに関連付けて複
数の前記デバイスドライバーが表示されているときに前記アイコンが操作されると、前記
設定画面において、前記複数のデバイスドライバーのそれぞれの設定値を入力するための
複数のタブを表示させる。さらに、前記インストール処理部は、前記設定画面で前記デバ
イスドライバーの設定値が入力されている場合には、入力されている前記設定値を、イン
ストールした前記デバイスドライバーの設定値の初期値に設定する。
【０００７】
　本発明に係るインストール方法は、端末装置によって、前記端末装置から通信可能なデ
バイスのデバイスリストを生成するステップと、前記端末装置によって、前記端末装置の
１つの画面内に第１表示領域、第２表示領域、第３表示領域、および第４表示領域を表示
させるステップと、前記端末装置によって、前記第１表示領域に、前記デバイスリストを
表示させるステップと、前記端末装置によって、前記第２表示領域に、デバイスドライバ
ーリストを表示させるステップと、前記端末装置によって、前記第４表示領域に、ユーテ
ィリティリストを表示させるステップと、前記端末装置によって、前記端末装置の１つの
画面内に、さらに、第１表示領域、第２表示領域、および第４表示領域に関連付けて、そ
れぞれ、第１ソフトキー、第２ソフトキー、および第３ソフトキーを表示させるステップ
と、前記第１ソフトキーが操作されると、前記端末装置によって、前記第３表示領域に、
前記デバイスリストから選択された１または複数のデバイスを表示させるステップと、前
記第２ソフトキーが操作されると、前記端末装置によって、前記第３表示領域において、
表示されている前記デバイスに対して前記デバイスドライバーリストから選択された１ま
たは複数のデバイスドライバーを、表示されている前記デバイスに関連付けて表示させる
ステップと、前記端末装置によって、前記端末装置の１つの画面内に、さらに、インスト
ールキーを表示させるステップと、前記インストールキーが操作されると、前記第３表示
領域において表示されているデバイスに関連付けて表示されている前記デバイスドライバ
ーを、前記第３表示領域に表示されているそのデバイス用のデバイスドライバーとして、
また、前記第３表示領域に表示されている前記ユーティリティを、前記端末装置に同時に
インストールするステップと、前記端末装置によって、さらに、前記第３表示領域におい
て表示されている前記デバイスに関連付けてアイコンを表示させるステップと、
　前記アイコンが操作されると、前記端末装置によって、前記デバイスに関連付けて表示
されている前記デバイスドライバーの設定値を入力するための設定画面を表示させるステ
ップと、第３表示領域において表示されている前記デバイスに関連付けて複数の前記デバ
イスドライバーが表示されているときに前記アイコンが操作されると、前記端末装置によ
って、さらに、前記設定画面において、前記複数のデバイスドライバーのそれぞれの設定
値を入力するための複数のタブを表示させるステップと、前記設定画面で前記デバイスド
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ライバーの設定値が入力されている場合には、前記端末装置によって、入力されている前
記設定値を、インストールした前記デバイスドライバーの設定値の初期値に設定するステ
ップとを備える。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、１つのデバイスに対して複数のデバイスドライバーが存在する場合で
も、デバイスドライバーが端末装置にインストールされるデバイス、およびそのデバイス
のためにインストールされるデバイスドライバーを、ユーザーが視覚的に確認しながら選
択することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るインストーラープログラムに従って、デバイ
スのデバイスドライバーが端末装置にインストールされるシステムの構成を示すブロック
図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係るインストーラープログラムによって表示され
る操作画面の一例を示す図である。
【図３】図３は、図２におけるアイコン２０３が操作された際に表示されるデバイスドラ
イバーの設定画面の一例を示す図である。
【図４】図４は、デバイスの選択および選択されたデバイス用のデバイスドライバーの選
択の手順を説明する図である（１／３）。
【図５】図５は、デバイスの選択および選択されたデバイス用のデバイスドライバーの選
択の手順を説明する図である（２／３）。
【図６】図６は、デバイスの選択および選択されたデバイス用のデバイスドライバーの選
択の手順を説明する図である（３／３）。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係るインストーラープログラムに従って、デバイスのデ
バイスドライバーが端末装置にインストールされるシステムの構成を示すブロック図であ
る。
【００１２】
　図１に示すシステムでは、端末装置１に、ネットワークや、ＵＳＢ（Universal Serial
 Bus）などの周辺機器インターフェイスを介して複数のデバイス２が接続されている。端
末装置１は、パーソナルコンピューターなどであって、デバイス２は、複合機、プリンタ
ーなどといった電子機器である。
【００１３】
　端末装置１は、通信装置１１、表示装置１２、入力装置１３、記憶装置１４、および演
算処理装置１５を有する。
【００１４】
　通信装置１１は、ネットワークや周辺機器インターフェイスを介してデバイス２とデー
タ通信を行う装置である。
【００１５】
　表示装置１２は、液晶ディスプレイなどといった、各種画面を表示する装置である。
【００１６】
　入力装置１３は、キーボード、マウス、タッチパネルなどといった、ユーザー操作を受
け付ける装置である。
【００１７】
　記憶装置１４は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリーなどといった、各種プ
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ログラムやデータなどを記憶する不揮発性の記憶装置である。
【００１８】
　記憶装置１４には、オペレーティングシステムのＯＳプログラム２１が予め記憶されて
おり、さらに、インストーラーパッケージ２２が記憶される。
【００１９】
　例えば、インストーラーパッケージ２２は、ネットワーク上のサーバーからダウンロー
ドされて記憶される。なお、インストーラーパッケージ２２が記録されたＣＤ－ＲＯＭな
どの記録媒体の駆動装置を演算処理装置１５に接続し、その駆動装置でその記録媒体から
インストーラーパッケージ２２を読み出すようにしてもよい。
【００２０】
　インストーラーパッケージ２２には、インストーラープログラム３１、ドライバープロ
グラム群３２、およびユーティリティプログラム群３３が含まれている。
【００２１】
　ドライバープログラム群３２およびユーティリティプログラム群３３は、端末装置１に
インストール可能なデバイスドライバーおよびユーティリティのプログラムであり、イン
ストーラープログラム３１は、ドライバープログラム群３２およびユーティリティプログ
ラム群３３に基づいてデバイスドライバーおよびユーティリティをインストールするため
のプログラムである。
【００２２】
　演算処理装置１５は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などを有するコンピューターを内蔵しており、Ｒ
ＡＭにプログラムをロードしてＣＰＵで実行し、各種処理部を実現する。
【００２３】
　ここでは、ＯＳプログラム２１を実行することで、オペレーティングシステム４１が実
現され、インストーラープログラム３１を実行することで、インストーラー４２が実現さ
れる。
【００２４】
　インストーラー４２は、デバイスリスト生成部５１、表示制御部５２、およびインスト
ール処理部５３を有する。
【００２５】
　デバイスリスト生成部５１は、端末装置１から通信可能なデバイス２のデバイスリスト
を生成する。
【００２６】
　表示制御部５２は、インストーラー４２起動時に、操作画面を表示装置１２に表示させ
る。図２は、本発明の実施の形態に係るインストーラープログラムによって表示される操
作画面の一例を示す図である。
【００２７】
　表示制御部５２は、（ａ）１つの操作画面内に第１表示領域１０１、第２表示領域１０
２、および第３表示領域１０３を表示させ、（ｂ）第１表示領域１０１に、そのデバイス
リストを表示させ、（ｃ）第２表示領域１０２に、ドライバープログラム群３２のデバイ
スドライバーリストを表示させ、（ｄ）第３表示領域１０３に、第１表示領域１０１に表
示されているデバイスリストから選択された１または複数のデバイス２０１を表示させる
とともに、表示されているデバイス２０１に対して、第２表示領域１０２に表示されてい
るデバイスドライバーリストから選択された１または複数のデバイスドライバー２０２を
、表示されているデバイス２０１に関連付けて表示させる。
【００２８】
　例えば図２に示すように、第１表示領域１０１には、デバイスリストにおける各デバイ
スとして、デバイス種別を示すアイコン、デバイス種別名、およびＩＰアドレスが表示さ
れる。なお、図２におけるデバイス種別名「MFP5501a」，「MFP5501C」，「MFP3501」の
デバイスは、複合機であり、デバイス種別名「PRN1011」のデバイスは、プリンターであ
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る。また、「Print DRIVER」および「Print mini-DRIVER」は、印刷機能のデバイスドラ
イバーであり、「FAX DRIVER」は、ファクシミリ通信機能のデバイスドライバーである。
【００２９】
　この実施の形態では、デバイス２０１としてデバイス名およびネットワーク識別子（こ
こではＩＰアドレス）が表示され、その下にデバイスドライバー２０２としてデバイスド
ライバー名が表示される。
【００３０】
　また、表示制御部５２は、第４表示領域１０４をさらに表示させ、第４表示領域１０４
に、ユーティリティプログラム群３３のユーティリティリストを表示させ、ユーティリテ
ィリストから選択された１または複数のユーティリティを第３表示領域１０３に表示させ
る。
【００３１】
　さらに、表示制御部５２は、ソフトキー１１１を表示させ、そのソフトキー１１１が操
作されると、第１表示領域１０１において表示されているデバイスリスト内のデバイスの
うちのソフトキー１１１が操作されたときに選択されているデバイスを、第３表示領域１
０３において表示させる。
【００３２】
　さらに、表示制御部５２は、ソフトキー１１２を表示させ、そのソフトキー１１２が操
作されると、デバイスリスト生成部５１が、再度、デバイスリストを生成し、表示制御部
５２は、再生成されたデバイスリストで、第１表示領域１０１に表示されているデバイス
リストを更新する。
【００３３】
　さらに、表示制御部５２は、ソフトキー１１３を表示させ、そのソフトキー１１３が操
作されると、手動で、デバイスリストにデバイスを追加するための入力画面を表示させる
。その後、その入力画面で入力されたデバイスが、第１表示領域１０１に表示されている
デバイスリストに追加される。
【００３４】
　さらに、表示制御部５２は、ソフトキー１２１を表示させ、そのソフトキー１２１が操
作されると、第２表示領域１０２において表示されているデバイスドライバーリスト内の
デバイスドライバーのうちのソフトキー１２１が操作されたときに選択されているデバイ
スドライバーを、第３表示領域１０３において表示されているデバイス２０１のうちのソ
フトキー１２１が操作されたときに選択されているデバイス２０１に関連付けて表示させ
る。
【００３５】
　さらに、表示制御部５２は、ソフトキー１４１を表示させ、そのソフトキー１４１が操
作されると、第４表示領域１０４において表示されているユーティリティリスト内のユー
ティリティのうちのソフトキー１４１が操作されたときに選択されているユーティリティ
を、第３表示領域１０３において表示させる。
【００３６】
　さらに、表示制御部５２は、第３表示領域１０３において表示されているデバイス２０
１および／またはデバイスドライバー２０２に関連付けてアイコン２０３を表示させ、そ
のアイコン２０３が操作されると、そのデバイスドライバー２０２の設定値を入力するた
めの設定画面を表示させる。
【００３７】
　図３は、図２におけるアイコン２０３が操作された際に表示されるデバイスドライバー
の設定画面の一例を示す図である。図３に示す設定画面は、図２におけるデバイス「MFP5
501a」のデバイスドライバーについてのものである。
【００３８】
　このとき、表示制御部５２は、第３表示領域１０３において表示されている１つのデバ
イス２０１に関連付けて複数のデバイスドライバー２０２（図２では、例えば「Print DR
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IVER」、「FAX DRIVER」の２つ）が表示されているときにアイコン２０３が操作されると
、その設定画面において、図３に示すように、その複数のデバイスドライバーのそれぞれ
の設定値を入力するための複数のタブ３０１，３０２を表示させる。
【００３９】
　インストール処理部５３は、操作画面に表示されているインストールキー１０５が操作
されたときに、第３表示領域１０３において表示されているデバイス２０１に関連付けて
表示されているデバイスドライバー２０２を、第３表示領域１０３に表示されているその
デバイス２０１用のデバイスドライバーとして端末装置１にインストールする。つまり、
インストール処理部５３は、そのデバイスドライバー２０２のプログラムをインストーラ
ーパッケージ２２のドライバープログラム群３２から読み出し、ＯＳプログラム２１の一
部として組み込む。
【００４０】
　さらに、インストール処理部５３は、第３表示領域１０３にユーティリティが表示され
ている場合には、第３表示領域１０３に表示されているユーティリティをデバイスドライ
バーとともに端末装置１にインストールする。つまり、インストール処理部５３は、その
ユーティリティのプログラムをインストーラーパッケージ２２のユーティリティプログラ
ム群３３から読み出し、ＯＳプログラム２１の一部として組み込むか、アプリケーション
として登録する。
【００４１】
　さらに、インストール処理部５３は、上述の設定画面でデバイスドライバー２０２の設
定値が入力されている場合には、その設定値を、インストールしたデバイスドライバーの
設定値の初期値に設定する。
【００４２】
　なお、デバイスリストにおけるデバイスの選択、ドライバーリストにおけるドライバー
の選択、ユーティリティリストにおけるユーティリティの選択、インストールキー１０５
の操作（押下）、ソフトキー１１１，１１２，１１３，１２１，１４１の操作（押下）、
およびアイコン２０３の操作（押下）は、ユーザーが入力装置１３を操作して行われる。
【００４３】
　次に、上記インストーラープログラム３１に基づくインストール処理について説明する
。
【００４４】
　図４～図６は、デバイスの選択および選択されたデバイス用のデバイスドライバーの選
択の手順を説明する図である。
【００４５】
　ユーザーの所定の操作に従ってインストーラープログラム３１が演算処理装置１５で実
行されると、表示制御部５２は、図２に示すような操作画面を表示装置１２に表示させる
。そして、例えば図４に示すように、表示制御部５２は、ドライバープログラム群３２の
デバイスドライバーリストを第２表示領域１０２に表示させ、ユーティリティプログラム
群３３のユーティリティリストを第４表示領域１０４に表示させる。また、デバイスリス
ト生成部５１が、デバイス２のデバイスリストを生成すると、表示制御部５２は、そのデ
バイスリストを第１表示領域１０１に表示させる。
【００４６】
　なお、図４に示すように、初期状態では、操作画面における第３表示領域１０３は、空
白となっている。
【００４７】
　そして、ユーザーは、入力装置１３を操作して、例えば図４に示すように、第１表示領
域１０１に表示されている「MFP5501a」、「MFP5501C」および「PRN1011」という複数の
デバイスを選択し、ソフトキー１１１を押下すると、表示制御部５２は、図５に示すよう
に、選択されたデバイスを第３表示領域１０３に表示させる。
【００４８】
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　次に、ユーザーは、入力装置１３を操作して、第３表示領域１０３に表示されている「
MFP5501a」および「MFP5501C」という複数のデバイスを選択し、さらに、第２表示領域１
０２に表示されている「Print DRIVER」というデバイスドライバーを選択し、ソフトキー
１２１を押下すると、表示制御部５２は、図６に示すように、第３表示領域１０３におい
て、「MFP5501a」および「MFP5501C」というデバイスのそれぞれに関連付けて、「Print 
DRIVER」というデバイスドライバーを表示させる。なお、ここでは、デバイスドライバー
リストから１つのデバイスドライバーが選択されているが、複数のデバイスドライバーを
選択することも可能であり、複数のデバイスドライバーが選択されている場合は、ソフト
キー１２１が押下されると、表示制御部５２は、第３表示領域１０３において、「MFP550
1a」および「MFP5501C」というデバイスのそれぞれに関連付けて、その複数のデバイスド
ライバーを表示させる。
【００４９】
　そして、例えば、図６に示す状態で、ユーザーは、入力装置１３を操作して、インスト
ールキー１０５を押下すると、インストール処理部５３は、デバイス「MFP5501a」用のデ
バイスドライバーとして「Print DRIVER」をインストールするとともに、デバイス「MFP5
501C」用のデバイスドライバーとして「Print DRIVER」をインストールする。
【００５０】
　以上のように、上記実施の形態によれば、インストーラープログラム３１による表示制
御部５２は、（ａ）１つの操作画面内に第１表示領域１０１、第２表示領域１０２、およ
び第３表示領域１０３を表示させ、（ｂ）第１表示領域１０１に、デバイスリストを表示
させ、（ｃ）第２表示領域１０２に、デバイスドライバーリストを表示させ、（ｄ）第３
表示領域１０３に、第１表示領域１０１に表示されているデバイスリストから選択された
１または複数のデバイス２０１を表示させるとともに、表示されているデバイス２０１に
対して、第２表示領域１０２に表示されているデバイスドライバーリストから選択された
１または複数のデバイスドライバー２０２を、表示されているデバイス２０１に関連付け
て表示させ、インストーラープログラム３１によるインストール処理部５３は、第３表示
領域１０３において表示されているデバイス２０１に関連付けて表示されているデバイス
ドライバー２０２を、第３表示領域１０３に表示されているそのデバイス２０１用のデバ
イスドライバーとしてインストールする。
【００５１】
　これにより、１つのデバイスに対して複数のデバイスドライバー（例えば、上述のデバ
イス「MFP5501a」についての「Print DRIVER」および「FAX DRIVER」）が存在する場合で
も、デバイスドライバーが端末装置１にインストールされるデバイス、およびそのデバイ
スのためにインストールされるデバイスドライバーを、同時にユーザーが視覚的に確認し
ながら選択することができる。
【００５２】
　なお、上述の実施の形態は、本発明の好適な例であるが、本発明は、これらに限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の変形、変更が可能であ
る。
【００５３】
　例えば、上記実施の形態において、表示制御部５２は、第３表示領域１０３に表示され
ているデバイスに対してデバイスドライバーリストからデバイスドライバーが選択された
ときに、選択されたデバイスドライバーがその表示されているデバイスに適合するか否か
を判定し、選択されたデバイスドライバーがその表示されているデバイスに適合しない場
合には、警告を表示装置１２に表示させるようにしてもよい。この場合、例えば、デバイ
スドライバーごとに、そのデバイスドライバーが適合するデバイスを示す適合性データを
予め記憶しておき、その適合性データに基づいて、選択されたデバイスドライバーがその
表示されているデバイスに適合するか否かを判定すればよい。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
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　本発明は、例えば、複合機、プリンターなどの画像形成装置のデバイスドライバーのイ
ンストールに適用可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　端末装置
　２　デバイス
　１５　演算処理装置（コンピューターの一例）
　３１　インストーラープログラム　
　５１　デバイスリスト生成部
　５２　表示制御部
　５３　インストール処理部
　１０１　第１表示領域
　１０２　第２表示領域
　１０３　第３表示領域
　１０４　第４表示領域
　１２１　ソフトキー
　２０３　アイコン
　

【図１】 【図２】
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