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(57)【要約】
【課題】ユーザが一つの印刷ジョブ内の連続する複数の
ページ範囲に同じ例外ページ設定をしても、その各ペー
ジ範囲を個別の印刷設定で印刷することができるように
する。
【解決手段】印刷システムを構成するクライアントＰＣ
１において、プリンタドライバ１５の各部の機能によっ
て、表示部１２による表示画面に入力部１１から入力を
行える。それによって、一つの印刷ジョブに対する例外
ページ設定として、その印刷ジョブに設定された印刷設
定とは異なる印刷設定をその印刷ジョブ内の指定ページ
範囲ごとに設定可能である。その例外ページ設定として
、連続した複数の指定ページ範囲に同じ印刷設定がなさ
れた場合、その連続した複数の指定ページ範囲を区切っ
て印刷設定するか、一連の指定ページ範囲として印刷設
定するかを選択可能であり、選択された印刷設定にした
例外ページ設定によって印刷ジョブの印刷指示をする。
【選択図】　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの印刷ジョブに対する例外ページ設定として、該印刷ジョブに設定された印刷設定
とは異なる印刷設定を該印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例外ページ設定手段と
、
　該例外ページ設定手段によって、前記例外ページ設定として、連続した複数の指定ペー
ジ範囲に同じ印刷設定がなされた場合に、該連続した複数の指定ページ範囲をそれぞれ区
切って印刷設定するか、一連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にする選
択手段と、
　前記印刷ジョブを、前記選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設定に
よって印刷指示をする手段
　とを有することを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷システムにおいて、
　前記印刷ジョブに対してなされた前記例外ぺージ設定の内容を一覧表示する手段を有す
ることを特徴とする印刷システム。
【請求項３】
　前記例外ぺージ設定の内容の一覧表示は、前記複数の各指定ページ範囲が区切って印刷
設定されているか、一連の指定ページ範囲として印刷設定されているかを明示するように
表示することを特徴とする請求項２に記載の印刷システム。
【請求項４】
　前記印刷指示をする手段は、前記印刷ジョブに設定された印刷設定と、前記各例外ペー
ジ設定の内容をそれぞれ記述したジョブチケットによって印刷指示をすることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一項に記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記例外ページ設定による印刷設定が、カラー印刷か白黒印刷かの設定、用紙の設定、
片面印刷か両面印刷かの設定、印刷位置調整の設定、画像の回転設定、印刷後のソート設
定、ステープル設定、パンチ設定、および折り設定のうちの一つ以上であることを特徴と
する請求項１から４のいずれか一項に記載の印刷システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の印刷システムであって、
　前記印刷ジョブを作成する複数のクライアント端末と、該複数のクライアント端末とネ
ットワークを介して通信可能に接続されたプリントサーバと、該プリントサーバと通信可
能に接続され、該プリントサーバから転送される印刷ジョブを印刷する印刷装置とを備え
ていることを特徴とする印刷システム。
【請求項７】
　前記例外ページ設定手段、前記選択手段、および前記印刷指示をする手段が、前記クラ
イアント端末に設けられていることを特徴とする請求項６に記載の印刷システム。
【請求項８】
　前記印刷ジョブを作成する手段と、
　一つの印刷ジョブに対する例外ページ設定として、該印刷ジョブに設定された印刷設定
とは異なる印刷設定を該印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例外ページ設定手段と
、
　該例外ページ設定手段によって、前記例外ページ設定として、連続した複数の指定ペー
ジ範囲に同じ印刷設定がなされた場合に、該連続した複数の指定ページ範囲をそれぞれ区
切って印刷設定するか、一連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にする選
択手段と、
　前記印刷ジョブを、前記選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設定に
よって印刷指示をする手段
　とを有することを特徴とするクライアント端末。
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【請求項９】
　請求項８に記載のクライアント端末において、
　前記印刷ジョブに対してなされた前記例外ぺージ設定の内容を一覧表示する手段を有す
ることを特徴とするクライアント端末。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　一つの印刷ジョブに対する例外ページ設定として、該印刷ジョブに設定された印刷設定
とは異なる印刷設定を該印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例外ページ設定手段と
、
　該例外ページ設定手段によって、前記例外ページ設定として、連続した複数の指定ペー
ジ範囲に同じ印刷設定がなされた場合に、該連続した複数の指定ページ範囲をそれぞれ区
切って印刷設定するか、一連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にする選
択手段と、
　前記印刷ジョブを、前記選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設定に
よって印刷指示をする手段
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、印刷システム、印刷ジョブを作成するクライアント端末、コンピュータを
印刷システムの各手段として機能させるためのプログラム、およびそのプログラムが記録
されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種の企業、官公庁、学校その他の事業所等において、多品種少量の印刷物を、
必要なときに必要な部数だけ印刷する「プロダクションプリンティング」のニーズが高ま
っている。そのプロダクションプリンティングによる印刷物そのものを製品にする場合も
ある。
【０００３】
　そのため、プロダクションプリンティング向けのプリンタは、従来の複写機やページプ
リンタなどによるオフィス印刷のような簡易な印刷のみではなく、高付加価値の印刷物を
印刷できることが望まれている。そこで、例えばページごとに印刷媒体の種類や印刷設定
などを異ならせて印刷することができるようにしている。
　その場合、プリンタにページごとに印刷設定を異ならせて印刷させる機能として、例外
ページ設定又は特殊ページ設定（以下「例外ページ設定」と云う）と称される機能が設け
られている。
【０００４】
　この例外ページ設定は、一連の印刷ジョブ内の指定されたページ範囲ごとに、印刷ジョ
ブに設定された印刷設定とは異なる印刷設定を適用して印刷させる機能であり、ユーザが
、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置によって設定操作をすることができる。
　そのページ範囲は、開始ページと終了ページを指定することによって設定することがで
きる。
　例外ページ設定としては、例えば、用紙設定、両面印刷設定、ステープル設定、パンチ
設定、折り設定、印刷位置調整設定、カラー／モノクロ設定、および画像の回転設定等の
各種の印刷条件を、印刷ジョブ全体の設定とは異なる設定にすることができる。
【０００５】
　一方、プリンタに印刷させる複数の印刷ジョブを一つにまとめる技術として、特許文献
１には、複数の文書データの指定と結合指示がされると、その各文書データを一つの印刷
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ジョブに結合する機能を設けた情報処理装置が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の印刷システムによる例外ページ設定の機能では、ユーザが一つの
印刷ジョブにおいて、連続する２つのページ範囲に同じ例外ページ設定を個別に行っても
、プリンタドライバが、その２つのページ範囲を自動的に一つに結合してしまっていた。
　そのため、ユーザが、同じ例外ページ設定でもページ範囲を区切って設定したい場合に
、意図とおりの設定を行うことができず、期待通りの印刷物を印刷できないという問題が
あった。
【０００７】
　この問題点について、図１６～図１８によって説明する。
　この例は、１１ページからなる文書データを、３ページ目を表（おもて）面にして５ペ
ージ目までを両面印刷し、６ページ目を表（おもて）面として１０ページ目までを両面印
刷したい場合の例である。
　情報処理装置のユーザインタフェース（ディスプレイ）における図１６に示すような例
外ページ設定の画面において、ユーザは、ページ範囲設定領域（コンボボックス）７０に
ページ範囲として「３～５，６～１０」と入力する。ユーザは次に、両面・片面印刷設定
領域（コンボボックス）７１に「両面印刷」と入力した後、「ＯＫボタン」をクリックし
てこれらを設定しようとする。
【０００８】
　しかし、情報処理装置のプリンタドライバは、その例外ページ設定の機能によって、３
～５ページと６～１０ページのページ範囲について同じ両面印刷が設定され、かつ、２つ
のページ範囲が連続していると判断して、２つのページ範囲を１つに結合してしまう。
　そして、図１７に示す例外ページ設定後の一覧表示画面には、その設定内容表示領域７
２内に、３～１０ページのページ範囲に例外ページ設定として両面印刷が設定されたもの
として表示する。
【０００９】
　このままの設定内容でプリンタに印刷を実行させると、その印刷結果は図１８に示すよ
うに、３ページ目を表（おもて）面として１０ページまでの連続した両面印刷になってし
まう。図中に示す数字はページ番号であり、２，３，５，７，９，１１の大きな数字が用
紙の表（おもて）面のページ番号を示し、折り返し部に記載した４，６，８，１０の小さ
い数字が用紙の裏（うら）面のページ番号を示している。
【００１０】
　このように、従来のプリンタドライバをインストールした情報処理装置における例外ペ
ージ設定の機能では、必ずしもユーザが意図した通りの印刷設定を行うことができず、期
待通りの印刷物を印刷することができないという問題があった。
　また、特許文献１に記載された技術では、複数の印刷ジョブを個別に印刷したり、一つ
にまとめて印刷することはできるが、一つの印刷ジョブのなかで、例外ページ設定を行っ
たり、その場合に上述のような問題が発生しないようにすることはできない。
【００１１】
　この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ユーザが一つの印刷ジョブ内の連続
する複数のページ範囲に同じ例外ページ設定をしても、その各ページ範囲を個別の印刷設
定で印刷することができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明による印刷システムは上記の目的を達成するため、一つの印刷ジョブに対する
例外ページ設定として、その印刷ジョブに設定された印刷設定とは異なる印刷設定をその
印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例外ページ設定手段と、その例外ページ設定手
段によって、上記例外ページ設定として、連続した複数の指定ページ範囲に同じ印刷設定
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がなされた場合に、その連続した複数の指定ページ範囲をそれぞれ区切って印刷設定する
か、一連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にする選択手段と、上記印刷
ジョブを、上記選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設定によって印刷
指示をする手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明の印刷システムによれば、ユーザが一つの印刷ジョブ内の連続する複数のペー
ジ範囲に同じ例外ページ設定をしても、その各ページ範囲を個別の印刷設定で印刷するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明による印刷システムの一実施形態を示す構成図である。
【図２】図１に示したプリンタが例外ページ設定された印刷ジョブを印刷する場合の処理
概要の説明図である。
【図３】図１に示したクライアントＰＣのハードウェア構成と、その制御部のこの発明に
係る主要な機能を示すブロック図である。
【図４】図１に示したプリントサーバのハードウェア構成と、その制御部のこの発明に係
る主要な機能を示すブロック図である。
【図５】クライアントＰＣのユーザが例外ページ設定するときの操作手順と、その操作に
応じたクライアントＰＣの一部の処理手順とを示すフローチャートである。
【００１５】
【図６】図３に示したクライアントＰＣの表示部が表示する例外ページ設定用のユーザイ
ンタフェース画面の一例を示す図である。
【図７】図３に示したクライアントＰＣの表示部が、例外ページ設定がされた印刷ジョブ
の一覧を表示するユーザインタフェース画面の一例を示す図である。
【図８】クライアントＰＣが例外ページ設定用のユーザインタフェース画面を表示してか
ら、印刷ジョブデータをプリントサーバへ送信するまでの処理手順を示すフローチャート
である。
【図９】プリントサーバがクライアントＰＣから印刷ジョブを受け取った場合の処理手順
を示すフローチャートである。
【図１０】ページ区切り機能を無効にした場合の印刷ジョブにおける印刷設定と例外ペー
ジ設定の設定内容の一例を示す一覧表である。
【００１６】
【図１１】図１０に示した設定内容に基づく印刷例の説明図である。
【図１２】ページ区切り機能を有効にした場合の印刷ジョブにおける印刷設定と例外ペー
ジ設定の設定内容の例を示す一覧表である。
【図１３】図１２に示した設定内容に基づく印刷例の説明図である。
【図１４】図１０に示したページ区切り機能を無効にした場合の印刷設定と例外ページ設
定のジョブチケットのフォーマットの一部を示した図である。
【図１５】図１２に示したページ区切り機能を有効にした場合の印刷設定と例外ページ設
定のジョブチケットのフォーマットの一部を示した図である。
【００１７】
【図１６】従来の印刷システムのユーザインタフェースに表示される例外ページ設定の画
面の一例を示す図である。
【図１７】従来の印刷システムのユーザインタフェースに表示される例外ページ設定一覧
の画面の一例を示す図である。
【図１８】従来のプリンタ（印刷装置）における例外ページ設定をした印刷結果の例を示
す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、この発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、この発明による印刷システムの一実施形態を示す構成図である。この印刷シス
テムは、複数台のクライアントＰＣ１とプリントサーバ２とが、ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）等のネットワーク３によって、通信可能に接続されている。そのプリント
サーバ２は、通信線５によってプリンタ４と通信可能に接続されている。
【００１９】
　この実施形態では、各クライアントＰＣ１はクライアント端末であり、各ユーザが直接
使用するパーソナルコンピュータや情報端末等の情報処理装置である。プリントサーバ２
は、デジタルフロントエンド（Digital Front End：ＤＦＥ）と称されるプロダクション
プリンタ用のサーバを使用している。このプリントサーバ２は画面表示用のディスプレイ
と入力操作用のキーボードを備えている。プリンタ４は印刷装置であり、この実施形態で
は高付加価値の印刷物を高速で印刷できるプロダクションプリンタである。ネットワーク
３および通信線５は、有線通信に限らず確実に相互通信が可能であれば無線通信によるも
のも含む。
【００２０】
　各クライアントＰＣ１は、ユーザによる入力操作によって、プリンタ４に印刷させる文
書等の印刷用データとその印刷設定、例外ページ設定の設定内容を含むジョブチケットと
からなる印刷命令である印刷ジョブを作成する。そして、その印刷ジョブをネットワーク
３を介してプリントサーバ２へ送信する。
【００２１】
　プリントサーバ２は、各クライアントＰＣ１から受信した印刷ジョブのジョブチケット
を解釈する。そして、その解釈に基づいて印刷ジョブ全体に設定された印刷設定と、指定
されたページ範囲ごとの例外ページ設定が反映された印刷結果のプレビュー表示データを
生成し、ディスプレイにプレビュー表示をする。さらに、そのプレビュー表示の後に印刷
ジョブをプリンタ４へ転送する。
【００２２】
　プリンタ４は、モノクロ及びカラーの片面及び両面印刷と、印刷後の用紙にステープル
、パンチ、折り等の後処理を行うことができるプロダクションプリンティング用の印刷装
置である。
　このプリンタ４は、プリントサーバ２から転送される印刷ジョブに基づいて各種の印刷
設定と指定されたページ範囲ごとの例外ページ設定を適用して印刷を実行する。
　なお、図１に示した印刷システムでは、プリントサーバ２が１台であるが、実際の印刷
システムでは、例えば、それぞれ管理対象のクライアントＰＣ１を割り当てた複数台のプ
リントサーバ２をネットワーク３に接続してもよい。さらに、クライアントＰＣ１として
、パーソナルコンピュータに替えて携帯情報端末装置（ＰＤＡ）やスマートフォン、タブ
レット端末などのモバイル端末等を使用することもできる。
【００２３】
　次に図２を参照して、この印刷システムにおけるプリンタ４が例外ページ設定された印
刷ジョブを印刷する場合の概要を、オフセット印刷の場合と比較して簡単に説明する。
　図２は、図１に示したプリンタ４が例外ページ設定された印刷ジョブを印刷する場合の
処理概要の説明図である。例外ページ設定は、前述したように、印刷ジョブの指定したペ
ージを印刷ジョブ全体の印刷設定とは別の印刷設定に変更できる機能である。
　例えば、カラー印刷か白黒印刷かの設定、用紙の設定、片面印刷か両面印刷かの設定、
印刷位置調整の設定、画像の回転設定、印刷後のソート設定、ステープル設定、パンチ設
定、および折り設定のうちの一つ以上を、指定したページ範囲ごとに任意に変更して設定
することができる。
【００２４】
　この例外ページ設定の設定内容は、プリンタ４が印刷指示として印刷データと共に受け
取るジョブチケットに含まれている。このジョブチケットには、印刷データ全体に適用す
る印刷設定も含まれている。
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　ここで、印刷ジョブ全体の印刷設定が全ページをＡ４用紙にカラー印刷する設定内容で
あり、その一部のページについて例外ページ設定がされているジョブチケットが添付され
た印刷データを印刷する場合の例を説明する。
【００２５】
　図２は、ジョブチケットにおいて、この印刷ジョブの全ページデータのうち、例外ペー
ジ設定がされた２～４ページ目を含む１～５ページ目のページデータのみを示す。そして
、６ページ目以降のページデータは、印刷ジョブ全体の印刷設定のみがされているものと
して図示を省略している。
　この印刷ジョブのジョブチケットは、１ページ目のページデータ５０と５ページ目のペ
ージデータ５４には、印刷ジョブ全体の印刷設定であるＡ４用紙にカラー印刷する設定内
容がそれぞれ設定されている。
【００２６】
　また、２ページ目のページデータ５１と３ページ目のページデータ５２に、それぞれモ
ノクロで印刷する例外ページ設定が設定されている。そして、４ページ目のページデータ
５３に、Ａ３の用紙にカラー印刷した後にＺ折りにする例外ページ設定がなされている。
なお、ページデータ５１と５２は例外ページ設定が同じ内容なので図中枠内に斜線を施し
て示している。
【００２７】
　図１に示したプリンタ４は、プリントオンデマンド（ＰＯＤ）等で使われるプロダクシ
ョンプリンティング向けのプリンタであり、印刷装置と後処理装置が１ラインで接続され
ている。
　このプリンタ４は、上述した印刷ジョブのジョブチケットに基づいて、図２に示すよう
に、ページデータ５０～５４を印刷した場合に、１ページ目をＡ４用紙にカラー印刷する
。次いで、２，３ページ目をそれぞれＡ４用紙に白黒（モノクロ）印刷し、４ページ目を
Ａ３用紙にカラー印刷した後に、そのＡ３用紙を後処理装置である紙折り機がＺ折りする
。そして、５ページ目をＡ４用紙にカラー印刷する。この印刷ジョブにステープルが設定
されていれば、１～３ページ目の用紙とＺ折りされた用紙と５ページ目の用紙を、同じく
後処理装置である製本機がステープル止めして製本する。
【００２８】
　このようにして、プリンタ４は、図２で説明した例外ページ設定の設定内容を有するジ
ョブチケットが含まれる印刷ジョブについて、１工程で印刷物を作成することができる。
　したがって、この印刷システムによれば、ページごとに印刷設定を異ならせた高付加価
値の印刷物を素早く作成することができる。
　一方、オフセット印刷は印刷装置と後処理装置がそれぞれ独立しているため、図２で説
明した印刷設定と例外ページ設定がされたのと同様な印刷ジョブを印刷する場合に、次の
１～５の工程を行って印刷物を作成する。
【００２９】
　まず、印刷装置が次の１～３の工程を行う。
１．１ページ目，５ページ目をそれぞれＡ４用紙にカラー印刷する。
２．４ページ目をＡ３用紙にカラー印刷する。
３．２ページ目，３ページ目をそれぞれＡ４用紙に白黒（モノクロ）印刷する。
　その後、後処理装置である紙折り機が次の４の工程を行う。
４．４ページ目をカラー印刷したＡ３用紙をＺ折りする。
　最後に、同じく後処理装置である製本機が次の５の工程を行う。
５．全ページを製本する。
　このように、オフセット印刷では５つの工程が必要になり、ページごとに印刷設定を異
ならせた高付加価値の印刷物を作成するのに手間がかかる。
【００３０】
　次に図３を参照して、各クライアントＰＣ１のハードウェア構成と、その制御部におけ
るこの発明に係る主要な機能について説明する。
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　図１に示した各クライアントＰＣ１は、図３に示すように、ハードウェア構成として、
制御部１０、入力部１１、表示部１２及び通信部１３を備えたパーソナルコンピュータに
よるクラアント端末である。
【００３１】
　制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク装置（ＨＤＤ）等を備えてい
る。そして、ＣＰＵが、ＲＯＭ内の各種プログラムを読み出し、ＲＡＭに展開した後、そ
の各種プログラムに従って動作（各種プログラムを必要に応じて選択的に実行）する。そ
れによって、クライアントＰＣ１の全体を制御する。
【００３２】
　入力部１１は、キーボード、ポインティングデバイス等の入力装置であり、ユーザが印
刷設定、例外ページ設定等の各種の操作情報を入力することができる。
　表示部１２は、ＬＣＤ等のディスプレイ装置であり、ユーザに印刷設定、例外ページ設
定等のユーザインタフェース画面を表示する。
　通信部１３は、制御部１０で生成された印刷ジョブデータをネットワーク３を介してプ
リントサーバ２へ送信する。
【００３３】
　次に、制御部１０の機能について説明する。
　制御部１０のＨＤＤには、アプリケーション１４、プリンタドライバ１５、ポートモニ
タ１６のプログラムも記憶している。そして、この制御部１０のＣＰＵが、アプリケーシ
ョン１４をＲＡＭに展開して動作することにより、文書作成等の処理を実行する。
　また、制御部１０のＣＰＵが、プリンタドライバ１５のプログラムをＲＡＭに展開して
動作する。それによって、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）部２０、プレビ
ュー表示部２１、データ保存部２２、ジョブチケット生成部２３及び描画部２４の各機能
を実現する。
【００３４】
　さらに、制御部１０のＣＰＵが、ポートモニタ１６のプログラムをＲＡＭに展開して動
作することにより、データ転送部２５の機能を実現する。
　ＧＵＩ部２０は、アプリケーション１４から印刷要求があった場合に立ち上げる、印刷
設定及び例外ページ設定用のユーザインタフェース画面を表示部１２に表示する。また、
ＧＵＩ部２０は、印刷設定、例外ページ設定用のユーザインタフェース画面によって設定
された内容に基づく印刷結果の簡易プレビュー表示をプレビュー表示部２１に要求する。
【００３５】
　プレビュー表示部２１は、ＧＵＩ部２０からの要求に応じて、印刷設定及び例外ページ
設定によって設定された内容に基づく印刷結果を示す画像を、表示部１２に簡易プレビュ
ー表示する。
　データ保存部２２は、ＧＵＩ部２０から印刷設定及び例外ページ設定の設定内容をそれ
ぞれ受け取り、ＨＤＤ又はＲＡＭに保存する。
　ジョブチケット生成部２３は、データ保存部２２によってＨＤＤ又はＲＡＭに保存され
た印刷設定及び例外ページ設定の設定内容を読み出し、その設定内容が反映されたジョブ
チケットを生成して描画部２４へ送る。
【００３６】
　このジョブチケット生成部２３は、印刷対象の文書データに連続する複数のページ範囲
ごとに同じ印刷設定がされた例外ページ設定について、そのページ範囲ごとに区切る設定
がされていない場合には、各ページ範囲を一つに結合したジョブチケットを生成する。
　しかし、ページ範囲ごとに区切る設定がされている場合には、各ページ範囲を別々にし
たジョブチケットを生成する。
【００３７】
　描画部２４は、データ保存部２２によってＨＤＤ又はＲＡＭに保存された文書データを
読み出し、その文書データから印刷データであるページ記述言語（ＰＤＬ）データを作成
する。そして、ジョブチケット生成部２３から受け取ったジョブチケットと共にポートモ
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ニタ１６へ送る。
　ポートモニタ１６は、プリンタドライバ１５と通信部１３とのデータのやり取りを仲介
し、そのデータ転送部２５は、プリンタドライバ１５の描画部２４から受け取ったＰＤＬ
データとジョブチケットによる印刷指示を通信部１３へ送る。
【００３８】
　次に図４を参照して、プリントサーバ２のハードウェア構成と、その制御部のこの発明
に係る主要な機能について説明する。
　図１に示したプリントサーバ２は、図４に示すように、そのハードウェア構成として、
制御部３０、入力部３１、表示部３２及び通信部３３を備えたコンピュータである。
【００３９】
　制御部３０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク装置（ＨＤＤ）を備えている
。そして、ＣＰＵが、ＲＯＭ内の制御プログラムを読み出し、ＲＡＭに展開した後、その
制御プログラムに従って動作（制御プログラムを必要に応じて選択的に実行）する。それ
によって、プリントサーバ２の全体を制御する。
　入力部３１は、キーボード、ポインティングデバイス等の入力装置であり、制御部３０
への各種の操作情報を入力する。
【００４０】
　表示部３２は、ＬＣＤ等のディスプレイ装置であり、各クライアントＰＣ１から受け付
けた印刷ジョブの一覧、各印刷ジョブについてその印刷設定、例外ページ設定が反映され
た印刷結果のプレビュー等の情報を表示する。
　通信部３３は、各クライアントＰＣ１及びプリンタ４との通信を司り、各クライアント
ＰＣ１から送信される印刷ジョブを、ネットワーク３を介して受信する。また、例外ペー
ジ設定が反映された印刷データを通信線５を介してプリンタ４へ転送する。
　また、制御部３０のＣＰＵが、制御プログラムをＲＡＭに展開して動作することにより
、データ取得部４０、ジョブ表示部４１、ジョブチケット解析部４２、プレビュー表示部
４３及びデータ転送部４４の各機能を実現する。
【００４１】
　データ取得部４０は、クライアントＰＣ１から送信された印刷ジョブを通信部３３から
受け取って取得する。ジョブ表示部４１は、データ取得部４０が取得した印刷ジョブの一
覧を表示部３２に表示する。
　ジョブチケット解析部４２は、データ取得部４０が取得した印刷ジョブのジョブチケッ
トを読み込み、そのジョブチケットから印刷設定及び例外ページ設定の設定内容を解析す
る。そして、その解析結果と印刷ジョブの印刷データであるＰＤＬデータから印刷結果の
プレビュー表示データを作成し、プレビュー表示部４３へ送る。
【００４２】
　プレビュー表示部４３は、ジョブチケット解析部４２から受け取ったプレビュー表示デ
ータに基づく印刷設定及び例外ページ設定が反映された印刷結果のプレビューを表示部３
２に表示する。データ転送部４４は、データ取得部４０が取得した印刷ジョブを通信部３
３へ送る。通信部３３は、この印刷ジョブをプリンタ４へ転送する。
　それによって、プリンタ４においては、その印刷ジョブによって、ジョブチケットの印
刷設定及び例外ページ設定が反映されたＰＤＬデータの印刷を行う。
【００４３】
　次に図５を参照して、クライアントＰＣ１のユーザが例外ページ設定するときの操作手
順を説明する。
　図５は、クライアントＰＣ１のユーザが例外ページ設定するときの操作手順とその操作
に応じたクライアントＰＣ１の一部の処理手順とを示すフローチャートである。以下、そ
の各手順をステップ毎に説明する。なお、以下の説明及び図５では、ステップを「Ｓ」と
略記する。
　まず、Ｓ１でユーザは、図３に示したクライアントＰＣ１の表示部１２に表示された印
刷設定用のユーザインタフェース画面に対して、入力部１１によって例外ページ設定用の
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ユーザインタフェース画面を開く操作をする。
【００４４】
　次に、Ｓ２でユーザは、図３に示したクライアントＰＣ１の入力部１１によって、例外
ページ設定用のユーザインタフェース画面のページ範囲入力欄に例外ページ設定をするペ
ージ範囲を入力する。そして、Ｓ３でユーザは、その入力部１１によって、例外ページ設
定用のユーザインタフェース画面にページ範囲に対する例外ページ設定を入力する。
　そして、Ｓ４でユーザは、その入力部１１によって、例外ページ設定用のユーザインタ
フェース画面を閉じるためのＯＫボタンを押す。それによって、クライアントＰＣ１にペ
ージ範囲と例外ページ設定を含む印刷設定が保存される。
【００４５】
　また、Ｓ５でクライアントＰＣ１の表示部１２によって、印刷設定用のユーザインタフ
ェース画面に例外ページ設定のリストが表示される。
　その後、Ｓ６でユーザは、クライアントＰＣ１の入力部１１が印刷命令を出すための印
刷開始ボタンを押す。
　印刷開始ボタンが押されると、クライアントＰＣ１は、印刷対象の文書データの印刷デ
ータであるＰＤＬデータと印刷設定及び例外ページ設定のジョブチケットを作成する。そ
して、そのＰＤＬデータとジョブチケットを含む印刷ジョブをプリントサーバ２へ送信す
る。
【００４６】
　次に図６を参照して、クライアントＰＣ１の例外ページ設定ダイアログについて説明す
る。図６は、図３に示したクライアントＰＣ１の表示部１２が表示する例外ページ設定用
のユーザインタフェース画面の一例を示す図である。
　クライアントＰＣ１は、ユーザから印刷要求があった際に、表示部１２に図６に示すよ
うな例外ページ設定用のユーザインタフェース画面を表示する。
　ユーザは、この例外ページ設定用のユーザインタフェース画面において、ページ範囲入
力欄５５に、印刷ジョブの印刷設定を変更するページ範囲を入力する。図６には、ページ
範囲入力欄５５に「３～５」と「６～１０」の２つのページ範囲が入力された場合の例を
示している。
【００４７】
　この場合、印刷ジョブの３～５ページ目と６～１０ページ目にそれぞれ同じ印刷設定の
例外ページ設定をすることができる。印刷設定を変更するページ範囲を３箇所以上指定し
てもよい。
　そして、このページ範囲入力欄５５の右隣の「新しい章を開始」のチェックボックス５
６は、ユーザが例外ページ設定のページ区切り機能をオン（有効）にするかオフ（無効）
にするかを選択するためのチェックボックスである。
　そこで、ユーザがこのチェックボックス５６にチェックを入力すると、ページ範囲入力
欄（コンボボックス）５５に入力された各ページ範囲に対して例外ページ設定のページ区
切り機能を有効にすることができる。その場合は、クライアントＰＣ１において各ページ
範囲をそれぞれ別々にしたジョブチケットが生成される。
【００４８】
　一方、ユーザがチェックボックス５６にチェックを入力しないと、ページ範囲入力欄５
５に入力された各ページ範囲に対する例外ページのページ区切り機能が無効になる。その
場合は、クライアントＰＣ１においてページ範囲入力欄（コンボボックス）５５に入力さ
れた各ページ範囲が一つに結合されたジョブチケットが生成される。
【００４９】
　この図６に示す例外ページ設定用のユーザインタフェース画面において、例外ページ設
定として連続した複数のページ範囲に同じ印刷設定がなされた場合に、「新しい章を開始
」のチェックボックス５６がチェックされたか否かによって、その設定内容が変わる。
　したがって、チェックボックス５６の表示と、そのチェックの有無を判別して例外ペー
ジ設定を変更する機能が、連続した複数の指定ページ範囲を区切って印刷設定するか、一
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連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にする選択手段に相当する。
【００５０】
　複数の例外ページ設定のページ範囲が連続しているかどうかの判定は、ページ範囲が前
の例外ページ設定の最終ページと、ページ範囲が後ろの例外ページ設定の開始ページとが
隣接している（続きページになっている）か否かによって行うことができる。
　例外ページ設定は、カラー／白黒（モノクロ）、用紙選択、片面／両面印刷、印刷位置
調整（ImageShift）および回転（ImageRotation）等を設定できる。また、印刷後の設定
として、ソート、ステープル、パンチ、折り等の後処理の設定もできる。これらのうち、
いずれか一つ以上を設定する場合にこの発明を適用できるが、特に両面設定やステープル
設定をする場合に、上記選択手段による選択の効果が大きい。
【００５１】
　図６に示す画面において、下側の４個のコンボボックスは用紙選択に関する設定入力用
であり、一番上のコンボボックス５７が、カラー印刷か白黒印刷かの設定入力用である。
　この例外ページ設定用のユーザインタフェース画面の初期画面では、図６に示すように
全ての設定入力用のコンボボックスに「印刷ジョブ設定に従う」と表示されている。これ
は、ページ範囲入力欄（コンボボックス）５５で指定したページ範囲に対して、表示され
ている全ての印刷設定が、現在の印刷ジョブの設定に従うことを示している。
【００５２】
　この設定を変更するには、例えば、カラー／白黒（モノクロ）設定入力用になっている
コンボボックス５７の「▼」ボタン５７ａをクリックすると、コンボボックス５７が広が
って、その中に「カラー」「白黒」のように、設定可能な内容のリストが表示される。そ
の何れかをクリックすれば、その内容だけが表示されて、新たな印刷設定の候補になる。
用紙に関する設定も、下側の４個のコンボボックスによって同様にして行うことができる
。
【００５３】
　両面印刷等の他の種類の印刷設定を行いたい場合には、この例外ページ設定用のユーザ
インタフェース画面の上部の「編集／後処理」ボタンをクリックする毎に順次異なる種類
の設定入力用のコンボボックスを表示する画面に切り替わる。そこで、同様に設定変更し
たい種類の設定入力用のコンボボックスの右単の「▼」ボタンをクリックすれば、そのコ
ンボボックス内に設定可能な内容のリストが選択可能に表示される。
　例えば、両面印刷を設定したい場合は、「片面／両面」設定入力用のコンボボックス内
に表示される「両面」をクリックすればよい。
【００５４】
　指定したページ範囲に対して必要な全ての印刷設定を入力した後、「ＯＫボタン」をク
リックすれば、入力した全ての印刷設定が確定され、その設定内容が図３におけるデータ
保存部２２に保存される。
　このようにして、ユーザは、図６に示した例外ページ設定用のユーザインタフェース画
面によって、現在の印刷ジョブに対する指定したページ範囲ごとに各種の例外ページ設定
をすることができる。
　この機能が、一つの印刷ジョブに対する例外ページ設定として、その印刷ジョブに設定
された印刷設定とは異なる印刷設定を、その印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例
外ページ設定手段に相当する。そして、これらの機能は、後述するように、図３に示した
クライアントＰＣ１のプリンタドライバ１５及び表示部１２と入力部１１によってなされ
る。
【００５５】
　次に、図７を参照して、クライアントＰＣ１の表示部１２による、例外ページ設定がさ
れた印刷ジョブの一覧表示について説明する。図７は、図３に示したクライアントＰＣ１
の表示部１２が、例外ページ設定がされた印刷ジョブの一覧を表示するユーザインタフェ
ース画面の一例を示す図である。
　図６に示したユーザインタフェース画面において例外ページ設定がされた印刷ジョブは
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、図７に示すユーザインタフェース画面において、特殊ページリスト欄５８の破線枠５９
内に示すように、その例外ページ設定の内容が一覧表示される。
【００５６】
　この印刷ジョブは、図６に示した画面において「新しい章を開始」のチェックボックス
５６がチェックされたので、ページ範囲が連続していて同じ印刷設定であっても、図７に
示すリスト表示のように、指定された個々の例外ページ設定として表示される。
　一方、図６に示した画面において「新しい章を開始」のチェックボックス５６がチェッ
クされなかった場合は、ページ範囲が連続していて同じ印刷設定の２つの例外ページ設定
が一つに結合されて表示される。
【００５７】
　この一覧表示機能が、印刷ジョブに対してなされた例外ぺージ設定の内容を一覧表示す
る手段に相当する。また、その例外ぺージ設定の内容の一覧表示は、上述したように、複
数の各指定ページ範囲が区切って印刷設定されているか、一連の指定ページ範囲として印
刷設定されているかを明示するように表示する。
　この機能も、図３に示したクライアントＰＣ１のプリンタドライバ１５と表示部１２に
よってなされる。
【００５８】
　次に、図８を参照して、クライアントＰＣ１が例外ページ設定用のユーザインタフェー
ス画面を表示してから、印刷ジョブをプリントサーバ２へ送信するまでの処理手順を説明
する。図８は、その処理手順を示すフローチャートである。
　以下、その各手順をステップ毎に説明する。なお、以下の説明及び図８では、ステップ
を「Ｓ」と略記する。
　図３に示したクライアントＰＣ１のプリンタドライバ１５は、Ｓ１１でＧＵＩ部２０が
入力部１１からの例外ページ設定用のユーザインタフェース画面を開く要求を検出すると
、表示部１２に例外ページ設定用のユーザインタフェース画面を表示させる。このＳ１１
の処理は、図５のＳ１の操作に応じて実行する。
【００５９】
　次に、プリンタドライバ１５は、Ｓ１２でＧＵＩ部２０が入力部１１によるＯＫボタン
の押下（クリック）を検出すると、表示部１２に表示した例外ページ設定用のユーザイン
タフェース画面を閉じる。そして、データ保存部２２にページ範囲と例外ページ設定を含
む印刷設定を保存する。そのＧＵＩ部２０が表示部１２に、印刷ジョブの例外ぺージ設定
されたページ範囲と例外ページ設定のリストを一覧表示するユーザインタフェース画面を
表示させる。このＳ１２の処理は、図５のＳ４の操作に応じて実行する。
【００６０】
　次に、プリンタドライバ１５は、Ｓ１３でＧＵＩ部２０が入力部１１による印刷開始ボ
タンの押下（クリック）を検出すると、ジョブチケット生成部２３がデータ保存部２２に
保存された印刷設定に基づいてジョブチケットを生成する。そして、描画部２４がデータ
保存部２２に保存された印刷設定に対応する文書データのＰＤＬデータを生成する。
　このＳ１３の処理は、図５のＳ６の操作に応じて実行する。
【００６１】
　そして、プリンタドライバ１５は、Ｓ１４でポートモニタ１６へジョブチケットとＰＤ
Ｌデータを送出する。
　それによって、Ｓ１５でポートモニタ１６のデータ転送部２５が、ジョブチケットとＰ
ＤＬデータを含む印刷ジョブをプリントサーバ２へ送信する。
　このようにして、クライアントＰＣ１は、ジョブチケットとＰＤＬデータを含む印刷ジ
ョブを作成し、プリンタ４で印刷するようにプリントサーバ２へ送信する。
　この機能が、印刷ジョブを、選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設
定によって印刷指示をする手段に相当する。
【００６２】
　次に、図９を参照して、プリントサーバ２がクライアントＰＣ１から印刷ジョブを受け
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取った場合の処理手順を説明する。
　図９はその処理手順を示すフローチャートである。以下、その各手順をステップ毎に説
明する。なお、以下の説明及び図９では、ステップを「Ｓ」と略記する。
　図４に示したプリントサーバ２の制御部３０におけるデータ取得部４０が、Ｓ２１で通
信部３３によって受け取ったクライアントＰＣ１から送信された印刷ジョブを取得する。
　そして、Ｓ２２で制御部３０のジョブ表示部４１が、データ取得部４０によって受け取
った印刷ジョブの一覧を表示部３２に表示させる。
【００６３】
　次いで、Ｓ２３で制御部３０のジョブチケット解析部４２が、印刷ジョブのジョブチケ
ットの印刷設定と例外ページ設定を解析し、その解析結果に基づいて印刷設定と例外ペー
ジ設定が反映された印刷結果のプレビュー表示データを作成する。そして、プレビュー表
示部４３が、そのプレビュー表示データに基づいて表示部３２にプレビュー表示させる。
　その後、Ｓ２４で制御部３０のデータ転送部４４が、印刷ジョブを通信部３３へ送る。
通信部３３はその印刷ジョブをプリンタ４へ転送する。
【００６４】
　こうして、プリントサーバ２では、各クライアントＰＣ１から受け取った印刷ジョブを
ジョブ一覧で表示し、その各印刷ジョブの印刷結果のプレビューも表示することができる
。そして、ユーザにジョブ一覧とプレビュー表示を確認させた後、その印刷ジョブをプリ
ンタ４へ転送して印刷させる。
【００６５】
　次に、図１０と図１１を参照して、例外ページ設定のページ区切り機能を無効にした場
合のジョブチケットによる印刷例を説明する。
　図１０は、ページ区切り機能を無効にした場合の印刷ジョブにおける印刷設定と例外ペ
ージ設定の設定内容の一例を示す一覧表である。図１１は図１０に示した設定内容に基づ
く印刷例の説明図である。
　図１０に示す設定内容は、印刷ジョブ全体には片面印刷の設定がされている。また、例
外ページ設定として３～５ページと６～１０ページの２つの連続するページ範囲と、その
各ページ範囲ごとに両面印刷の設定がされている。そして、「新しい章を開始」がＯＦＦ
、すなわち例外ページ設定のページ区切り機能がオフ（無効）にされている。
【００６６】
　このような設定内容が含まれたジョブチケットで印刷ジョブをプリンタ４が印刷する場
合に、「新しい章を開始」はＯＦＦなので、３～５ページと６～１０ページの２つの連続
するページ範囲は３～１０ページの１つのページ範囲に結合される。
　したがって、図１１に示すように、１，２ページを片面印刷し、３，４ページ、５，６
ページ、７，８ページ、９，１０ページを両面印刷（奇数ページは表面に、偶数ページは
裏面に印刷）する。そして、１１ページ以降に片面印刷する。
　このように、５ページと６ページは別の例外ページ設定だったページ範囲が結合された
ため、５ページの裏面に６ページが印刷される。なお、図１１に示した印刷例では２ペー
ジから１１ページまでを示しており、１ページと１２ページ以降は図示を省略している。
【００６７】
　次に、図１２と図１３を参照して、例外ページ設定のページ区切り機能を有効にした場
合のジョブチケットによる印刷例を説明する。
　図１２は、ページ区切り機能を有効にした場合の印刷ジョブにおける印刷設定と例外ペ
ージ設定の設定内容の一例を示す一覧表である。図１３は図１２に示した設定内容に基づ
く印刷例の説明図である。
　図１２に示す設定内容は、印刷ジョブ全体には片面印刷の設定がされている。また、例
外ページ設定として３～５ページと６～１０ページの２つの連続するページ範囲と、その
ページ範囲ごとに両面印刷の設定がされている。そして、「新しい章を開始」がＯＮ、す
なわち例外ページ設定のページ区切り機能がオン（有効）にされている。
【００６８】
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　このような設定内容が含まれたジョブチケットで印刷データをプリンタ４が印刷する場
合に、「新しい章を開始」はオンなので、３～５ページと６～１０ページの２つの連続す
るページ範囲は個別に両面印刷される。すなわち、図１１に示すように、１，２ページを
片面印刷し、３，４ページを両面印刷、５ページは裏面のページがないので片面のみに印
刷する。そして、６，７ページと８，９ページを両面印刷し、１０ページは裏面のページ
がないので片面のみに印刷する。１１ページ以降に片面印刷する。
　このように、３～５ページと６～１０ページはそれぞれ別々の例外ページ設定のページ
範囲として印刷されるため、５ページで一旦両面印刷が終わり、６ページからまた新たに
両面印刷が始まることになる。
【００６９】
　次に、図１４と図１５を参照して、図１０と図１２に示した印刷設定と例外ページ設定
がされたジョブチケットのフォーマットを説明する。
　図１４は、図１０に示したページ区切り機能を無効にした場合の印刷設定と例外ページ
設定のジョブチケットのフォーマットの一部を示した図である。
【００７０】
　図１４のジョブチケットは、例外ページ設定として、３～５ページと６～１０ページの
２つの連続するページ範囲が設定され、その各ページ範囲に同じ印刷設定である両面設定
がされている。そして、図６に示した「新しい章を開始」のチェックボックス５６にチェ
ックが入力されなかった場合の例である。
　この場合のジョブチケットでは、３～５ページと６～１０ページの２つの連続するペー
ジ範囲を３～１０ページの１つのページ範囲に結合するための指示の記述がされる。
【００７１】
　図１４に枠６０で囲んで示す、<LayoutPreparationParams RunIndex=”2～9”Sides=”
TwoSidedFlipY”/>が、２つの連続するページ範囲を１つに結合する指示の記述である。
上記記述をジョブチケットに、LayoutPreparationParamsタグの小タグとして入れること
によって、例外ページ設定をジョブチケットで実現している。このタグのRunIndexは、対
象のページ番号を示している。また、ＪＤＦ表記では０ベースの数字で表現する。
【００７２】
　このＪＤＦ表記とは、国際標準化団体ＣＩＰ４がプリプレス・プレス・ポストプレスの
工程統合管理のために規定した文書フォーマットである。
　図１４の枠６０内のLayoutPreparationParamsタグは、３～１０ページのページ範囲を
ＪＤＦ表記による０ベースの数字で“２～９”と記述している。また、Sidesは両面設定
を表わしている。このSidesの値がTwoSidedFlipYの場合は長辺を軸とした両面設定となる
。
【００７３】
　図１５は、図１２に示したページ区切り機能を有効にした場合の印刷設定と例外ページ
設定のジョブチケットのフォーマットの一部を示した図である。
　図１５のジョブチケットは、例外ページ設定として、３～５ページと６～１０ページの
２つの連続するページ範囲が設定され、その各ページ範囲に同じ印刷設定である両面設定
がされている。そして、図６に示した「新しい章を開始」のチェックボックス５６にチェ
ックが入力された場合の例である。
　この場合のジョブチケットでは、３～５ページと６～１０ページの２つの連続するペー
ジ範囲を別々のページ範囲にするための指示の記述がされる。図１５に枠６１で囲んで示
す記述が２つの連続するページ範囲を別々のページ範囲にする指示として、２つのLayout
PreparationParamsタグの小タグを記述している。
【００７４】
<LayoutPreparationParams RunIndex=”2～4”Sides=”TwoSidedFlipY”/>
<LayoutPreparationParams RunIndex=”5～9”Sides=”TwoSidedFlipY”/>
の２つの記述を、ジョブチケットに、LayoutPreparationParamsタグの小タグとして入れ
ることによって２つのページ範囲ごとの例外ページ設定をジョブチケットで実現している
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。この各タグのRunIndexでは、の３～５ページと６～１０ページのページ範囲を、それぞ
れＪＤＦ表記によって“２～４”と“５～９”と記述している。
【００７５】
　この実施形態の印刷システムでは、クライアントＰＣ１がこの発明によるクライアント
端末の機能を有している。そして、クライアントＰＣ１の表示部に表示される印刷の例外
ページ設定用のユーザインタフェース画面で、例外ページ設定のページ区切り機能を有効
にするか無効にするかを選択可能にしている。それによって、例外ページ設定のページ区
切り機能を有効にすれば、同じ印刷設定でかつページ範囲が連続する複数の例外ページ設
定を個々のページ範囲ごとの印刷設定として印刷命令を出力することができる。
　例えば、２つの例外ページ設定を別々の設定として保存することによって、ジョブチケ
ットに２つの設定を出力することができる。それによって、連続する２つのページ範囲の
例外ページ設定に対して、同じ印刷設定であっても連結することなく、別々の印刷設定と
して印刷することができる。
【００７６】
　しかし、この例外ページ設定のページ区切り機能を有効にするか無効にするかを選択可
能にする機能、あるいはさらにジョブ中の例外ページ設定の機能等は、クライアントＰＣ
１に限らず、プリンタサーバ２に持たせるようにしてもよい。あるいは、プリンタ４にデ
ィスプレイ及びキーボード等のユーザインタフェースを設け、プリンタ４にその機能を持
たせることも可能である。その場合クライアントＰＣ１とプリンタ４だけ、あるいはプリ
ンタだけで、この発明による印刷システムを構成することもできる。
　この発明による印刷システムの前述した各手段又は機能は、印刷システム内のどこかに
持っていればよく、分散して有していても、あるいは重複して有していてもよい。
【００７７】
　また、この発明によるプログラムは、コンピュータを次の（ａ）～（ｃ）の各手段とし
て機能させるためのプログラムである。
（ａ）一つの印刷ジョブに対する例外ページ設定として、その印刷ジョブに設定された印
刷設定とは異なる印刷設定を、その印刷ジョブ内の指定ページ範囲ごとに行う例外ページ
設定手段。
（ｂ）その例外ページ設定手段によって、例外ページ設定として、連続した複数の指定ペ
ージ範囲に同じ印刷設定がなされた場合に、その連続した複数の指定ページ範囲をそれぞ
れ区切って印刷設定するか、一連の指定ページ範囲として印刷設定するかを選択可能にす
る選択手段。
（ｃ）上記印刷ジョブを、上記選択手段によって選択された印刷設定にした例外ページ設
定によって印刷指示をする手段。
【００７８】
　このプログラムは、プリンタドライバのプログラムに含めることもでき、それをクライ
アント端末のコンピュータにインストールして動作させれば、前述した各機能を実現する
ことができる。
　また、このプログラムをプリントサーバ又は印刷装置であるプリンタ自体のコンピュー
タにインストールすることによって、この発明による印刷システムとして動作させること
もできる。
【００７９】
　このプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ、フロッピディ
スク、ＵＳＢメモリ等の記録媒体を提供することもできる。その記録媒体に記録されたプ
ログラムを、クライアント端末やプリントサーバ等のコンピュータが読み取らせて、この
発明によるクライアント端末、あるいは印刷システムとして機能させることができる。
【００８０】
　以上で実施形態の説明を終了するが、実施形態で説明したクライアントＰＣとプリント
サーバ及びプリンタの構成は一例であり、用途や目的に応じて種々な構成にすることがで
きることは言うまでもない。この発明を実施する場合の各部の具体的な構成、処理の内容
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、データの形式等は、実施形態で説明したものに限るものではない。また、以上説明して
きた実施形態の構成は、相互に矛盾しない限り任意に組み合わせて実施可能であることは
勿論である。
【符号の説明】
【００８１】
１：クライアントＰＣ　　２：プリントサーバ　　３：ネットワーク
４：プリンタ　　　　　１０、３０：制御部　　１１、３１：入力部
１２、３２：表示部　　１３、３３：通信部　　１４：アプリケーション
１５：プリンタドライバ　　　　　１６：ポートモニタ　　２０：ＧＵＩ部
２１、４３：プレビュー表示部　　２２：データ保存部
２３：ジョブチケット生成部　　　２４：描画部　　　２５、４４：データ転送部
４０：データ取得部　　　　　４１：ジョブ表示部　　４２：ジョブチケット解析部
５０～５４：ページデータ　　５５：ページ範囲入力欄　　５６：チェックボックス
５７：カラー／白黒（モノクロ）設定入力欄
７０：ページ範囲設定領域（コンボボックス）
７１：両面・片面印刷設定領域（コンボボックス）　　７２：設定内容表示領域
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８２】
【特許文献１】特開２００９－１６９６３２号公報
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