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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置と印刷管理装置とを互いにネットワーク
を介して接続したネットワークシステムであって、
　前記プリンタ装置各々は、
　　自装置の識別情報を入力する入力手段を有し、
　前記印刷管理装置は、
　　前記複数のプリンタ装置を複数のプリンタグループにグループ化し、該グループの情
報を格納する記憶手段と、
　　前記複数のクライアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプ
リンタグループの指定を受け付ける受付手段と、
　　前記指定されたプリンタグループに含まれるプリンタ装置の内、第１のプリンタ装置
に入力される識別情報を該第１のプリンタ装置から受信する受信手段と、
　　前記受信手段により受信された識別情報に基づいて、前記第１のプリンタ装置に前記
画像データを転送する転送手段とを有し、
　前記複数のクライアント装置各々は、
　　画像データをプリント出力するプリンタグループを指定する指定手段を有することを
特徴とするネットワークシステム。
【請求項２】
　複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置にネットワークを介して接続される印刷
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管理装置であって、
　前記複数のプリンタ装置を複数のプリンタグループにグループ化し、該グループ化の情
報を格納する第１記憶手段と、
　前記複数のクライアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプリ
ンタグループの指定を受け付ける受付手段と、
　前記指定されたプリンタグループに含まれるプリンタ装置の内、第１のプリンタ装置に
入力される識別情報を該第１のプリンタ装置から受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された識別情報に基づいて、前記第１のプリンタ装置に前記画
像データを転送する転送手段とを有することを特徴とする印刷管理装置。
【請求項３】
　前記複数のプリンタ装置各々の動作状態の情報を格納する第２記憶手段と、
　前記第２記憶手段に格納された前記複数のプリンタ装置各々の動作状態の情報を前記複
数のプリンタ装置各々から通知される動作状態の情報によって更新する更新手段と、
　前記複数のクライアント装置からの照会に応じて、前記第２記憶手段に格納された前記
複数のプリンタ装置の動作状況を照会元のクライアント装置に通知する通知手段とをさら
に有することを特徴とする請求項２に記載の印刷管理装置。
【請求項４】
　前記複数のクライアント装置各々は、
　前記通知手段により通知された前記複数のプリンタ装置各々の動作状態を画面に表示す
る表示手段を有し、
　前記受付手段は、前記表示手段に表示された画面を介してプリント先の指定を受け付け
ることを特徴とする請求項３に記載の印刷管理装置。
【請求項５】
　前記複数のプリンタ装置各々の設置場所、及び前記複数のプリンタ装置各々が有した機
能に従って、前記複数のプリンタ装置をグループ化することを特徴とする請求項２に記載
の印刷管理装置。
【請求項６】
　前記機能は、カラープリント機能、白黒プリント機能、製本機能、シフトソート機能、
ステイプルパンチ機能、両面プリント機能を含むことを特徴とする請求項５に記載の印刷
管理装置。
【請求項７】
　前記受付手段は、プリント出力する画像データを前記プリンタグループの指定とともに
受け付けることを特徴とする請求項２に記載の印刷管理装置。
【請求項８】
　前記画像データを一時的に格納する第３記憶手段をさらに有することを特徴とする請求
項２に記載の印刷管理装置。
【請求項９】
　前記転送手段によって転送された画像データを前記第１のプリンタ装置に転送後、前記
第３の記憶手段に格納された画像データを消去せず保持するよう制御する制御手段をさら
に有することを特徴とする請求項８に記載の印刷管理装置。
【請求項１０】
　前記受信手段は、前記第１のプリンタ装置とは異なる第２のプリンタ装置により入力さ
れた識別情報を該第２のプリンタ装置から受信し、
　前記転送手段は、前記第３記憶手段に格納された画像データを前記第２のプリンタ装置
に転送することを特徴とする請求項９に記載の印刷管理装置。
【請求項１１】
　既にプリント中の前記第１のプリンタ装置とこれからプリント出力する前記第２のプリ
ンタ装置とに割当てるプリント出力枚数を最適化する計算手段をさらに有することを特徴
とする請求項１０に記載の印刷管理装置。
【請求項１２】
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　複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置にネットワークを介して接続される印刷
管理装置の管理方法であって、
　前記複数のプリンタ装置を複数のプリンタグループにグループ化し、該グループ化の情
報を記憶部に格納する格納工程と、
　前記複数のクライアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプリ
ンタグループの指定を受け付ける受付工程と、
　前記指定されたプリンタグループに含まれるプリンタ装置の内、第１のプリンタ装置に
入力される識別情報を該第１のプリンタ装置から受信する受信工程と、
　前記受信工程において受信された識別情報に基づいて、前記第１のプリンタ装置に前記
画像データを転送する転送工程とを有することを特徴とする印刷管理装置の管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はネットワークシステム、印刷管理装置、及びそのプリント管理方法に関し、特
に、例えば、プリンタ等の画像形成装置と、ユーザが利用するワークステーション、パー
ソナルコンピュータ、情報端末等が接続されたネットワークシステム、印刷管理装置、及
びそのプリント管理方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
種々のコンピュータシステムとこれらの周辺機器との間で情報が双方向に通信可能なよう
に接続したコンピュータネットワーク（以下、単にネットワークと呼ぶ）を構築すること
により、そのネットワーク上で複数のユーザが情報を共有しながらも情報処理の負荷分散
を図ることが可能になる。従って、ネットワークの構築により生産性の飛躍的な向上が期
待され、ネットワーク技術は近年脚光を浴びる技術になってきている。
【０００３】
このようなネットワーク技術の進展の背景には、コンピュータの急激な高性能化と小型化
とコストダウンが進み、パーソナルユースを目的としたコンピュータでも高度かつ高速な
情報処理手段として手軽に利用できるようになったこと、有線ならびに無線による高速デ
ータ通信技術の発達、分散処理アーキテクチャの浸透などある。
【０００４】
加えて、従来はスタンドアローンまたは、１台のホストに接続された周辺機器として利用
される場合がほとんどであった複写機、プリンタ等の出力装置をもネットワークの構成要
素として配置し、複数のユーザでこれらを共有して使用するという考えが広く普及し出し
たこともネットワーク技術の進展を促す要素となっている。
【０００５】
ネットワーク技術によりメインフレーム、ワークステーション、パーソナルコンピュータ
、その他の情報端末等を相互に接続し、ファイルやデータベースなどに蓄積された情報を
共有することが可能となった。また、複写機、プリンタ、ファクシミリ等をネットワーク
に接続して情報出力装置として共用することも、生産性を飛躍的に高めることの要因とな
ってきている。
【０００６】
なぜなら、このような情報出力装置の出力性能は互いに異なっている場合が多く、また、
カラー情報の出力が可能な出力装置や、ソート機能、ステイプル機能、パンチ機能、及び
製本機能など高度な機能を有しているものが多く登場してきており、これらの装置をネッ
トワークを介して有機的に結合することは、ネットワークユーザに様々な利便性を提供す
ることになるからである。さらに、ネットワークの普及を背景とし、それらの出力装置に
付随した機能をネットワーク経由でも利用可能なことを前提として設計された出力装置も
数多く存在するようになってきているからである。
【０００７】
また、ネットワークが小規模であり、ネットワークに接続された出力装置の台数が少ない
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場合、ユーザがそれぞれの出力装置に備わった機能や性能に熟知することは比較的容易で
あるし、一部の出力装置が他のユーザの出力を行っているか否かの認識や、出力装置に何
らかの問題が発生した場合のユーザによる発見も比較的容易である。
【０００８】
このようにネットワークを構築するメリットは大きく、オフィス、工場、研究所、教育機
関などさまざまな分野で浸透しつつある．
また、ネットワークを利用したプリンタシステムとしては、例えば、特開平６－４２３８
号公報、特開平６－１０３００８号公報、特開平６－１３３１２４号公報に記載されてい
るものがある。これは、ネットワークに画像形成装置を接続し、同じくネットワークに接
続されている複数の端末装置から送信されてくる画像データを順次記録するように構成さ
れたネットワークシステムであり、１台の画像形成装置を複数の人が共有するものである
。更にこの１台のプリンタ等の画像形成装置に対する画像（記録）データの機密保持及び
部門管理する技術が開示されている。
【０００９】
また、ネットワークを導入している近年のオフィスでは、ネットワーク規模が大きくなる
ことが予想されるので、ユーザがネットワークに接続された全ての出力装置（プリンタ）
に関し、その性能や機能に熟知することを容易にするために、ネットワークサーバに登録
されている使用可能なプリンタの性能、機能、使用ユーザからの物理的な距離などの要素
別にプリンタをグループ化するとともに、ユーザの所属先などに従ってユーザもグループ
化するというシステムが提案されてきている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述のネットワークシステムは複数の端末装置に対して、１台の画像形成
装置を共有するシステムであり、同じネットワーク上で複数の画像形成装置を共有するシ
ステム構成については何ら述べられていない。
【００１１】
前述のように、画像形成装置をネットワークに接続して複数のユーザで共有して使用する
ことは大きな利点がある。しかしながら、ネットワークに接続されたユーザの数が増える
につれ、それに比例するようにネットワークに接続される画像形成装置の台数も増加し、
ネットワーク規模は大きくなる。そして、ネットワークの規模が大きくなれば、それに伴
いさまざまな弊害も発生する。
【００１２】
例えば、大規模ネットワークでは、ユーザがネットワーク接続された全ての画像形成装置
に関し、その性能や機能に熟知することは極めて困難である。そのため、ネットワークに
接続された画像形成装置の効率的な運用が行われず、ネットワークを有している組織全体
における作業効率や生産性の向上が計画通りに図れない場合がある。
【００１３】
また、大規模ネットワークでは、ユーザのミスにより、そのユーザが意図しないプリンタ
への情報が出力される可能性も高くなる。このようなミスプリントの発生は、同じネット
ワークを用いる他のユーザの利便性や生産性を損ねることにもなりかねない。また、出力
情報に対する機密保持の点から見ても大きな問題である。
【００１４】
一方、ネットワークの画像形成装置の状態から考察すると、画像形成装置の状態により常
にユーザの出力要求に応えられるとは限らない。また、従来のネットワークにおける出力
装置のグループ化及びユーザのグループ化による情報管理だけでは出力装置の状態により
常にユーザの出力要求に応えられるとは限らない。例えば、他のユーザによる出力、ジャ
ムの発生、点検整備中、ステイプル機能の故障などが発生していた場合、ユーザの出力要
求が発生したとしても、直ちにその要求を処理することは不可能である。この場合、ユー
ザがその画像形成装置の状態を正しく把握していれば、正常に動作している他の画像形成
装置に切り替えて出力することが可能であるが、大規模ネットワークではユーザがその出
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力要求を出そうと希望している画像形成装置の状態を把握することは容易ではない。特に
、それがユーザから物理的に離れていれば、その傾向は大きくなる。
【００１５】
さらに、ユーザの所望する機能を有したプリンタがネットワークに存在しないにも係らず
出力要求を行った場合、或いは、指定したあるグループのプリンタが全て使用不可能にな
っている場合、従来のネットワークではユーザがプリンタの設置場所まできて初めて自分
の要求したプリントジョブが中断していることを知ることになっていた。この時点でユー
ザは改めて使用可能なプリンタを選択してプリントジョブを再開したり、或いは、該当プ
リンタを復帰させてそのジョブを終了させるようにしていた。これは、生産性の観点から
いえば、非常に非効率なことである。
【００１６】
またさらに、ユーザの所望する機能を完全に満たすプリンタグループのプリンタは現在の
所、復旧していないものの、そのユーザが要求するプリントジョブの実行には別のプリン
タグループのプリンタでも十分に対応できる場合に、そのユーザが望むプリンタグループ
のいずれかのプリンタの復旧まで、出力を待ち合わせるというのも非効率である。
【００１７】
これらの問題を少しでも解決するために、サーバ、ワークステーションやパーソナルコン
ピュータのオペレーティングシステム等にプリンタ出力サポートシステムを搭載している
ものも存在するが、ネットワーク上で複数のシステムや異なるタイプの画像形成装置を運
用している場合、互換性等の問題もありその機能は必ずしも十分とは言えない。
【００１８】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、プリンタの状態、ユーザの要求などに柔
軟に対応し、効率的なプリンタ出力が可能なネットワークシステム、印刷管理装置、及び
プリント管理方法を提供することを目的としている。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明のネットワークシステムは、以下のような構成からなる
。
【００２０】
　即ち、複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置と印刷管理装置とを互いにネット
ワークを介して接続したネットワークシステムであって、前記プリンタ装置各々は、自装
置の識別情報を入力する入力手段を有し、前記印刷管理装置は、前記複数のプリンタ装置
を複数のプリンタグループにグループ化し、該グループの情報を格納する記憶手段と、前
記複数のクライアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプリンタ
グループの指定を受け付ける受付手段と、前記指定されたプリンタグループに含まれるプ
リンタ装置の内、第１のプリンタ装置に入力される識別情報を該第１のプリンタ装置から
受信する受信手段と、前記受信手段により受信された識別情報に基づいて、前記第１のプ
リンタ装置に前記画像データを転送する転送手段とを有し、前記複数のクライアント装置
各々は、画像データをプリント出力するプリンタグループを指定する指定手段を有するこ
とを特徴とするネットワークシステムを備える。
【００２１】
ここで、複数のプリンタ装置各々の設置場所、及び複数のプリンタ装置各々が有した機能
に従って、前記所定の基準が定められることが望ましく、その機能としては、カラープリ
ント機能、白黒プリント機能、製本機能、シフトソート機能、ステイプルパンチ機能、両
面プリント機能などが含まれる。
【００３５】
　また他の発明によれば、複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置にネットワーク
を介して接続される印刷管理装置であって、前記複数のプリンタ装置を複数のプリンタグ
ループにグループ化し、該グループ化の情報を格納する第１記憶手段と、前記複数のクラ
イアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプリンタグループの指
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定を受け付ける受付手段と、前記指定されたプリンタグループに含まれるプリンタ装置の
内、第１のプリンタ装置に入力される識別情報を該第１のプリンタ装置から受信する受信
手段と、前記受信手段により受信された識別情報に基づいて、前記第１のプリンタ装置に
前記画像データを転送する転送手段とを有することを特徴とする印刷管理装置を備える。
【００３６】
　さらに他の発明によれば、複数のプリンタ装置と複数のクライアント装置にネットワー
クを介して接続される印刷管理装置の管理方法であって、前記複数のプリンタ装置を複数
のプリンタグループにグループ化し、該グループ化の情報を記憶部に格納する格納工程と
、前記複数のクライアント装置の内のいずれかから、画像データをプリント出力するプリ
ンタグループの指定を受け付ける受付工程と、前記指定されたプリンタグループに含まれ
るプリンタ装置の内、第１のプリンタ装置に入力される識別情報を該第１のプリンタ装置
から受信する受信工程と、前記受信工程において受信された識別情報に基づいて、前記第
１のプリンタ装置に前記画像データを転送する転送工程とを有することを特徴とするプリ
ント管理方法を備える。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００４２】
＜第１実施形態＞
図１は本発明の代表的な実施形態であるネットワークシステムの概略構成を示した図であ
る。
【００４３】
図１に示すように、ある空間内に配置されたネットワーク１１は、本発明に従う情報処理
装置の好適な一例であるコンピュータ１１１、ワークステーション１１２、出力装置とし
て用いられる複写機またはプリンタ１０１～１０２、２０１～２０３、３０１～３０３、
４０１～４０２、及び、本発明に従う印刷管理装置の好適な一例である複数のデータ処理
に用いられるサーバ５０１を相互接続し、それぞれの間で情報を伝達する。
【００４４】
このネットワークにおいて、プリンタ管理サーバ機能はサーバ５０１のサブシステムとし
て内蔵されており、サーバ５０１は他の機能とあわせてネットワークにおけるサーバサー
ビスを提供している。ユーザが使用するコンピュータ１１１とワークステーション１１２
はサーバ５０１に対し、プリンタ情報、プリンタグループ情報の取得要求を出力するクラ
イアント装置となっている。
【００４５】
また、ネットワークに接続する機器はネットワークが設置された空間内の別々の場所に配
置されており、出力装置１０１～１０２、コンピュータ１１１、ワークステーション１１
２はブロック１に属し、また別のエリアであるブロック２には出力装置２０１～２０３が
、ブロック３には出力装置３０１～３０３が、ブロック４には出力装置４０１～４０２が
それぞれ配置されている。
【００４６】
このネットワークに接続された出力機器の性能や機能は夫々異なっており、また各出力機
器の状態や使用状況は時々刻々と変化している。しかしネットワークに接続して利用して
いるユーザがこれらの出力機器の情報を全て把握することは、従来は困難であった．
この実施形態のネットワークの場合、サーバ５０１にプリント管理サーバを設置・運用す
ることで、ネットワークに繋がっている出力装置についてのさまざまな情報を収集し、管
理記憶している。また、サーバ５０１はユーザに対し、出力装置の情報を提供することで
ユーザはクライアント装置１１１～１１２から各プリンタの情報を閲覧することできる。
【００４７】
図２は、プリンタ情報を分類してグループ化したプリンタグループ情報を蓄積するための
レコードフォーマットの一例を示した図である。ここでは出力装置を機能毎に分類した例
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を示している。
【００４８】
図２において、１００１はプリンタグループＩＤ、１００２はプリンタグループ名称、１
００３はプリンタＩＤである．
このレコードフォーマットには、図２に示すように、機能別にプリンタグループＩＤ１０
０１が割り振られ整理されている。また、グループＩＤに１対１に各グループの具体的な
機能を識別するキーとなるプリンタグループ名称１００２が定義されている。そして、ま
た各機能毎に分類されたプリンタＩＤ１００３を複数記憶可能なテーブルが備えられてい
る。
【００４９】
このようなレコード形式を備えることにより、ネットワークユーザはグループＩＤ１００
１に属しているプリンタをすばやく検索することが可能となる。
【００５０】
図３はプリンタ管理システムの内部機能構成の概略を示すブロック図である。
【００５１】
図３において、１１０１はサーバ５０１に構築されたプリンタ管理サーバ機構であり、プ
リンタ情報、プリンタグループ情報、ユーザ情報を管理する。
【００５２】
プリンタ管理サーバ機構１１０１は、ユーザ情報データベース（ＤＢ）１１０２、プリン
タ情報データベース（ＤＢ）１１０３、プリンタグループ（Ｇｒｐ．）情報データベース
（ＤＢ）１１０４の３つのデータベースとそのデータベースを統合管理するデータベース
（ＤＢ）管理部１１０５、そしてデータベース管理部１１０５を通じ、各データベースに
管理記憶されている各種情報を更新する機能を有する情報更新部１１０６、また各データ
ベースに管理記憶されている各種情報を検索する機能を有している情報検索部１１０７、
さらにこれらを管理しネットワークを介して外部装置とのインタフェースとなるシステム
管理部１１０８、ユーザ情報（識別情報（ＩＤ／パスワード等））識別照合部１１０９、
画像データ記憶部１１１０から構成されている．
この実施形態では、データベース管理部１１０５とユーザ情報識別部１１０９を別々の構
成として表現しているが、ユーザ情報識別部１１０９がデータベース管理部１１０５に含
まれる構成でも良い。
【００５３】
ユーザ情報データベース１１０２には識別情報であるユーザＩＤやパスワード等のネット
ワークユーザ夫々の情報が蓄積されている。また同様に、プリンタ情報データベース１１
０３にはプリンタＩＤ１００３を始めとしたネットワークに接続された出力機器夫々の情
報が蓄積されている。そして、プリンタグループ情報データベース１１０４には図２で示
したレコードフォーマットに従ってプリンタ情報データベース１１０３を各プリンタグル
ープＩＤ１００１で分類したプリンタグループ情報が蓄積されている。また、各プリンタ
グループもプリンタグループ情報データベース１１０４に分類されて整理記憶されている
。
【００５４】
プリンタ管理サーバ機構１１０１は、各プリンタや各ネットワークユーザからの各情報の
検索／照会／更新等の要求をネットワークを介して受信し、システム管理部１１０８で受
付て処理する。システム管理部１１０８は必要に応じて情報更新部１１０６、情報検索部
１１０７を介し各データベースで管理されている情報へアクセスする。
【００５５】
次に、出力装置の構成を説明する。
【００５６】
出力装置３０１は、操作表示部１１２１、キー入力部１１２２、カード読み取り部１１２
３、識別情報（ＩＤ／パスワード等）送出部１１２４、画像データ出力部１１２５、及び
、出力装置の内部制御やネットワークを介して外部装置とのインタフェースとなる制御部
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１１２０から構成されている。
【００５７】
なお、他の出力装置１０１～１０２、２０１～２０３、３０２～３０３、４０１～４０２
も同様な内部構成であるため、その説明は省略する。また、カード読み取り部１１２３は
必ずしも備えていなくてもよい。
【００５８】
ユーザがクライアント装置の１つであるワークステーション１１１がサーバ５０１から受
信したプリンタ情報グループ（例えば、エリア毎にグループ化したブロック３）から特定
の出力装置を選択せずに、識別情報（ＩＤ／パスワード等）付きプリント出力要求を発生
させた場合（この詳細な説明は後述）、サーバ５０１はこの識別情報と画像データを受信
し、識別情報をユーザ情報データベース１１０２に、画像データを画像データ記憶部１１
１０に格納する。
【００５９】
なお、識別情報と画像データを別々の記憶部にではなく、これらをいっしょに画像データ
記憶部１１１０に格納するようにしても良い。さらに、図３ではユーザ情報データベース
１１０２、プリンタ情報データベース１１０３、プリンタグループ情報データベース１１
０４、画像データ記憶部１１１０を別々の記憶部のように表現しているが、例えば、１つ
の大容量のメモリ（ハードディスク等）の中でセクタあるいはディレクトリ毎に構成され
ていても良い。
【００６０】
その後、ユーザはプリンタ情報グループ内（例えば、ブロック３）にある任意の出力装置
（例えば、出力装置３０１）のキー入力部１１２２から識別情報（ＩＤ／パスワード等）
を入力すると、識別情報（ＩＤ／パスワード等）送出部１１２４はその入力識別情報をサ
ーバ５０１に送出する。一方、サーバ５０１はユーザ情報識別照合部１１０９で識別情報
（ＩＤ／パスワード等）を照合する。サーバ５０１に格納されている識別情報と出力装置
から送られてくる識別情報とが一致したならば、画像データ記憶部１１１０に記憶されて
いる識別情報に対応する画像データを識別情報を送出した出力装置３０１に出力する。こ
のようにして、識別情報に対応する画像データは画像データ出力部１１２５からプリント
出力されることになる。
【００６１】
図４はクライアント装置にプリンタグループ一覧情報を表示したウィンドウ画面の表示例
を示す図である。
【００６２】
図４において、１２０１はグループ分類を選択するメニューバーであり、この例では機能
が選択されている。このウィンドウ画面には機能毎にグループ分類された管理サーバに登
録済みのプリンタグループ情報の各項目メニューが表示されている。
【００６３】
このウィンドウ画面において、情報表示部１２０２には各プリンタグループ情報項目に登
録されているプリンタの台数が表示されている。また、１２０３は各プリンタグループ情
報項目に登録されているプリンタ情報を表示させるためのボタンである。図４に示される
ポインタカーソル１２０４はユーザによりマウス等のポインティングデバイスにより操作
され、クライアント装置の表示画面上をポインティングデバイスと同期して移動する。ボ
タン１２０３をポインタカーソル１２０４により指示してマウスをクリックすると、図５
に示すウィンドウ画面が表示される。
【００６４】
また、グループ出力ボタン１２０８は、このグループから特定の出力装置を選択せず、こ
のグループ内の任意の出力装置から出力できるように指示するためのボタンである。
【００６５】
図５は、図４でシフトソート項目を表示するボタン１２０３をポインタカーソルで指示し
てマウスをクリックしてサーバにグループ情報検索要求を通知し、その検索結果が表示さ
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れたクライアント装置のウィンドウ画面の一例を示す図である。
【００６６】
このウィンドウ内にはサーバに記憶されているプリンタグループ情報に登録されている各
プリンタの一覧が表示されている。図５において、１２０５は図４に示したグループ分類
選択のメニューバー１２０１で選択したグループ分類（ここでは、“エリア”）である。
１２０６は選択されたグループ分類に登録されているグループをさらに詳細に選択するメ
ニューである。
【００６７】
選択メニュー１２０６でグループ（図５ではエリアグループ）がユーザにより選択される
と、管理サーバ１１０１に選択されたプリンタグループ情報に登録されているプリンタ情
報の一覧を要求し、サーバからプリンタ情報の一覧が応答されてくると図５に示すような
プリンタ一覧が表示される。
【００６８】
１２０７は各プリンタ情報に付随したボタンである。このボタンがユーザにより選択され
ると、クライアント装置のソフトウェアはそのプリンタを出力先として選択する処理を行
う。
【００６９】
図６はプリンタの状態を監視するプリンタエージェントの処理を示したフローチャートで
ある。この実施形態のネットワークに接続された出力機器各々に内蔵されているプリンタ
エージェントはその出力機器がネットワークの構成要素として機能している間は常に動作
し、その出力機器の状態を監視し、何らかの変化があった場合にはプリンタ管理サーバ１
１０１へ通知する。
【００７０】
まず、ステップＳ１０１では、例えば、記録用紙の用紙切れ、記録用紙の紙詰まりの有無
などのプリンタ機器の状態をチェックする。そのチェック終了後、処理はステップＳ１０
２において、プリンタの出力の状況をチェックする。このチェックは、単に機器がプリン
ト出力中か否かをチェックする以外にも、プリント出力中であれば、その出力中のジョブ
の予定終了時刻などの情報も収集する。その終了後、処理はステップＳ１０３へ進む。
【００７１】
ステップＳ１０３では、ステップＳ１０１～Ｓ１０２で行ったプリンタの機器状態と出力
状態のチェック結果と前回のチェック結果とを比較し、その状態に変化があったかどうか
を調べる。ここで、前回と比較して状態に変化があれば、処理はステップＳ１０４へ進み
、変化が無い場合には処理はステップＳ１０１に戻り状態監視を続ける。
【００７２】
ステップＳ１０４では、プリンタの状態に変化があったことをプリンタ管理サーバ１１０
１に通知する。このときの、サーバ側の処理は後で詳細に説明する。
その後、処理はステップＳ１０１へ戻る。
【００７３】
図７はプリンタエージェントから通知を受けたサーバ側の処理を示すフローチャートであ
る。
【００７４】
図６のステップＳ１０４においてプリンタの状態変化があったことを情報更新要求として
管理サーバに通知するとサーバ側では以下の処理を実行する。
【００７５】
即ち、管理サーバ１１０１では、ステップＳ２０１において、通知元のプリンタＩＤに基
づいて情報検索部１１０７でプリンタ情報を検索する。その検索処理終了後、処理はステ
ップＳ２０２へ進む。
【００７６】
ステップＳ２０２では、情報更新部１１０６においてステップＳ２０１で取得されたプリ
ンタ情報をプリンタエージェントから送信された最新のプリンタ機器の状態を示す情報に
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更新する。更新終了後、処理はステップＳ２０３へ進む。
【００７７】
ステップＳ２０３では、ステップＳ２０２における情報の更新結果に基づき、更新が正常
に終了した場合には、更新依頼元であるプリンタエージェントに対し正常終了したことを
示すステータス情報を通知する。また、更新内容によっては、システム管理部にステータ
スを通知しても良い。
【００７８】
このようにこの実施形態では、ネットワークに接続された複数のユーザと複数の出力機器
をプリンタ管理サーバでグループ化して管理が実現される。また、各出力装置に内蔵され
たプリンタエージェントがその出力装置の状態を常時監視し、状態変化が発生したときの
み管理サーバにその旨を通知し、サーバ情報をほぼリアルタイムに更新している。このプ
リンタエージェントを利用すれば、管理サーバにプリンタ情報要求を通知してきたユーザ
に対し、最新のプリンタ情報を通知することできる。
【００７９】
図８はクライアント装置に表示される出力可能なプリンタグループ一覧情報の例を示す図
である。
【００８０】
図８に示されているように、メニューバー１２０１には選択されたグループ分類として“
エリア”が表示されている。そして、ウィンドウ画面にはエリア毎に管理サーバに登録済
みのプリンタグループ情報の各項目メニューが表示される。即ち、情報表示部１２０２に
は各プリンタグループ情報項目に登録されているプリンタの台数が表示され、その隣には
ボタン１２０３がグループに登録されているプリンタとその詳細情報の一覧を表示するウ
ィンドウを開くために表示され、そのボタンの下にはグループ出力ボタン１２０８が表示
されている。
【００８１】
そして、マウスを操作してポインタカーソル１２０４でボタン１２０８を指示してクリッ
クすると、クライアント装置はプリンタグループ出力がユーザより要求されたと判断し、
管理サーバ５０１に画像データ等を転送する。
【００８２】
なお、出力装置における識別情報の入力は、キー入力部１１２２と操作表示部１１２１と
を用いた入力のみならず、識別情報（ＩＤ／パスワード等）が入力されているメモリカー
ド等をカード読み取り部１１２３で読み取ることにより入力してもよい。また、音声信号
、指紋や網膜パターン等を識別情報として用いても良い。
【００８３】
従って以上説明した実施形態に従えば、サーバ５０１にプリント管理サーバとして機能を
もたせ、ネットワークに繋がっている出力装置についてのさまざまな情報を収集し管理記
憶しておき、必要に応じてクライアント装置がプリンタ情報を照会すれば、最新のプリン
タ情報をクライアント装置のユーザはそのサーバから得ることができる。従って、ユーザ
はその最新のプリンタ情報に基づいて、所望のプリンタ、或いは、プリンタグループを選
択してプリント出力を行わせることができる。
【００８４】
例えば、そのプリンタグループとして設置エリア毎に複数のプリンタをグループ化するこ
とができるので、たとえ、そのグループのあるプリンタが故障のためプリント出力不可能
でも、同じエリアにあるプリンタからプリント出力を得ることができる。従って、ユーザ
はプリンタが故障のために、別のプリンタを指定して再出力させる手間もなく、また、別
のエリアに自分のプリント出力をとりにいく必要もなく、作業効率が向上する。
【００８５】
また以上の説明では、管理サーバ１１０１はサーバ５０１内に構築されているとしてきた
が、例えば、大容量メモリを備えた出力装置４０２に管理サーバ１１０１のようなプリン
タ管理サーバ機構をもたせてもよい。この場合、あらためて説明するまでもないが、識別



(11) JP 4587154 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

情報に対応する画像データは一時的に出力装置４０２内のメモリに記憶されるが、例えば
、出力装置３０１で識別情報が入力された場合、識別情報が一致した画像データはネット
ワークを介して出力装置４０２のメモリから出力装置３０１へと転送されて、出力装置３
０１の画像データ出力部１１２５から出力されることになる。
【００８６】
＜第２実施形態＞
第１実施形態では、ネットワーク上の１台の出力装置、例えば、出力装置３０１に識別情
報を入力することにより、その出力装置から画像データを出力する方法を説明したが、こ
こでは、ネットワーク上の複数台の出力装置、例えば、出力装置３０１と３０２の２台に
識別情報を入力することにより、これらの出力装置から画像データを出力する方法を説明
する。ここで、出力装置３０１は白黒プリンタであり、出力装置３０２はカラープリンタ
であるとする。
【００８７】
例えば、コンピュータ１１１のユーザの出力装置使用法として、コンピュータ１１１から
転送するカラー画像データを１部は会議等のプレゼンテーションの発表のためにＯＨＰ用
紙にカラープリントして、会議等の出席者には、特に人数が多い場合、配布用にも複数部
カラープリントすると、プリントコストがかかりすぎるため、配布用には複数部白黒プリ
ントすることがある。
【００８８】
この場合、従来の方法では、ユーザはコンピュータ１１１からカラー画像データをまず出
力装置（カラープリンタ）３０２に転送してカラー出力させ、次にその同じカラー画像デ
ータを出力装置（白黒プリンタ）３０１に再度転送して白黒出力させる。
【００８９】
これに対して、この実施形態では、ユーザはコンピュータ１１１からカラー画像データを
１度だけ識別情報（ＩＤ／パスワード等）を付加してサーバ５０１に転送する。この識別
情報とこの識別情報に対応した画像データは、第１実施形態で説明したように画像データ
記憶部１１１０に格納される。
【００９０】
次に、ユーザは出力装置３０２に識別情報を入力すると、その識別情報がサーバ５０１に
転送され、画像データに付加された識別情報と一致するかどうかが調べられる。その照合
により一致が得られれば、画像データがサーバ５０１から出力装置３０２に転送され１部
だけカラープリント出力がなされる。さらに出力装置３０１にも同じ識別情報を入力する
と、同様の識別情報の照合がなされて、画像データがサーバ５０１から出力装置３０１に
転送され複数部白黒プリント出力させる。これにより、コンピュータ１１１からの画像デ
ータ転送は１度だけになる。また、出力装置に識別情報を入力し、その照合がなされるま
では、プリント出力されないので機密保持の点でも利点がある。
【００９１】
なお、この識別情報入力は出力装置のキー入力部から行っても良いし、クライアント装置
から各出力装置にネットワークを介して送信しても良い。
【００９２】
部数の設定方法は、各出力装置でそれぞれ所望の数値を入力できるようにしてもよいし、
もちろんクライアント装置であるコンピュータからサーバに対して各出力装置毎に所望の
数値を転送しても良い。また、部数設定のみならず、カラープリントは片面プリント、白
黒プリントは両面プリントにするように指定することも可能である。
【００９３】
即ち、この実施形態では、管理サーバ１１０１の画像データ記憶部１１１０に記憶されて
いる識別情報に対応する画像データは、１度識別情報が入力されたプリンタグループ内に
ある任意の出力装置、例えば、出力装置３０２に転送されても、画像データ記憶部１１１
０から消去しないように（クライアントから再び識別情報を付加してプリント出力要求を
出す必要はなく）制御することにより、続けて同じプリンタグループ内に属する他の出力
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装置、例えば、出力装置３０１に識別情報（ＩＤ／パスワード等）が入力されるならば、
その識別情報が入力された出力装置にもその識別情報に対応する画像データが転送される
。
【００９４】
画像データ記憶部１１１０に格納されている画像データは、実際、以下のような方法で消
去される。
【００９５】
（１）表示パネルからの指示
図９は操作表示部１１２１の表示画面の一例を示す図である。
【００９６】
図９に示されているように、実際に識別情報を入力した出力装置３０１或いは３０２の表
示パネル１３００に表示された「記憶画像データの消去」ボタン１３０１をタッチするこ
とにより、この消去指示が管理サーバ１１０１に送られる。管理サーバ１１０１はこの指
示に応じて画像データを消去する。もちろん消去される画像データはその出力装置に入力
した識別情報と同一の識別情報に対応した画像データのみである。
【００９７】
（２）クライアント装置からの指示
図１０はクライアントのウィンドウ画面の表示例を示す図である。
【００９８】
図１０に示されているように、表示されたウィンドウ画面の記憶画像データの「消去」ボ
タン１２０９を選択することで、クライアント装置はこの消去指示を管理サーバ１１０１
に送り、管理サーバ１１０１はその指示に従って画像データを消去する。
【００９９】
（３）所定時間経過後の自動消去
クライアント装置あるいはサーバからの指示で所定時間経過後に画像データを自動消去す
る。
【０１００】
例えば、図１０のウィンドウ表示画面に示されているように、画像データ送信後３０分で
「消去」する指示ボタン１２１０、特定の時刻（図１０の例では、２０００年１月１日 
１８：００）に「消去」する指示ボタン１２１１を選択することにより、その選択された
時刻に自動的に画像データが消去される。
【０１０１】
なお、この設定された消去時間情報はその選択時点でクライアントからサーバ側に転送し
サーバ側で管理して設定の時間になった時点で画像データを消去するようにしても良いし
、クライアント装置側で管理して、設定の時間になった時点でサーバに対して画像データ
の消去を指示してもよい。
【０１０２】
なお、図１０において、１２１２、１２１３は夫々、設定された時間を解除するための「
消去解除」ボタン、設定された日時を解除するための「消去解除」ボタンである。
【０１０３】
システムは、前述の３つの消去方法をすべてを備えていても良いし、ユーザの都合にあっ
た消去方法を選択できるようにしても良い。
【０１０４】
従って以上説明した実施形態に従えば、ネットワーク上の複数台の出力装置に識別情報を
入力することで、ユーザは複数の出力装置を用いて柔軟にプリント出力を行うことができ
る。
【０１０５】
また、ネットワーク上の複数台の出力装置を用いたプリント出力は、各装置のプリント出
力性能（速度）を考慮し、或いは／及び、用いる出力装置の台数を考慮して効率的に大量
のプリント出力を行うことができる。
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【０１０６】
例えば、ユーザはコンピュータ１１１から画像データを１度だけ識別情報（ＩＤ／パスワ
ード等）を付加してサーバ５０１に転送すると、この識別情報とこの識別情報に対応した
画像データは上述のように画像データ記憶部１１１０に格納される。このとき、２台の出
力装置３０２と３０３とを用いるとすれば、ユーザはまず出力装置３０２に識別情報を入
力してプリント出力させ、次に出力装置３０３にも同じ識別情報を入力してプリント出力
させる。
【０１０７】
出力部数の設定については、各出力装置にそれぞれ所望の数値を入力するようにしても良
いし、クライアント装置からサーバに対して各出力装置毎に所望の数値を送るようにして
も良い。
【０１０８】
また、クライアント装置から必要な部数（Ｎ）をサーバに対して送るだけで、２台目の出
力装置にプリント出力する時に、既に出力中の１台目の出力装置とこれから出力始める２
台目の出力装置に割り当てる部数を最適になるように（１台目と２台目の出力がほぼ同時
に終了するように）、サーバが自動的に各出力装置のプリント出力性能（速度）から計算
するようにしてもよい。
【０１０９】
例えば、１台目の出力装置が２台目の出力装置と比較して２倍のプリント速度をもってい
れば、２台目の出力装置にプリント出力する時に、１台目が２部出力していたならば、残
りは（Ｎ－２）部であるから、１台目は残り｛（Ｎ－２）×２÷３｝部出力するように、
２台目は｛（Ｎ－２）÷３｝部出力するように制御すれば良い。
【０１１０】
ここでも、サーバ５０１の画像データ記憶部１１１０に格納されている識別情報に対応す
る画像データは、１度識別情報が入力されたプリンタグループ内にある任意の出力装置、
例えば、出力装置３０２に送られても、画像データ記憶部１１１０から消去されることは
なく（クライアントから再び識別情報を付加したプリント出力要求を出す必要はなく）、
続けてプリンタグループ内にある他の出力装置、例えば、出力装置３０３に識別情報が入
力されるならば、その出力装置にも識別情報に対応する画像データが送られることになる
。
【０１１１】
＜第３実施形態＞
図１１は第３実施形態に従う管理サーバ１１０１の内部機能構成を示すブロック図である
。なお、図１１は第１実施形態で説明した図３に示す管理サーバ１１０１の内部構成と比
較して、ユーザ情報識別照合部１１０９と画像データ記憶部１１１０とが備えられていな
い以外は同じ構成であるのでその説明は省略する。
【０１１２】
図１２は第３実施形態に従うクライアント装置にプリンタグループ一覧情報を表示したウ
ィンドウ画面の表示例を示す図である。なお、図１２は第１実施形態で説明した図４に示
すウィンドウ画面の表示例と比較して、グループ出力ボタン１２０８が表示されていない
以外は同じ構成であるのでその説明は省略する。
【０１１３】
なお、この実施形態でも第１実施形態で説明したのと同様なプリンタエージェント処理が
各出力装置で実行されているものとする。
【０１１４】
次に、この実施形態に従うプリンタ管理処理について図１３～図１５に示すフローチャー
トを参照して説明する。
【０１１５】
図１３はプリンタエージェントから通知を受けたサーバ側の処理を示すフローチャートで
ある。図６のステップＳ１０４においてプリンタの状態変化があったことを情報更新要求
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として管理サーバに通知するとサーバ側では以下の処理を実行する。なお、図１３におけ
るステップ参照番号は、第１実施形態の図７で説明したのと同じ処理ステップについては
同じ参照番号を付している。
【０１１６】
即ち、管理サーバ１１０１では、ステップＳ２０１において、通知元のプリンタＩＤに基
づいて情報検索部１１０７でプリンタ情報を検索する。その検索処理終了後、処理はステ
ップＳ２０１ａへ進む。
【０１１７】
ステップＳ２０１ａでは、選択されたプリンタグループ（第１優先グループ）に属する出
力装置にステータス異常（ダウン、エラー等）があるかどうかを調べる。ここで、ステー
タス異常がなければ処理はステップＳ２０１ｃに進み、ステータス異常があれば処理はス
テップＳ２０１ｂに進んで、ステータス異常のない代替プリンタを検索する。
【０１１８】
ここで、代替プリンタの検索方法について詳細に説明する。
【０１１９】
図１４は代替プリンタの検索処理を示すフローチャートである。この処理はクライアント
装置から情報検索要求を受信したとき、或いは、管理サーバが代替プリンタを決定する必
要があるときに実行される。
【０１２０】
ステップＳ４０１では、クライアント装置からのプリンタグループ出力要求に対し、出力
要求先のプリンタグループを情報検索部１１０７を用いてプリンタグループ情報データベ
ース１１０４を検索する。この検索終了後、処理はステップＳ４０２へ進む。
【０１２１】
代替プリンタ候補の検索方法としては以下に示す複数の方法がある。
【０１２２】
（Ａ）第１の検索方法
プリント実行中或いは予定の処理に必要な機能に適合するプリンタを優先グループ内から
検索し、存在しなければ同条件で優先グループ以外から再検索し、それでも存在しない場
合はプリント実行中或いは予定の処理に必要な機能から一つの機能を削除した（以下、機
能限定という）条件でかつステータス異常のないことを条件として優先グループ内から検
索し、存在しなければ同条件で優先グループ以外から再検索する。これでも条件を満たす
プリンタが見出されない場合には、さらに機能限定を進め、条件を満足するプリンタが存
在するまで検索処理が繰り返される。
【０１２３】
図１５に示すようなプリンタグループＩ～IIIの３グループから構成されるネットワーク
システムを具体例とすれば、その検索は以下のようにして実行される。
【０１２４】
ユーザが「カラープリント、パンチ、両面プリント、シフトソート」という機能を選択し
、その機能を備えたプリンタグループＩに属するプリンタＡを当初選択していた場合で、
プリンタＡがダウンした場合、管理サーバ１１０１は、第１番目の検索として、プリンタ
Ａ以外のプリンタで「カラープリント、パンチ、両面プリント、シフトソート」の機能を
持ちステータス異常のないプリンタをプリンタグループＩから検索する。ここで、条件を
満足するプリンタがない場合、第２番目の検索として、「カラープリント、パンチ、両面
プリント、シフトソート」の機能を持ちステータス異常のないプリンタをプリンタグルー
プII～IIIから検索する。
【０１２５】
ここでも、条件を満足するプリンタがない場合、第３番目の検索として、前記機能から一
機能を除いた（１）「カラープリント、パンチ、両面プリント」、（２）「カラープリン
ト、パンチ、シフトソート」、（３）「カラープリント、両面プリント、シフトソート」
、或いは（４）「パンチ、両面プリント、シフトソート」の機能を有し、かつ、ステータ



(15) JP 4587154 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

ス異常のないプリンタの検索をプリンタグループＩから行い、（１）～（４）の検索結果
別に代替プリンタグループを再構築する。
【０１２６】
ここでも条件を満足するプリンタがない場合、第４番目の検索として、検索条件（１）～
（４）でプリンタグループII～IIIからを検索し、その検索結果別に代替プリンタグルー
プを再構築する。
【０１２７】
それでも、条件を満足するプリンタが存在しない場合は、上述の４つの検索条件（１）～
（４）からさらに一機能を除いた（５）「カラープリント、両面プリント」、（６）「カ
ラープリント、パンチ」、（７）「両面プリント、シフトソート」、（８）「パンチ、両
面プリント」、（９）「パンチ、シフトソート」、（１０）「カラープリント、シフトソ
ート」の検索をプリンタグループＩから行い代替プリンタグループ（５）～（１０）を再
構築する。
【０１２８】
ここでも条件を満足するプリンタが存在しない場合、第５番目の検索として、検索条件（
５）～（１０）の機能を有し、かつ、ステータス異常のないプリンタの検索をプリンタグ
ループII～IIIから行い、（５）～（１０）の検索結果別に代替プリンタグループを再構
築する。
【０１２９】
以下検索条件を満足するプリンタがみつかるまで同様の検索処理を繰り返す。
【０１３０】
図１５に示すネットワークシステムでは、グループＩに属する「カラープリント、パンチ
、両面プリント、シフトソート」という機能を備えたプリンタＡに異常がある場合、代替
プリンタを見出すために検索処理を実行すると、以下のような結果が得られる。
【０１３１】
グループＩのプリンタＢ、プリンタＣは機能条件「カラープリント、パンチ、両面プリン
ト、シフトソート」を満たさない（第１番目の検索）。また、プリンタグループII～III
にも機能条件「カラープリント、パンチ、両面プリント、シフトソート」を満たすプリン
タは存在しない（第２番目の検索）。
【０１３２】
グループＩに機能条件「パンチ、両面プリント、シフトソート」を満たすプリンタＢが存
在する（第３番目の検索）。
【０１３３】
その結果、管理サーバ１１０１はクライアントに代替プリンタとしてプリンタＢとその仕
様などを通知する。そして、ユーザから許可を得てプリント実行処理に移行する。
【０１３４】
（Ｂ）第２の検索方法
これは、第１の検索方法に関連してユーザにより予め削除機能項目を設定しておく方法で
ある。例えば、第１の検索方法の具体例において、削除機能項目を「シフトソート」と設
定していれば、機能限定された検索は「カラープリント、パンチ、両面プリント」のみと
なる。
【０１３５】
（Ｃ）第３の検索方法
これは、第２の検索方法に関連してサーバにより一意に削除機能項目を設定する方法であ
る。例えば、第１の検索方法の具体例において、削除機能項目をサーバが状況（例えば、
消費電力の抑制、同様の機能で補うなど）によって「パンチ」としたり、「シフトソート
」とする。これにより機能限定された検索条件が定められる。
【０１３６】
（Ｄ）第４の検索方法
これはユーザがプリンタグループ単位に検索の優先順位を予め設定しておく方法である。
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例えば、第１優先グループ全てのプリンタがダウンしている場合には第２優先グループの
プリンタを検索し、第２優先グループ全てのプリンタがダウンしている場合には第３優先
グループのプリンタを検索するという様に優先順位の高いグループを順に検索する。
【０１３７】
例えば、第１の検索方法の具体例において、ユーザが第１優先グループとして「カラープ
リント、パンチ、両面プリント、シフトソート」の機能を備えたプリンタ、第２優先グル
ープとして「カラープリント、パンチ、両面プリント、ステイプル」の機能を備えたプリ
ンタ、第３優先グループとして「パンチ、両面プリント、シフトソート」の機能を備えた
プリンタ、第４優先グループとして「両面プリント」機能を備えたプリンタという様に優
先順位を設定しておけば、この優先順位がステータス異常時の検索優先順位となる。
【０１３８】
（Ｅ）第５の検索方法
第１の検索方法の第１番目の検索で代替プリンタが複数ある場合に、クライアントから物
理的に近いプリンタをさらに優先的に選択する検索方法である。
【０１３９】
なお上述の各検索方法を組み合わせて処理可能なのは言うまでもない。
【０１４０】
以上のような検索方法を用いて検索が終了すると、処理はステップＳ４０２において、プ
リンタグループの検索結果から、検索されたプリンタグループに属している全てのプリン
タに関し情報検索部１１０７を用いてプリンタ情報データベース１１０３を検索して、プ
リンタ情報を取得する。その後、処理はステップＳ４０３に進む。
【０１４１】
ステップＳ４０３では検索されたプリンタグループに属するプリンタをユーザが予め設定
した優先度設定に基づいて並べ替える。このソート処理終了後、処理はステップＳ４０４
へ進む。
【０１４２】
ステップＳ４０４においては、このようにして優先付けがなされたプリンタを代替候補プ
リンタとして出力先プリンタを要求したクライアントへ応答する。
【０１４３】
その応答確認終了後、処理は終了する。
【０１４４】
以上のようにして処理ステップＳ２０１ｂにおける代替プリンタグループ検索が終了する
。
【０１４５】
その後、処理はステップＳ２０１ｃにおいて、プリンタ情報検索或いは代替プリンタグル
ープ検索を行って得られたプリンタ候補をクライアントに通知してユーザからの認証を待
ち合わせる。ここで、その認証が“了承（ＯＫ）”ならば代替プリンタを確定して処理は
ステップＳ２０２へ進むが、その認証が“拒否”ならば処理はステップＳ２０１に戻って
再度プリント情報検索の処理を行う。
【０１４６】
なお、ステップＳ２０１ｃによるユーザ認証処理は行わずに自動的にステップＳ２０２へ
進むような処理（即ち、管理サーバ１１０１に処理を一任する）を行っても良い。この時
、代替プリンタ候補が複数ある場合には上述したように予めユーザによって設定されたグ
ループプリンタの優先順位に従い、或いはサーバにより一意に代替プリンタは確定される
。
【０１４７】
ステップＳ２０２では、確定したプリンタ情報をプリンタエージェントから送信された最
新のプリンタ機器の状態を示す情報に更新する。その後、処理はステップＳ２０３′へ進
む。
【０１４８】
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ステップＳ２０３′では、ステップＳ２０２の更新結果に基づき、更新が正常に終了した
場合には、更新依頼元であるプリンタエージェントに対し正常終了したことを示すステー
タス情報を通知するとともに、出力先の変更をクライアントに対して通知する。また、更
新内容によっては、システム管理部にステータスを通知しても良い。
【０１４９】
さて、出力先の変更の通知を受けたクライアント装置は図１６に示す処理を実行する。
【０１５０】
図１６はクライアント装置におけるプリント出力先変更処理を示すフローチャートである
。
【０１５１】
まず、ステップＳ３０１においてはユーザによりプリンタグループ出力選択されたプリン
タグループをキーとし、管理サーバ１１０１に対し、プリント出力先決定依頼要求を送信
する。出力要求依頼は前述してきた様にステータス異常が発生した異常事態時の出力先変
更通知がきた場合にも行われる。その後、処理はステップＳ３０２において、管理サーバ
１１０１からの応答を待ち合わせる。
【０１５２】
ここで、管理サーバ１１０１からの応答があると処理はステップＳ３０３に進み、管理サ
ーバ１１０１から応答に含まれているプリント出力先を抜き出し、管理サーバ１１０１が
決定した出力機器に対しプリント出力要求を行う。
【０１５３】
その後、ステップＳ３０４では、管理サーバ１１０１が決定した出力装置に対しプリンタ
出力要求を行ったことをユーザに通知する。この通知はウィンドウ画面に所定のダイアロ
グなどを表示することで行われる。
【０１５４】
この後、通常のプリント出力処理に復帰してクライアント装置によるプリント処理が続く
。
【０１５５】
従って以上説明した実施形態に従えば、ユーザがプリンタグループに対して出力要求を行
った場合、そのグループ内のプリンタにステータス異常が発生した場合にはサーバで代替
出力先となる候補のプリンタを自動的に検索し、ユーザの最終判断に従って、或いは、サ
ーバが自動的にその代替プリンタに対してプリント出力を行うことができる。
【０１５６】
このようにネットワークに接続された複数のユーザと複数の出力機器をプリンタ管理サー
バでグループ化して管理することにより、また各出力装置に内蔵されたプリンタエージェ
ントからの出力装置の状態を常時監視することにより、その状態が変化したときにはクラ
イアントへの代替プリンタを通知したり、出力先の変更を行うなど、ネットワークの状況
に応じた迅速かつ臨機応変な処置をすることが可能となる。
【０１５７】
なお、以上説明した実施形態では、プリンタグループ内のプリンタにステータス異常が発
生した場合には無条件に代替プリンタの検索を行ったが、ユーザがエラー解除を行うこと
を前提にプリンタグループ内の全てのプリンタがステータス異常の場合には代替プリンタ
の検索を行わずに、クライアントからサーバに対して出力画像データの転送を行い、エラ
ー解除がされるまでサーバ或いは出力装置で出力画像データを記憶してプリント出力処理
を中断させておくように処理する（これを強制実行という）ことも可能である。
【０１５８】
図１７は強制実行の様子を示す図である。
【０１５９】
ここで、図１７（ａ）はサーバに出力画像データを記憶してプリント出力処理を中断して
いる様子を示し、図１７（ｂ）はサーバからさらに異常の起きているプリンタへデータを
転送してそのプリンタの記憶部に出力画像データを記憶してプリント出力処理を中断して
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いる様子を示している。両者どちらの場合でもユーザにより異常が解除され次第、その出
力を再開する。
【０１６０】
特に、出力されるプリント部数が少ない場合、ユーザが出力プリンタの場所まで行ってエ
ラー解除をしてから出力処理を実行しても、ユーザの負担（待ち時間等）はそれ程なく、
当初の所望機能の実行が可能であれば、このような強制実行には利点がある。また、強制
実行した時にはある一定時間（ユーザ設定）を超えてもエラー処理が行われない場合には
タイムアウトとみなし、サーバはプリンタエージェントへ出力要求の取り消しを行い、そ
の旨をクライアントを通してユーザへ通知して当該ジョブを中止するように構成すること
が望ましい。
【０１６１】
また、異常の起きているプリンタをクライアントに通知するプリンタ照会情報そのものか
ら削除するようにしても良い。
【０１６２】
＜第４実施形態＞
ここでは、優先プリンタグループをユーザの所望機能を満足するプリンタのみで構成され
るように選定した場合に、そのプリンタグループで異常が発生した時の処理について説明
する。
【０１６３】
図１８はプリンタグループＩ′～III′の３グループから構成されるネットワークシステ
ムを示す図である。
【０１６４】
このシステムでは、優先プリンタグループＩ′を「４ｉｎ１（４枚の原稿を縮小して１枚
の用紙に出力する機能）、製本」機能を有する全てのプリンタとしている。言い換えると
、優先プリンタグループＩ′は、この機能以外、例えば、コピー速度、設置位置などは無
視されたプリンタ群であると言える。
【０１６５】
このような環境で、ユーザが選択していた優先プリンタグループＩ′に属するプリンタＡ
′に何らかの異常が発生するとプリンタエージェントはサーバに対してプリンタＡ′のプ
リンタＩＤと共にステータス情報を送信してそのプリンタに異常がある旨を通知する。こ
の通知により、サーバはプリンタＩＤからプリンタＡ′の属するプリンタグループ（この
場合はプリンタグループＩ′）に異常が発生したことを認識する。そして、先ずプリンタ
グループＩ′に属するプリンタＡ′以外のプリンタステータス情報を全て検索して、優先
プリンタグループＩから正常なプリンタを見つけ出し代替プリンタグループの構築を試み
る。
【０１６６】
優先プリンタグループＩ′に正常なプリンタが存在する場合、即ち、図１２（ａ）に示す
ような場合、サーバは条件を満足するプリンタＢ′を代替プリンタとしてクライアントに
対して通知する。
【０１６７】
これに対して、優先プリンタグループＩ′に正常なプリンタがない場合、即ち、図１２（
ｂ）に示すような場合、サーバは前述したような検索処理の結果から優先プリンタグルー
プＩ′に条件を満足するプリンタが存在しないことを判断して、正常に機能しているプリ
ンタであり、かつ、機能限定した検索条件（１′）「４ｉｎ１」、或いは（２′）「製本
」の機能を有したプリンタを優先プリンタグループ１′から検索し、代替プリンタグルー
プを再構築する。
【０１６８】
サーバは再構築した代替プリンタグループに属するプリンタＤ′或いはプリンタＪ′をク
ライアントに対して通知する。
【０１６９】
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以下、第３実施形態で説明したのと同様の処理を行う。
【０１７０】
従って以上説明した実施形態に従えば、ユーザ所望のグループ化がなされているので、た
とえ、そのグループ内のプリンタに異常が発生してもその同じグループ内でまず代替プリ
ンタを見いだす可能性が高くなり、よりユーザ満足度の高いプリント出力を提供すること
ができる。
【０１７１】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）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み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
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。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オペレーティングシステム（ＯＳ）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まれ
ることは言うまでもない。
【０１７２】
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能
拡張カ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、その機能拡張カ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まれることは言うまでもない。
【０１７３】
また上述の例ではプログラム処理するようにして説明したが、プログラム処理されるとこ
ろをハードウエアで処理するようにしても良い。
【０１７４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ネットワークのユーザはプリンタ装置の状況を把握
しながら、所望の出力装置を選択して柔軟にプリント出力ができるという効果がある。ま
た、たとえ、選択した出力装置の動作に異常があり出力不可能となっても、代替プリンタ
が検索されそのプリンタからの出力が可能になる。
【０１７５】
加えて、プリンタ装置のグループ化により、例えば、その設置場所や機能を観点としてグ
ループ化し、このグループを代替プリンタの検索の優先順位と関係させておけば、当初の
ユーザの希望に近いプリンタを代替として選択されることが可能になるので、ユーザ満足
度やプリント出力の効率性の点からも利点がある。
【０１７６】
更に、クライアント装置からユーザがプリンタグループに対し出力要求を行った際、ユー
ザが、そのグループ内にある複数台のプリンタ装置のうち、任意の出プリンタ装置に識別
情報（ＩＤ／パスワード等）を入力するまでは、プリント出力されないので機密保持が可
能なのはもちろん、グループ内のプリンタ装置であれば、どの出力装置にプリント出力し
てもよく、複数台のプリンタ装置を使用したユーザにとっては更なるプリント生成の生産
性や効率の高いプリント処理システムを実現できる。
【０１７７】
また、識別情報（ＩＤ／パスワード等）毎のプリント枚数や動作モード等の部門管理等に
も応用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の代表的な実施形態であるネットワークシステムの概略構成を示した図で
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ある。
【図２】プリンタ情報を分類してグループ化したプリンタグループ情報を蓄積するための
レコードフォーマットの一例を示した図である。
【図３】プリンタ管理システムの内部機能構成の概略を示すブロック図である。
【図４】クライアント装置にプリンタグループ一覧情報を表示したウィンドウ画面の表示
例を示す図である。
【図５】グループ情報検索要求に応じた検索結果が表示されたクライアント装置のウィン
ドウ画面の一例を示す図である。
【図６】プリンタの状態を監視するプリンタエージェントの処理を示したフローチャート
である。
【図７】プリンタエージェントから通知を受けたサーバ側の処理を示すフローチャートで
ある。
【図８】クライアント装置に表示される出力可能なプリンタグループ一覧情報の例を示す
図である。
【図９】第２実施形態に従う操作表示部１１２１の表示画面の一例を示す図である。
【図１０】第２実施形態に従うクライアントのウィンドウ画面の表示例を示す図である。
【図１１】第３実施形態に従う管理サーバ１１０１の内部機能構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】第３実施形態に従うクライアント装置にプリンタグループ一覧情報を表示した
ウィンドウ画面の表示例を示す図である。
【図１３】プリンタエージェントから通知を受けたサーバ側の処理を示すフローチャート
である。
【図１４】代替プリンタの検索処理を示すフローチャートである。
【図１５】プリンタグループＩ～IIIの３グループから構成されるネットワークシステム
の構成概要図である。
【図１６】クライアント装置におけるプリント出力先変更処理を示すフローチャートであ
る。
【図１７】強制実行の様子を示す図である。
【図１８】プリンタグループＩ′～III′の３グループから構成されるネットワークシス
テムを示す図である。
【符号の説明】
１１　ネットワーク
１０１、１０２　プリンタ
１１１、１１２　クライアント装置
２０１～２０３　プリンタ
３０１～３０３　プリンタ
４０１～４０２　プリンタ
１００１　プリンタグループＩＤ
１００２　プリンタグループ名称
１００３　プリンタID
１１０１　管理サーバ
１１０２　ユーザ情報データベース
１１０３　プリンタ情報データベース
１１０４　プリンタグループ情報データベース
１１０５　データベース管理部
１１０６　情報更新部
１１０７　情報管理部
１１０８　システム管理部
１１０９　ユーザ情報識別照合部
１１１０　画像データ記憶部
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１１２０　制御部
１１２１　操作表示部
１１２２　キー入力部
１１２３　カード読み取り部
１１２４　識別情報送出部
１１２５　画像データ出力部
１２０１　グループ分類選択メニュー
１２０２　プリンタグループ情報
１２０３　プリンタ一覧表示ボタン
１２０４　ポインタカーソル
１２０５　グループ分類
１２０６　プリンタグループ選択メニュー
１２０７　プリンタ出力ボタン
１２０８　プリンタグループ出力ボタン
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