(57)【要約】
（修正有）
【目的】 使用する周辺装置に適したデバイスドライバ
をユーザの手を介さずに自動的にＯＳに組み込むことが
できる情報処理装置を提供する。
【構成】 ホストコンピュータ３０００には双方向性イ
ンターフェースを介してプリンタ１５００が接続され、
プリンタ１５００データＲＯＭ１３、あるいは外部記憶
装置１４に、それぞれ異なるホストコンピュータのＯＳ
に対応した複数のプリンタドライバを格納し、ホストコ
ンピュータ３０００側にプリンタ１５００のプリンタド
ライバが用意されていない場合、ホストコンピュータ３
０００のＯＳに適したプリンタドライバをプリンタ１５
００からホストコンピュータ３０００に転送してホスト
コンピュータ３０００のＯＳに組み込む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】 ホストコンピュータと、このホストコン
ピュータに双方向性インターフェースを介して接続され
る周辺機器から構成され、その周辺機器に対応したホス
トコンピュータのＯＳに組み込まれたデバイスドライバ
を介してホストコンピュータおよび周辺機器の間でデー
タ入出力を行なう情報処理装置において、
前記周辺機器にその周辺機器に対応したデバイスドライ
バを格納した記憶手段を設け、必要に応じて前記記憶手
段内のデバイスドライバをホストコンピュータに転送
し、ホストコンピュータのＯＳに組み込むことを特徴と
する情報処理装置。
【請求項２】 ホストコンピュータが周辺機器に対して
周辺機器の識別データを要求し、この識別データにより
識別される周辺機器のためのデバイスドライバがホスト
コンピュータに用意されていない場合に、前記の周辺機
器からホストコンピュータへのデバイスドライバの転送
を行なうことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装
置。
【請求項３】 前記周辺機器からホストコンピュータへ
転送されたデバイスドライバをホストコンピュータの外
部記憶装置に格納することを特徴とする請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項４】 前記周辺機器のデバイスドライバが必要
とされる場合、その都度周辺機器からホストコンピュー
タへデバイスドライバを転送し、ホストコンピュータの
主記憶装置に格納することを特徴とする請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項５】 前記周辺機器の記憶手段に、それぞれ異
なるホストコンピュータのＯＳに対応した複数のデバイ
スドライバが格納され、ホストコンピュータから送信さ
れたＯＳの識別データに応じてホストコンピュータのＯ
Ｓに対応したデバイスドライバが選択され、ホストコン
ピュータに転送されることを特徴とする請求項１に記載
の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は情報処理装置、特にホス
トコンピュータのＯＳに組込まれたデバイスドライバを
介して周辺機器との入出力を行う情報処理装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、ホストコンピュータのＯＳ（オペ
レーティングシステム）として種々の製品が使用されて
いる。ＯＳソフトウェアのうち、プリンタ、ディスプレ
イなどの出力装置を駆動する部分（デバイスドライバ）
は、ＯＳのカーネルと一体にコンパイルされている場合
もあるが、近年では、ＯＳのブート時などに設定ファイ
ルにしたがって読み込まれるいわゆるローダブルモジュ
ールとして構成されていることが多い。また、ＯＳの動
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作中に、別のドライバを起動できるようにアプリケーシ
ョンプログラムの形式を持つものもある。
【０００３】最近では、特にプリンタのためのデバイス
ドライバはプリンタドライバ、プリンタマネージャなど
と呼ばれている（以後プリンタドライバという）。ま
た、プリンタドライバとしては、従来ではプリンタポー
トとのごく低レベルな入出力を行なうものが多かった
が、ＯＳによっては、プリンタが理解するページ記述言
語と他のプリンタ制御言語あるいは書式との間で翻訳を
行なうものも考えられている。
【０００４】また、プリンタドライバによっては、複数
の装置（プリンタに限らず、プロッタなども含む）に対
応したソフトウェアを内蔵し、プリンタの機種を指定す
ることなどにより様々なプリンタなどの出力装置での出
力を行なえるようにしたものがある。
【０００５】また、ローダブルなデバイスドライバを採
用したＯＳでは、プリンタドライバを差し換えることに
より、最初、ＯＳがサポートしていなかった装置を使用
できるようになる。最近では、プリンタなどの出力装置
を購入すると、メジャーなＯＳにおけるその装置専用の
デバイスドライバが付属していることがある。
【０００６】また、ホストコンピュータを制御するＯＳ
も今日多数存在し、同じホストコンピュータが異なるＯ
Ｓによって制御される、あるいは同一のホストコンピュ
ータ上に複数のＯＳが搭載され、切り替えて起動される
といったことも行われている。当然、ＯＳが異なれば、
デバイスドライバの記述形式も異なるために、同一のプ
リンタを対象とするプリンタドライバであっても、ＯＳ
ごとに供給する必要がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】一方、最近では、出力
装置の側においても、装置を目的に応じて使い分けるた
めに、複数のプリンタポートにプリンタを接続したり、
切り換えスイッチを用いるなどしてプリンタを繋ぎ変え
たりする手法が用いられている。
【０００８】このように、使用するプリンタを変更する
場合には、当然、そのプリンタに対応したプリンタドラ
イバを組み込んだり、プリンタドライバの設定を変更し
たりする必要があるが、前述のようにプリンタドライバ
はＯＳごとに異なっていたり、またディスク上に異なる
ファイルとして存在したりすることがあり、ユーザが正
しくプリンタドライバの組み込みや変更を行なう作業は
かなり面倒であり、また手間がかかるという問題があっ
た。
【０００９】当然、ユーザの指定が誤っていれば、正し
くデータ出力を行なえないのはいうまでもない。
【００１０】また、数多くのプリンタ装置などの存在す
るネットワークに接続されている場合には、すべてのネ
ットワーク上のコンピュータにすべてのプリンタドライ
バを保存しておく必要が有り、外部メモリ（ハードディ
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スクなど）の資源が無駄に消費されるという問題点があ
った。
【００１１】以上の問題は、プリンタを例として説明し
たが、ディスプレイや、プロッタ、サウンドカードその
他の周辺装置のデバイスドライバであっても事情は同じ
である。
【００１２】本発明の課題は、上記の問題点を解決する
ためになされたもので、使用する周辺装置に適したデバ
イスドライバをユーザの手を介さずに自動的にＯＳに組
み込むことができ、誤まったデバイスドライバが使用さ
れることを防止し、また、コンピュータのメモリ、ディ
スクなどの資源の無駄を防止できる情報処理装置を提供
することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた
めに、本発明においては、ホストコンピュータと、この
ホストコンピュータに双方向性インターフェースを介し
て接続される周辺機器から構成され、その周辺機器に対
応したホストコンピュータのＯＳに組み込まれたデバイ
スドライバを介してホストコンピュータおよび周辺機器
の間でデータ入出力を行なう情報処理装置において、前
記周辺機器にその周辺機器に対応したデバイスドライバ
を格納した記憶手段を設け、必要に応じて前記記憶手段
内のデバイスドライバをホストコンピュータに転送し、
ホストコンピュータのＯＳに組み込む構成を採用した。
【００１４】
【作用】以上の構成によれば、必要に応じて周辺機器に
用意されたデバイスドライバをホストコンピュータに転
送して自動的にＯＳに組み込むことができる。
【００１５】
【実施例】以下、図面に示す実施例に基づき、本発明を
詳細に説明する。以下では、出力装置としてプリンタ
を、またデバイスドライバとしてプリンタドライバ（プ
リンタマネージャ）を例に説明する。
【００１６】図１は本発明を採用したコンピュータシス
テムを示している。ここでは、ホストコンピュータ３０
００およびプリンタ１５００から成るシステムを例示す
るが、以下に説明する本発明は単体の機器であっても、
複数の機器からなるシステムであっても、また、ＬＡＮ
などのネットワークを介してプリンタが接続されるよう
なシステムであっても適用可能である。
【００１７】図１のホストコンピュータ３０００におい
て、符号１はＣＰＵで、本実施例においてＣＰＵ１は、
ＲＯＭ３のプログラム用ＲＯＭ、あるいは外部メモリ
（ハードディスク、フロッピーディスクなど）１１に記
憶された文書処理プログラムなどに基づいて図形、イメ
ージ、文字、表（表計算などを含む）などが混在した文
書処理を実行するものとするとともに、システムバス４
に接続される各デバイスを制御する。
【００１８】符号２はＲＡＭで、ＣＰＵ１の主メモリ、

10

20

30

40

50

特開平８−１６１２５０
4
ワークエリアなどとして機能する。
【００１９】符号３はＲＯＭで、このＲＯＭ３のプログ
ラム用ＲＯＭあるいは外部メモリ１１には、ＣＰＵ１の
制御プログラム（図６）、およびオペレーティングシス
テムプログラムなどが格納される。また、ＲＯＭ３は文
書処理の際に使用するフォントデータなどを記憶するフ
ォント用ＲＯＭの部分、文書処理などを行なう際に使用
する各種データを記憶するためのデータ用ＲＯＭの部分
を有する。
【００２０】符号５はキーボードコントローラ（ＫＢ
Ｃ）で、キーボード９や不図示のポインティングデバイ
スからのキー入力を制御する。６はＣＲＴコントローラ
（ＣＲＴＣ）で、ＣＲＴディスプレイ（ＣＲＴ）１０の
表示を制御する。
【００２１】符号７はディスクコントローラ（ＤＫＣ）
で、ブートプログラム、各種のアプリケーション、フォ
ントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、プリンタ
制御コマンド生成プログラム（プリンタドライバ）など
を記憶するハードディスク（ＨＤ）、フロッピーディス
ク（ＦＤ）などの外部メモリ１１との入出力を制御す
る。
【００２２】符号８はプリンタコントローラ（ＰＲＴ
Ｃ）で、所定の双方向性インターフェース（たとえばセ
ントロニクスインターフェース）２１を介してプリンタ
１５００と接続し、プリンタ１５００との通信制御処理
を行なう。
【００２３】ＣＰＵ１の文書処理においては、グラフィ
カルインターフェースが使用され、プリンタ１５００に
よる出力と、ＣＲＴ１０による出力が同じになるような
制御、いわゆるＷＹＳＩＷＹＧ（What You See Is What
You Get）処理が行われるものとする。この際、たとえ
ば、ＲＡＭ２上に設定された表示情報ＲＡＭにおいて、
フォントＲＯＭなどに格納されたビットマップフォント
やアウトラインフォントの展開（ラスタライズ）処理が
行なわれる。また、表示情報ＲＡＭ上のビットマップデ
ータをプリンタ１５００に転送したり、プリンタ１５０
０に格納されたアウトラインフォントを用いることによ
り、プリンタ１５００およびＣＲＴ１０において同一の
出力を得ることができる。
【００２４】また、ＣＰＵ１は、文書処理において、Ｃ
ＲＴ１０上の不図示のマウスカーソルなどで指示された
コマンドに基づいて登録された種々のウインドウを開
き、種々のデータ処理を実行する。
【００２５】一方、プリンタ１５００において、符号１
２はプリンタＣＰＵで、ＲＯＭ１３のプログラム用ＲＯ
Ｍに記憶された制御プログラムなどあるいは外部メモリ
１４に記憶された制御プログラムなどに基づいてシステ
ムバス１５に接続される印刷部（プリンタエンジン）１
７に出力情報としての画像信号を出力する。
【００２６】また、このＲＯＭ１３のプログラムＲＯＭ
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には、後述のＣＰＵ１２の制御プログラム（図３、図
４）などを記憶する。ＲＯＭ１３のフォント用ＲＯＭに
は出力情報を生成する際に使用するフォントデータなど
を記憶し、ＲＯＭ１３のデータ用ＲＯＭにはハードディ
スクなどの外部メモリ１４がないプリンタの場合には、
ホストコンピュータ上で利用される情報などを記憶して
いる。ＣＰＵ１２は入力部１８を介してホストコンピュ
ータとの通信処理が可能となっておりプリンタ内の情報
などをホストコンピュータ３０００に通知可能に構成さ
れている。
【００２７】符号１９はＣＰＵ１２の主メモリ、ワーク
エリアなどとして機能するＲＡＭで、図示しない増設ポ
ートに接続されるオプションＲＡＭによりメモリ容量を
拡張することができるようになっている。なお、ＲＡＭ
１９は、出力情報展開領域、環境データ格納領域、ＮＶ
ＲＡＭなどに用いられる。
【００２８】プリンタ１５００のハードディスク（Ｈ
Ｄ）、ＩＣカードなどの外部メモリ１４は、メモリコン
トローラ（ＭＣ）２０によりアクセスを制御される。外
部メモリ１４は、オプションとして接続され、フォント
データ、エミュレーションプログラム、フォームデータ
などを記憶する。また、操作パネル１５０１にはユーザ
インターフェースのためのスイッチおよびＬＥＤ表示器
などが配されている。
【００２９】また、ホストコンピュータ３０００および
プリンタの外部メモリは１個に限らず、少なくとも１個
以上備え、内蔵フォントに加えてオプションフォントカ
ード、言語系の異なるプリンタ制御言語を解釈するプロ
グラムを格納した外部メモリを複数接続できるように構
成されていてもよい。さらに、プリンタ１５００は、図
示しないＮＶＲＡＭを有し、操作パネル１５０１からの
プリンタモード設定情報を記憶するようにしてもよい。
【００３０】さらに、本実施例では、ホストコンピュー
タ側には様々なプリンタなどの出力装置に対応するプリ
ンタドライバをＲＯＭ３あるいは外部メモリ１１に備え
ており、ホストコンピュータを制御するオペレーティン
グシステム（ＯＳ）は、ＲＡＭ２上にロードして実行す
ることにより対応するプリンタなどの出力装置を制御す
るものとする。
【００３１】例えばホストコンピュータ上のアプリケー
ションプログラムなどを用いて作成された文書などを印
刷する場合、ＲＡＭ２上にロードしたプリンタドライバ
に種々のパラメータを与えることにより、文書の印刷に
必要なプリンタ制御コマンドが生成され、生成されたプ
リンタ制御コマンドをインターフェース２１を介してプ
リンタヘ転送することにより印刷が行なわれる。
【００３２】本実施例では、このプリンタドライバをプ
リンタ１５００に用意しておく。すなわち、プリンタ１
５００のＲＯＭ１３あるいは外部メモリ１４には、自機
の仕様に対応したプリンタドライバを格納しておき、こ
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れをホストコンピュータ３０００にアップロードして使
用させるものとする。望ましくは、自機の仕様に対応し
た様々なＯＳ用のプリンタドライバプログラムを種々格
納し、後述のようにホストコンピュータ３０００から通
知されるＯＳの種類に応じて適切なプリンタドライバプ
ログラムをアップロードできるようにしておく。
【００３３】従来、例えばホストコンピュータ上のアプ
リケーションプログラムなどを用いて作成された文書な
どを印刷する場合、接続しているプリンタの制御コマン
ドを生成するプリンタドライバはＲＯＭ３または外部メ
モリ１１（ハードディスク）にあらかじめ用意されてい
ない場合には、ユーザに対してフロッピーディスクなど
の外部メモリ１１からプリンタドライバを供給させる。
その後、プリンタドライバを設定ファイルにより、ある
いは所定の操作によりＯＳに対してユーザが指定するこ
とにより初めてプリンタドライバのインストールが完成
する。
【００３４】しかし、本実施例によれば、ＯＳはまずプ
リンタを識別するためのデータを双方向性インターフェ
ース２１を介してプリンタから取得し、そのプリンタ用
のプリンタドライバがＲＯＭ３あるいは外部メモリ１１
に格納されていない場合には、プリンタのＲＯＭ１３に
格納されているプリンタドライバをさらに取得し、外部
メモリ１１へ格納し、その後、プリンタドライバをＲＡ
Ｍ２へロードして実行する、あるいは直接ＲＡＭ２へロ
ードして実行することにより文書の印刷に必要なプリン
タ制御コマンドを生成し、インターフェース２１を介し
てプリンタヘ転送することができる。
【００３５】以下、フローチャートなどを用いて、本発
明の一実施例について詳しく述ベる。
【００３６】図２は、プリンタ１５００の構成をより詳
細に示している。図２において、ＲＯＭ１３あるいは外
部メモリ１４には、ＯＳによって異なるプリンタドライ
バが格納してある。これらのプリンタドライバは、市場
においてメジャーな種々のＯＳに対応したものをできる
だけ数多く用意し、ＲＯＭ１３あるいは外部メモリ１４
に格納しておくのがよい。図２では、ＲＯＭ１３、外部
メモリ１４の双方に複数のＯＳのためのプリンタドライ
バを格納している。これらプリンタドライバのデータ形
式はローダブルモジュール形式でもよいし、実行可能形
式でもよく、それぞれが対応するＯＳの仕様にしたがっ
て作成されていればよい。
【００３７】本発明では、プリンタが接続されているホ
ストコンピュータを制御しているＯＳを双方向性インタ
ーフェース２１を介して特定し、そのＯＳ用のプリンタ
ドライバをＯＳの指示により転送可能となっている。な
お、このプリンタドライバの転送時には、一旦プリンタ
上のＲＡＭ１９へ読み込んでから転送を行ってもよい
し、可能であれば、ＲＯＭ１３あるいは外部メモリ１４
から直接入力部１８に転送してもよい。
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【００３８】図３は、プリンタ１５００側の受信データ
処理手順を示している。この処理はプリンタのＣＰＵ１
２が実行する。図３のステップＳ３１では、双方向性イ
ンターフェース２１を介して送信されてきたデータを入
力部１８から読み出しＲＡＭ１９ヘ転送する。
【００３９】ステップＳ３２ではそのデータがＯＳがプ
リンタを識別するためのデータの要求命令であるか判定
し、その場合にはプリンタの識別データをホストコンピ
ュータヘ送信する（ステップＳ３３）。なお、プリンタ
を識別するためのデータの要求命令は、プリンタ１５０
０に対応した正式なプリンタドライバが稼働していない
（かもしれない）段階でプリンタ１５００に送信される
ものであるので、ＯＳがプリンタドライバを介さずに直
接にプリンタの接続しているポートを制御することで送
信できるような比較的単純な形式（たとえば所定のエス
ケープシーケンスなど）が望ましい。
【００４０】ステップＳ３４ではその受信したデータが
プリンタドライバの送信命令であるか判定し、その場合
にはプリンタ制御コマンドを生成するプログラムである
プリンタドライバをデータとしてホストコンピュータヘ
送信する（ステップＳ３５）。
【００４１】ポート識別データ要求、あるいはプリンタ
ドライバ送信命令のどちらでもない場合には、通常の印
刷制御命令として印刷処理を行なう（ステップＳ３
６）。プリンタでは、これらの処理を繰り返し行なう。
【００４２】図４は、図３のステップＳ３５におけるプ
リンタドライバ転送処理手順を示すフローチャートであ
る。この処理はプリンタのＣＰＵ１２が実行する。ステ
ップＳ３４で判定したプリンタドライバ送信命令には、
ＯＳを識別できる識別データが含まれているものとし、
ステップＳ４１ではこのＯＳの識別データを取り出す。
【００４３】そしてステップＳ４２では識別データで指
定されたＯＳ用のプリンタドライバがＲＯＭ１３あるい
は外部メモリ１４に存在するか調べ、そのプリンタドラ
イバが存在しない場合（ステップＳ４３）にはホストコ
ンピュータにエラーを示すデータを送信する。指定され
たプリンタドライバが存在する場合には、ＲＯＭ１３あ
るいは外部メモリ１４からステップＳ４１で識別したＯ
Ｓに対応したプリンタドライバをＲＡＭ１９ヘ転送し
（ステップＳ４４、Ｓ４５）、双方向性インターフェー
ス２１を介してホストコンピュータ３０００ヘ転送す
る。
【００４４】図５は、ホストコンピュータ３０００の要
部を詳細に示している。図示のように、ＲＯＭ３あるい
は外部メモリ１１には、プリンタあるいはプリンタ制御
言語によって異なるプリンタドライバが既に格納されて
いる。
【００４５】本発明では、ホストコンピュータが接続さ
れているプリンタあるいはプリンタ制御言語を双方向性
インターフェース２１を介して特定し、ＯＳが必要とす
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るプリンタドライバをプリンタに転送させることが可能
となっている。前述のように、プリンタドライバをプリ
ンタからアップロードさせた場合、受信したプリンタド
ライバを一旦ホストコンピュータ上のＲＡＭ２へ読み込
んでから外部メモリ１１に格納してもよいし、可能であ
れば、直接外部メモリ１１に転送してもよい。実行時に
はなんらかの形でＲＡＭ２上にロードして実行される。
プリンタからホストコンピュータへのプリンタドライバ
の転送においては、プリンタドライバを所定のフォーマ
ットで圧縮して転送してもよい。これにより、プリンタ
〜ホストコンピュータ間の転送速度が向上する。
【００４６】図６は、ホストコンピュータのＯＳにおけ
るプリンタドライバの取り扱いを示している。図６の処
理はホストコンピュータのＣＰＵ１が実行する。
【００４７】図６のステップＳ６１では、現在、直接
（あるいはネットワークなどを介して）接続されている
プリンタヘ対して、プリンタの識別を行なうためのデー
タ要求する命令を送信する（図３ステップＳ３１〜Ｓ３
３参照）。ステップＳ６２では、プリンタが返してきた
プリンタ識別データを解析する。これら（ステップＳ６
１、ステップＳ６２）の処理は、ホストコンピュータ起
動時やプリンタ起動時、またはそれらの接続状態が更新
された場合などに行なう必要がある。
【００４８】ステップＳ６３では、識別されたプリンタ
用のプリンタドライバがＲＯＭ３あるいは外部メモリ１
１に存在するか否かを調ベる。識別されたプリンタ用の
プリンタドライバが存在する場合には、そのプリンタド
ライバをＲＯＭ３あるいは外部メモリ１１からＲＡＭ２
へ転送し、このプリンタドライバを用いてプリンタヘ出
力を行なう。このとき、プリンタドライバは、ＯＳやア
プリケーションで用いられている描画命令をプリンタが
理解するプリンタ制御コマンドヘ変換するなどの処理を
行なう。
【００４９】ステップＳ６３においてプリンタドライバ
が存在しない場合には、プリンタヘ対して、プリンタド
ライバ送信命令を送信し（ステップＳ６４）、ステップ
Ｓ６５でプリンタが返してきたデータを受信し、プリン
タドライバを外部メモリ１１に格納する（ステップＳ６
６）。そしてステップＳ６７ではプリンタドライバをＲ
ＡＭ２上に転送し、それを用いて描画命令をプリンタ制
御コマンドヘ変換してプリンタヘ出力を行なう。
【００５０】ステップＳ６７における外部メモリ１１な
どからＲＡＭ２へのプリンタドライバの転送は、ステッ
プＳ６６で受信する際にあらかじめＰＴＲＣ８から直接
転送しておいてもよい。このＲＡＭ２上に転送されたプ
リンタドライバを用いて、印刷データをプリンタ印刷制
御命令ヘ変換して印刷を行なう。
【００５１】以上の実施例によれば、接続されているプ
リンタのためのプリンタドライバがホストコンピュータ
上に存在しない場合には、プリンタに内蔵されたプリン
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タドライバを双方向性インターフェースを介して転送す
ることにより、ユーザの手を介することなくプリンタド
ライバをＯＳに自動供給することができる。
【００５２】すなわち、プリンタに自機のためのプリン
タドライバを種々のＯＳ分だけ用意し、これを必要に応
じてホストに転送しホストのＯＳに使用させることがで
きるため、プリンタドライバをユーザが指定することが
なく、正しいプリンタドライバを自動的にＯＳに組み込
むことができる。
【００５３】また、プリンタドライバの選択の際、ユー
ザの介入を必要としないためプリンタドライバを誤って
使用することはなく、常に高品位の印刷が可能になる。
【００５４】上記実施例では、プリンタドライバをプリ
ンタからアップロードさせた場合、外部メモリ（ハード
ディスクドライブなど）にプリンタドライバを格納する
ことにより、次回からはプリンタドライバのアップロー
ドが必要なくなる。しかし、図７に示すように、印刷を
行なう度にプリンタドライバをアップロードする、つま
り動的にプリンタドライバを差し換えるような処理も考
えられる。
【００５５】図７は、ホスト側の処理を示しており、図
７のステップＳ７１では、現在直接あるいはネットワー
クを介して接続されているプリンタヘ対して、プリンタ
の識別を行なうためのデータ要求命令を送信する。ステ
ップＳ７２では、プリンタが返してきたプリンタ識別デ
ータを解析する。これら（ステップＳ７１、ステップＳ
７２）の処理は、ホストコンピュータ起動時やプリンタ
起動時、またはそれらの接続状態が更新された場合など
に加え、印刷実行時及びＷＹＳＩＷＹＧ処理のためのフ
ォントなどのプリンタ依存の情報の問い合わせが必要な
場合にも行わなければならない。
【００５６】ステップＳ７３では、その識別されたプリ
ンタ用のプリンタドライバがＲＯＭ３あるいは外部メモ
リ１１に存在するか調べる。存在する場合には、そのプ
リンタドライバをＲＯＭ３あるいは外部メモリ１１から
ＲＡＭ２へ転送し、それを用いて描画命令をプリンタ制
御コマンドヘ変換してプリンタヘ出力を行なう。存在し
ない場合には、プリンタヘ対して、プリンタドライバ送
信命令を送信し（ステップＳ７４）、ステップＳ７５で
プリンタが返してきたデータを受信し、プリンタドライ
バをＲＡＭ２に展開する（ステップＳ７６）。
【００５７】すなわち、図７では図６と異なり、外部メ
モリ１１へは格納を行わず、直接ＲＡＭ２へ展開し、プ
ログラムを実行させ、描画命令をプリンタ制御コマンド
ヘ変換してプリンタヘ出力を行なう。これによりホスト
コンピュータ上にプリンタドライバを格納、保持するこ
となく、動的にプリンタドライバを差し換えることがで
き、外部メモリの消費を押さえることができる。たとえ
ば、ごくたまにしか使用しないプリンタのプリンタドラ
イバにより、外部メモリが消費されるのを押さえること
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ができ、ユーザデータの記憶に外部メモリを供すること
ができる。
【００５８】以上では、プリンタを実施例としたが、デ
ィスプレイや、プロッタ、サウンドカードその他の周辺
装置のデバイスドライバであっても同様の構成が可能で
ある。周辺装置とホストとのインターフェースはプリン
タポートに限定されず、シリアルポートや、ＳＣＳＩポ
ート、拡張バスなどどのようなものであってもよい。要
は周辺装置のデバイスドライバをその周辺装置に用意
し、必要に応じてそのデバイスドライバをホストに転送
してホストのＯＳに組み込むように構成すれば良い。
【００５９】
【発明の効果】以上から明らかなように、本発明によれ
ば、ホストコンピュータと、このホストコンピュータに
双方向性インターフェースを介して接続される周辺機器
から構成され、その周辺機器に対応したホストコンピュ
ータのＯＳに組み込まれたデバイスドライバを介してホ
ストコンピュータおよび周辺機器の間でデータ入出力を
行なう情報処理装置において、前記周辺機器にその周辺
機器に対応したデバイスドライバを格納した記憶手段を
設け、必要に応じて前記記憶手段内のデバイスドライバ
をホストコンピュータに転送し、ホストコンピュータの
ＯＳに組み込む構成を採用しているので、必要に応じて
周辺機器に用意されたデバイスドライバをホストコンピ
ュータに転送して自動的にＯＳに組み込むことができ、
接続されている周辺機器に適した正しいデバイスドライ
バをユーザの手を介さず自動的にＯＳが使用することが
でき、デバイスドライバを誤用することを防止すること
ができる。また、周辺機器からホストコンピュータへの
デバイスドライバの転送を動的に行なうことにより、ホ
ストコンピュータの外部記憶装置の消費を押えることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を採用したコンピュータシステムの構成
を説明するブロック図である。
【図２】図１のプリンタにおけるプリンタドライバの転
送を説明するブロック図である。
【図３】図１のプリンタにおける受信データ処理手順を
示すフローチャート図である。
【図４】図１のプリンタにおけるプリンタドライバ転送
処理手順を示すフローチャート図である。
【図５】図１のホストコンピュータにおけるプリンタド
ライバの格納およびロードを説明するブロック図であ
る。
【図６】図１のホストコンピュータのＯＳにおけるプリ
ンタドライバの取り扱いを示すフローチャート図であ
る。
【図７】図１のホストコンピュータのＯＳにおけるプリ
ンタドライバの異なる取り扱いを示すフローチャート図
である。

(7)
11
【符号の説明】
１ ＣＰＵ
２ ＲＡＭ
３ ＲＯＭ
４ システムバス
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＊ １２ ＣＰＵ
１３ ＲＯＭ
１９ ＲＡＭ
１５００ プリンタ
＊
３０００ ホストコンピュータ
【図１】

【図２】

【図５】
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【図６】

特開平８−１６１２５０

(11)

【図７】

特開平８−１６１２５０

