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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク化されたクライアントコンピュータ、ターゲットとなるネットワーク化さ
れたプリンタデバイス、およびプリントサーバコンピュータを含むネットワーク上で、ド
キュメントをリモート印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信
し、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスにより印刷する方法で
あって、
　前記プリントサーバコンピュータによって適用される前記ターゲットとなるネットワー
ク化されたプリンタデバイスの管理設定を前記リモート印刷サブシステムを使用して前記
クライアントコンピュータ上に格納するステップであって、前記管理設定は前記クライア
ントコンピュータにドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタ
デバイスのネイティブプリンタ言語でレンダリングすることを可能にするのに少なくとも
十分な情報を含む、ステップと、
　前記クライアントコンピュータ上の同期マネジャを使用して、前記格納された管理設定
を更新するステップであって、現在のプリントサーバコンピュータの管理設定との同期を
維持するステップと、
　前記格納された管理設定を前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントに適用
するステップと、
　前記管理設定に基づいて、前記クライアントコンピュータ上で、前記ドキュメントを前
記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイティブプリンタ言
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語でレンダリングするステップであって、ローカル印刷サブシステムを使用して前記ドキ
ュメントをレンダリングするステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記ローカル印刷サブシステムにより前記リモー
ト印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記プリントサーバコンピュータによる追加的な
変換なしに前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスを使用して印刷
するステップと
　を備え、
　前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントをレンダリングするステップと前
記レンダリングしたドキュメントを送信するステップは、実質的に同時に行われることを
特徴とする方法。
【請求項２】
　前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントをレンダリングするステップは、
　前記プリントサーバコンピュータが使用可能でない時には前記ネットワークをポーリン
グして前記プリントサーバコンピュータが使用可能になるときを判定するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワークをポーリングするステップは、前記プリントサーバコンピュータが使
用可能である可能性があることを示すデバイスおよびネットワークアクティビティに応答
して前記プリントサーバコンピュータをポーリングするステップをさらに備えることを特
徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ネットワークをポーリングするステップは、前記ネットワークを定期的にポーリン
グするステップをさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワーク化されたクライアントコンピュータ、ターゲットとなるネットワーク化さ
れたプリンタデバイス、およびプリントサーバコンピュータを含むネットワーク上で、ド
キュメントをリモート印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信
し、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスにより印刷する方法で
あって、
　前記プリントサーバコンピュータによって適用される前記ターゲットとなるネットワー
ク化されたプリンタデバイスの管理設定を前記リモート印刷サブシステムを使用して前記
クライアントコンピュータ上に格納するステップであって、前記管理設定は前記クライア
ントコンピュータにドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタ
デバイスのネイティブプリンタ言語でレンダリングすることを可能にするのに少なくとも
十分な情報を含む、ステップと、
　前記クライアントコンピュータ上の同期マネジャを使用して、前記格納された管理設定
を更新するステップであって、現在のプリントサーバコンピュータの管理設定との同期を
維持するステップと、
　前記格納された管理設定を前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントに適用
するステップと、
　前記管理設定に基づいて、前記クライアントコンピュータ上で、前記ドキュメントを前
記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイティブプリンタ言
語でレンダリングするステップであって、ローカル印刷サブシステムを使用して前記ドキ
ュメントをレンダリングするステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記ローカル印刷サブシステムにより前記リモー
ト印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記プリントサーバコンピュータによる追加的な
変換なしに前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスを使用して印刷
するステップと
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　を備え、
　前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントをレンダリングするステップは、
前記ドキュメントをレンダリングするために前記クライアントコンピュータ上でキューに
加えるステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　ネットワーク化されたクライアントコンピュータ、ターゲットとなるネットワーク化さ
れたプリンタデバイス、およびプリントサーバコンピュータを含むネットワーク上で、ド
キュメントをリモート印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信
し、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスにより印刷する方法で
あって、
　前記プリントサーバコンピュータによって適用される前記ターゲットとなるネットワー
ク化されたプリンタデバイスの管理設定を前記リモート印刷サブシステムを使用して前記
クライアントコンピュータ上に格納するステップであって、前記管理設定は前記クライア
ントコンピュータにドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタ
デバイスのネイティブプリンタ言語でレンダリングすることを可能にするのに少なくとも
十分な情報を含む、ステップと、
　前記クライアントコンピュータ上の同期マネジャを使用して、前記格納された管理設定
を更新するステップであって、現在のプリントサーバコンピュータの管理設定との同期を
維持するステップと、
　前記格納された管理設定を前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントに適用
するステップと、
　前記管理設定に基づいて、前記クライアントコンピュータ上で、前記ドキュメントを前
記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイティブプリンタ言
語でレンダリングするステップであって、ローカル印刷サブシステムを使用して前記ドキ
ュメントをレンダリングするステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記ローカル印刷サブシステムにより前記リモー
ト印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記プリントサーバコンピュータによる追加的な
変換なしに前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスを使用して印刷
するステップと
　を備え、
　前記管理設定を更新するステップは、クライアントコンピュータ上で前記ターゲットと
なるネットワーク化されたプリンタデバイスを登録することと関連して行われることを特
徴とする方法。
【請求項７】
　ネットワーク化されたクライアントコンピュータ、ターゲットとなるネットワーク化さ
れたプリンタデバイス、およびプリントサーバコンピュータを含むネットワーク上で、ド
キュメントをリモート印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信
し、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスにより印刷する方法で
あって、
　前記プリントサーバコンピュータによって適用される前記ターゲットとなるネットワー
ク化されたプリンタデバイスの管理設定を前記リモート印刷サブシステムを使用して前記
クライアントコンピュータ上に格納するステップであって、前記管理設定は前記クライア
ントコンピュータにドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタ
デバイスのネイティブプリンタ言語でレンダリングすることを可能にするのに少なくとも
十分な情報を含む、ステップと、
　前記クライアントコンピュータ上の同期マネジャを使用して、前記格納された管理設定
を更新するステップであって、現在のプリントサーバコンピュータの管理設定との同期を
維持するステップと、
　前記格納された管理設定を前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントに適用
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するステップと、
　前記管理設定に基づいて、前記クライアントコンピュータ上で、前記ドキュメントを前
記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイティブプリンタ言
語でレンダリングするステップであって、ローカル印刷サブシステムを使用して前記ドキ
ュメントをレンダリングするステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記ローカル印刷サブシステムにより前記リモー
ト印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記プリントサーバコンピュータによる追加的な
変換なしに前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスを使用して印刷
するステップと
　を備え、
　前記格納された管理設定を前記ドキュメントに適用するステップは、
　前記プリントサーバコンピュータが使用可能でない場合は、前記格納された設定を前記
ドキュメントに適用するステップ
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項８】
　ネットワーク化されたクライアントコンピュータ、ターゲットとなるネットワーク化さ
れたプリンタデバイス、およびプリントサーバコンピュータを含むネットワーク上で、ド
キュメントをリモート印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信
し、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスにより印刷する方法で
あって、
　前記プリントサーバコンピュータによって適用される前記ターゲットとなるネットワー
ク化されたプリンタデバイスの管理設定を前記リモート印刷サブシステムを使用して前記
クライアントコンピュータ上に格納するステップであって、前記管理設定は前記クライア
ントコンピュータにドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタ
デバイスのネイティブプリンタ言語でレンダリングすることを可能にするのに少なくとも
十分な情報を含む、ステップと、
　前記クライアントコンピュータ上の同期マネジャを使用して、前記格納された管理設定
を更新するステップであって、現在のプリントサーバコンピュータの管理設定との同期を
維持するステップと、
　前記格納された管理設定を前記クライアントコンピュータ上で前記ドキュメントに適用
するステップと、
　前記管理設定に基づいて、前記クライアントコンピュータ上で、前記ドキュメントを前
記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイティブプリンタ言
語でレンダリングするステップであって、ローカル印刷サブシステムを使用して前記ドキ
ュメントをレンダリングするステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記ローカル印刷サブシステムにより前記リモー
ト印刷サブシステムを通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するステップと、
　前記レンダリングしたドキュメントを前記プリントサーバコンピュータによる追加的な
変換なしに前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスを使用して印刷
するステップと
　を備え、
　前記格納された管理設定を前記ドキュメントに適用するステップは、
　前記プリントサーバコンピュータが使用可能である場合は、前記格納された管理設定を
前記ドキュメントに適用する前に前記格納された管理設定を更新するステップを行うステ
ップ
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項９】
　アプリケーションがドキュメントを印刷するコマンドを発行することに応答してクライ
アントサイドの印刷レンダリングを容易にするネットワークの中のクライアントコンピュ
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ータシステムであって、
　前記印刷コマンドを処理および解釈するオペレーティングシステムと、
　指定されるターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスに応じて前記印刷
コマンドをリモート印刷サブシステムにルーティングするプリンティングルータと、
　プリントサーバコンピュータから受け取った管理設定を格納し、ネイティブプリンタ言
語に変換された前記ドキュメントを前記プリントサーバコンピュータに転送して、前記プ
リントサーバコンピュータによる追加的な変換なしに前記変換されたドキュメントの印刷
をさせる前記リモート印刷サブシステムであって、前記管理設定は前記クライアントコン
ピュータに前記ドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバ
イスの前記ネイティブプリンタ言語に変換することを可能にするのに少なくとも十分な情
報を含む、前記リモート印刷サブシステムと、
　前記格納された管理設定を前記ドキュメントに適用し、前記ターゲットとなるネットワ
ーク化されたプリンタデバイスによって利用される前記ネイティブプリンタ言語に従って
前記ドキュメントを変換するレンダリングサブシステムと、
　前記プリントサーバコンピュータに、前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリ
ンタデバイスの現在の管理設定を要求する同期マネジャと、
　前記レンダリングシステムにより変換されたドキュメントをリモート印刷サブシステム
を通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するローカル印刷サブシステムと、
　を備えたことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項１０】
　前記同期マネジャは、前記現在の管理設定を定期的に要求することを特徴とする請求項
９に記載のコンピュータシステム。
【請求項１１】
　前記同期マネジャは、前記レンダリングサブシステムが前記格納された管理設定を適用
する前に前記現在の管理設定を要求することを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ
システム。
【請求項１２】
　前記プリントサーバコンピュータが使用可能でない場合に前記プリントサーバコンピュ
ータをポーリングする到達可能性イベントシステム
　をさらに備えたことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　前記到達可能性イベントシステムは、前記プリントサーバコンピュータを定期的にポー
リングすることを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータシステム。
【請求項１４】
　前記到達可能性イベントシステムは、前記プリントサーバコンピュータが使用可能であ
る可能性があることを示すデバイスおよびネットワークのアクティビティに応答して前記
プリントサーバコンピュータをポーリングすることを特徴とする請求項１２に記載のコン
ピュータシステム。
【請求項１５】
　請求項１～８の何れか一項に記載されたステップを実行するコンピュータ実行可能命令
を備えるコンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　コンピュータに、請求項１～８の何れか一項に記載されたステップを実行させるための
プログラム。
【請求項１７】
　アプリケーションがドキュメントを印刷するコマンドを発行するのに応答してクライア
ントサイドの印刷レンダリングを容易にするネットワークシステムであって、
　クライアントコンピュータであって、
　　前記印刷コマンドを処理および解釈するオペレーティングシステムと、
　　指定されるターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスに応じて前記印
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刷コマンドをリモート印刷サブシステムにルーティングするプリンティングルータと、
　　プリントサーバコンピュータから受け取った管理設定を格納し、ネイティブプリンタ
言語に変換された前記ドキュメントを前記プリントサーバコンピュータに転送する前記リ
モート印刷サブシステムであって、前記管理設定は前記クライアントコンピュータに前記
ドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記ネイ
ティブプリンタ言語に変換することを可能にするのに少なくとも十分な情報を含む、前記
リモート印刷サブシステムと、
　　前記格納された管理設定を前記ドキュメントに適用し、前記ターゲットとなるネット
ワーク化されたプリンタデバイスによって利用される前記ネイティブプリンタ言語に従っ
て前記ドキュメントを変換するレンダリングサブシステムと、
　　前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの現在の管理設定を前
記プリントサーバコンピュータに要求する同期マネジャと
　前記レンダリングシステムにより変換されたドキュメントをリモート印刷サブシステム
を通じて前記プリントサーバコンピュータに送信するローカル印刷サブシステムと、
　を備えたクライアントコンピュータと、
　前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスの前記現在の管理設定を
保持し、要求を受信すると前記現在の管理設定を前記クライアントコンピュータに送信し
、前記プリンタサーバによる前記変換されたドキュメントの追加的な変換なしに前記変換
されたドキュメントを前記ターゲットとなるネットワーク化されたプリンタデバイスに転
送する前記プリントサーバコンピュータと、
　前記変換されたドキュメントから出力を作成する前記ターゲットとなるネットワーク化
されたプリンタデバイスと
　を備えたことを特徴とするネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にはコンピュータネットワークシステムに関し、より詳細には、ネット
ワーク環境で文書（ドキュメント）を印刷することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタを含む従来のネットワークでは、１つまたは複数の物理的なプリンタおよび１
つまたは複数のプリントクライアントにプリントサーバを接続する。通例では、それらの
クライアントコンピュータが、印刷すべき情報を、何らかの中間データフォーマットに符
号化された印刷ジョブと呼ばれるドキュメントの形で、どのプリンタを使用すべきかに関
する情報とともにプリントサーバに送信する。プリントサーバは、印刷ジョブとプリンタ
情報を受け取ると、選択されたプリンタに関連付けられた適切なプリントキューにそのジ
ョブをルートする。ジョブをキューから接続されたプリンタに印刷する際、サーバは、管
理設定、プリンタ設定、およびプリンタドライバを含むそのプリンタに関して格納された
情報を使用して印刷ジョブを解釈し、翻訳する。プリントサーバは次いで、印刷ジョブを
転送された中間データフォーマットから、ネイティブのプリンタ言語にレンダリングし、
プリンタに送信する。このレンダリングのプロセスとは、単に、何らかの中間データフォ
ーマットから、直接プリンタに送信することができる最終的なプリンタ固有のフォーマッ
トへのこうした翻訳である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この軽いクライアントと重いサーバの技術には、いくつかの関連した問題が伴う。この
リソース集約的なサーバサイドのレンダリングに伴う最も顕著な問題は、サーバネットワ
ークのスケーリングが困難な点である。クライアントはほとんど印刷機能を提供せず、そ
れらのタスクが代わりにサーバに課されるので、サーバの過負荷を避けるために、プリン
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トサーバに接続されてアクティブに印刷を行うクライアントの数を厳重に制限しなければ
ならない。別の問題点は、クライアントに通知することなく印刷ジョブがサーバに到達し
た際に管理設定およびプリンタ設定の適用に伴う。どの管理設定が有効であるかをクライ
アントが知らない場合、実際のプリント出力が予期しないものになる可能性がある。一般
的なプリントネットワークのさらに別の欠点は、クライアントが、特定のプリンタのドラ
イバが指定する中間データフォーマットで印刷ジョブを送信する場合に生じる。何らかの
理由で、格納されたプリンタドライバがサーバとクライアントとで異なる場合、サーバに
よるその中間データフォーマットの翻訳が失敗し、低質な印刷パフォーマンスとなる恐れ
がある。最後に、印刷ジョブはサーバでのみキューに入れられるので、サーバサイドのレ
ンダリングによりオフライン印刷が妨げられる。典型的なプリントネットワークでは、サ
ーバがオフライン状態になると、クライアントは、そのサーバに接続されたプリンタを使
用することができないだけでなく、そのオフラインプリンタに対してドキュメントをキュ
ーに入れることもできなくなるであろう。したがって、サーバが再び使用可能になった時
に、特定のドキュメントを印刷する責任はそのクライアントのユーザに課せられることに
なる。
【０００４】
　いくつかのプリントネットワークの実装により、これらの問題のすべてではないが一部
は解決された。そのため、たとえば、一部のプリントネットワークではクライアントサイ
ドのレンダリングがサポートされている。クライアントサイドのレンダリングの実装では
、プリントサーバが印刷ジョブを適切なプリンタにルートするが、中間データフォーマッ
トのドキュメントからネイティブのプリンタ言語へのレンダリングをクライアントが行う
。クライアントは、このプリンタフォーマットのドキュメントをプリントサーバに渡すこ
とができるが、クライアントが意図するフォーマッティングが、サーバに格納された管理
設定に正しく適用されない可能性があるという問題が残る。また、クライアントによるド
キュメントのオフラインレンダリングは管理上の委任統治（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖ
ｅｍａｎｄａｔｅｓ）に違反する可能性があり、そのため使用不可にされることが多い。
【０００５】
　他のプリントネットワークでは、管理設定をクライアントに通信するが、クライアント
はドキュメントをレンダリングすることができず、代わりに中間のデータフォーマットを
レンダリングのためにプリントサーバに送信する。こうしたネットワークでは上の段落で
述べた問題の多くが残る。こうしたネットワークでは、ドキュメントをレンダリングする
タスクがなおサーバの負担となるのでプリントサーバのスケーリングはほぼ不可能であり
、サーバとクライアントのプリントドライバを常に一致させなければならない。
【０００６】
　この結果、自動化された透過的な印刷の解決法としての、オフライン印刷をサポートす
るプリントネットワークが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、レンダリングした印刷ジョブをプリントサーバに送る前に、クライアントに
格納された管理設定を使用してクライアント上で印刷ジョブをキューに入れ、レンダリン
グすることを対象とする。本発明はさらに、プリントサーバが使用可能でない時にユーザ
が印刷コマンドし、およびプリントサーバが再び使用可能になるとその印刷ジョブを適切
なプリントサーバを通じてルーティングできるようにすることを対象とする。
【０００８】
　本発明の一実施形態では、クライアントはネットワークを通じて、少なくとも１つのプ
リンタへのアクセスを有するプリントサーバと通信している。プリントサーバは、リモー
トプリンタに印刷するのに必要な情報をすべて格納し、この情報にはプリンタ設定、プリ
ンタドライバ、および管理設定が含まれる。クライアントでは、２つのはっきり異なるモ
ジュールである、リモート印刷システムおよびローカル印刷システムが印刷機能を提供す
る。リモート印刷システムは、プリントサーバと通信して、リモートプリンタに関連する
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プリンタ設定および管理設定をキャッシュする。これらの格納された設定も、印刷システ
ムによって定期的に更新されて、プリントサーバの最も新しい設定と同期した状態を保つ
。また、リモートプリンタのプリンタドライバもクライアントに格納され、リモート印刷
システムおよびローカル印刷システムの両方からアクセスすることができる。
【０００９】
　クライアント上のアプリケーションが、リモートプリンタに印刷するコマンドを送信す
ると、アプリケーションおよび関連するプログラムはまず印刷ジョブを何らかの中間デー
タフォーマットに翻訳する。次いでリモート印刷システムを通じて印刷ジョブを渡す。従
来のプリントネットワークのように直接プリントサーバに渡すのではなく、印刷ジョブは
次いでローカル印刷システムにルーティングし、そこでローカルキューに格納し、最終的
には格納されたプリンタドライバを使用してローカル印刷エンジンによってレンダリング
される。このレンダリングプロセスは、格納された適切なプリンタ設定および管理設定に
従って行う。それらの設定をクライアントに格納するので、サーバのオンラインステータ
スはアプリケーションに対して透過になる。ローカル印刷エンジンは次いで、完全にレン
ダリングした印刷ジョブを、リモート印刷システムを通じてプリントサーバに送信する。
【００１０】
　ローカル印刷エンジンがリモート印刷システムを通じて印刷ジョブの送信し始める時に
プリントサーバが使用可能でない場合、ローカル印刷システムは単にプリントサーバがオ
ンライン状態に復帰するまでその印刷ジョブのキューを一時停止する。このプロセスを容
易にするために、リモート印刷システムは、予め決められた時間間隔でプリントサーバに
ついてネットワークをポーリングし、また新しいネットワークノードが使用可能になって
いる可能性がある旨の指示を受け取った時はいつでもポーリングする。プリントサーバが
再度論理的にクライアントに接続されると、ローカル印刷システムは、リモート印刷アー
キテクチャを通じてプリントサーバに印刷ジョブを送信する。
【００１１】
　本発明のこの他の特徴および利点は、添付の図面を参照して進める以下の例示的実施形
態の詳細な説明から明らかになろう。 
添付の特許請求の範囲に本発明の特徴を具体的に開示したが、本発明は、その目的および
利点と共に、添付図面と併せて以下の詳細な説明から最もよく理解できよう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態で使用することが可能な例示的コンピュータシステムを一般
的に示す概要図である。
【図２】本発明の一実施形態を実施する例示的プログラム構造を示す概要図である。
【図３】本発明の一実施形態によるコンピュータシステムで実行される印刷ステップを説
明する流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態によるリモートプリンタのインスタンス化を説明する流れ図
である。
【図５】本発明の一実施形態による図２の例示的プログラム構造を使用したリモートプリ
ンタのインスタンス化を説明する詳細な流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態によるアプリケーションがリモートプリンタに印刷すること
を説明する流れ図である。
【図７】本発明の一実施形態による図２の例示的プログラム構造を使用してアプリケーシ
ョンがリモートプリンタに印刷することを説明する詳細な流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照して、コンピューティング環境の関連で以下に本発明を説明する。図面では
同様の要素には同様の参照符号を付している。本発明の実施には必須ではないが、本発明
は、ＰＣ（ＰＣ）によって実行されるプログラムモジュールなどのコンピュータ実行可能
命令によって実施されるものとして説明する。一般に、プログラムモジュールには、特定
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のタスクを行うか、特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、オブジェクト
、コンポーネント、データ構造などが含まれる。
【００１４】
　本発明は、ＰＣ以外のコンピュータシステム構成でも実施することができる。たとえば
、本発明は、ハンドヘルド機器、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベース
またはプログラム可能な民生用電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メイン
フレームコンピュータなどに実現することができる。本発明は、通信ネットワークを通じ
てリンクされた遠隔（リモート）の処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピ
ューティング環境でも実施することができる。分散コンピューティング環境では、プログ
ラムモジュールは、ローカルおよびリモート両方のメモリ記憶装置に置くことができる。
【００１５】
　本発明は、上述のような多種のコンピューティング環境に組み込むことが可能であるが
、以下の本発明の詳細な説明は、従来型のＰＣ２０の形態である例示的な汎用コンピュー
ティングデバイスの関連において開示する。
【００１６】
　本発明を詳細に説明する前に、本発明が動作するコンピューティング環境を図１との関
連で説明する。 
ＰＣ２０は、処理装置２１、システムメモリ２２、およびシステムメモリ２３を含み、こ
のシステムバスはシステムメモリから処理装置２１までを含む各種のシステム構成要素を
結合する。システムバス２３は、各種のバスアーキテクチャの任意のものを使用したメモ
リバスまたはメモリコントローラ、ペリフェラルバス、およびローカルバスを含む数タイ
プのバス構造のいずれでもよい。システムメモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）２４
およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２５を含む。起動時などにＰＣ２０内の要素間
の情報転送を助ける基本ルーチンを含む基本入出力システム（ＢＩＯＳ）２６は、ＲＯＭ
２４に格納される。ＰＣ２０はさらに、ハードディスク６０との間で読み出しおよび書き
込みを行うハードディスクドライブ２７、および取り外し可能な磁気ディスク２９との間
で読み出しおよび書き込みを行う磁気ディスクドライブ２８を含む。
【００１７】
　ハードディスクドライブ２７および磁気ディスクドライブ２８は、それぞれハードディ
スクドライブインタフェース３２および磁気ディスクドライブインタフェース３３によっ
てシステムバス２３に接続される。これらのドライブとそれらに関連付するコンピュータ
可読媒体は、ＰＣ２０のコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールおよ
びその他のデータの不揮発性の記憶を提供する。ここで説明する例示的環境ではハードデ
ィスク６０および取り外し可能磁気ディスク２９を用いるが、当業者に理解されるように
、光ディスクドライブおよびディスク、磁気カセット、フラッシュメモリカード、デジタ
ルビデオディスク、ベルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メ
モリなど、データを格納することができ、コンピュータからのアクセスが可能な他種のコ
ンピュータ可読媒体もこの例示的動作環境で使用することができる。
【００１８】
　ハードディスク６０、磁気ディスク２９、ＲＯＭ２４またはＲＡＭ２５には複数のプロ
グラムモジュールを格納することができ、これにはオペレーティングシステム３５、１つ
または複数のアプリケーションプログラム３６、他のプログラムモジュール３７、および
プログラムデータ３８が含まれる。ユーザは、キーボード４０やポインティングデバイス
４２などの入力装置を通じてＰＣ２０にコマンドと情報を入力することができる。この他
の入力装置（図示せず）には、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星
受信アンテナ、スキャナなどが挙げられる。これらおよびその他の入力装置は、システム
バスに結合されたシリアルポートインタフェース４６を通じて処理装置２１に接続される
ことが多いが、パラレルポート３４、ゲームポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）など、他のインタフェースで接続することもできる。ビデオアダプタ４８などのインタ
フェースを介して、モニタ４７またはその他のタイプの表示装置もシステムバス２３に接
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続される。モニタに加えて、ＰＣは通例、パラレルポートインタフェース３４を通じてシ
ステムバス２３に接続されたスピーカやプリンタ３０などの他の周辺出力装置を含む。
【００１９】
　ＰＣ２０は、プリントサーバ４９などの１つまたは複数のリモートコンピュータとの論
理接続を使用するネットワーク化された環境で動作することができる。プリントサーバ４
９は、別のＰＣ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピアデバイス、あるいは他の共通
ネットワークノードでよく、通例は、ＰＣ２０との関連で上述した要素の多くを含むが、
プリントサーバ４９は、ＰＣ２０からの印刷要求を接続されたプリンタ５０にルーティン
グすることの専用とされることが多い。図１に示した論理接続は、ローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）５１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）５２を含む。このよう
なネットワーキング環境は、オフィス、企業全体のコンピュータネットワーク、イントラ
ネット、インターネットに一般的に見られる。
【００２０】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用する場合、ＰＣ２０はネットワークインタフェース
またはアダプタ５３を通じてローカルネットワーク５１に接続される。ＷＡＮネットワー
キング環境で使用する場合、ＰＣ２０は通例、ＷＡＮ５２を通じて通信を確立するための
モデム５４またはその他の手段を含む。モデム５４は内蔵でも外付けでもよく、シリアル
ポートインタフェース４６を介してシステムバス２３に接続される。ネットワーク化され
た環境では、ＰＣ２０との関連で図示したプログラムモジュール、またはその一部は遠隔
のメモリ記憶装置に格納することができる。図示したネットワーク接続は例示的なもので
あり、コンピュータ間に通信リンクを確立する他の手段を使用することができることは理
解されよう。
【００２１】
　以下の説明では、別途示されない限りは、１つまたは複数のコンピュータによって行わ
れる行為および動作の記号表現を参照して本発明を説明する。そのため、場合によっては
コンピュータによって実行するものとしてみなされるこうした行為および動作には、構造
化された形態でデータを表す電気信号のコンピュータの処理装置による操作が含まれるこ
とは理解されよう。この操作ではデータを変形するか、コンピュータのメモリシステム中
の場所にデータを保持するが、それにより、当業者によく知られる態様で、コンピュータ
の動作が再構成されるか、そうでなければ変更される。データが保持されるデータ構造は
、そのデータのフォーマットによって規定される特定のプロパティを有するメモリの物理
的な場所である。しかし、本発明は前述の関連において説明しているが、以下で述べる行
為および動作の多くはハードウェアに実装することもできることが当業者には理解される
ように、これは限定的であることを意味するものではない。
【００２２】
　本発明の重要な一態様によれば、クライアントＰＣ２０は、プリントサーバ４９の管理
設定と同期して、格納された管理設定を使用してローカルにドキュメントをレンダリング
し、ドキュメントを適切なネイティブプリンタ言語でプリントサーバ４９に転送する前に
ローカルでキューに入れる。
【００２３】
　本発明によれば、クライアントＰＣ２０は、プリントサーバ４９に論理的に接続されて
いない時には、リモートプリンタ５０にレンダリングするためにドキュメントを準備する
さらなる能力を有する。そしてクライアントＰＣ２０は、プリントサーバ４９が使用可能
になるまでプリントサーバ４９をポーリングし、そうなった時間の後にドキュメントをレ
ンダリングし、印刷のために転送することができる。
【００２４】
　図面を参照すると、本発明の一実施形態を実施するための例示的ソフトウェアアーキテ
クチャを図２に示す。クライアントＰＣ２０上で、単一のアプリケーション３６がユーザ
レベルで実行されるのが図示されている。ユーザレベルとは、コンピュータで実行される
プログラムがコンピュータユーザとやりとりするレベルのことである。他の実施形態では



(11) JP 5133430 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

、クライアントＰＣ２０で多くのアプリケーションが同時に実行していてもよく、そのそ
れぞれが印刷サブシステム２０２～２０３にアクセスすることができる。ローカルまたは
リモートにＰＣ２０に接続されたプリンタに印刷するために、大半のアプリケーション３
６は、必要とされる機能のすべてをそれ自体で実装することはなく、代わりに外部モジュ
ールに依存する。しかし、代替の実施形態では、印刷サブシステムは、アプリケーション
３６自体の一部、オペレーティングシステム３５の一部、あるいは基礎となるオペレーテ
ィングシステム機能を使用する別個のプログラムであってもよい。
【００２５】
　図２に示す実施形態では、ドキュメントを印刷しようとするアプリケーション３６はま
ずオペレーティングシステムモジュール３５と通信する。それらのオペレーティングシス
テムモジュール３５は、アプリケーション３６と共に、アプリケーション固有のドキュメ
ントデータをより汎用的な中間データフォーマットに翻訳するのに必要な機能を提供し、
新たにフォーマットされたドキュメントを印刷サブシステムに転送する。別の実施形態で
は、オペレーティングシステム３５の支援を受けずに、アプリケーション３６自体がアプ
リケーション固有のドキュメントデータを汎用的な中間データフォーマットに翻訳する。
さらに別の実施形態では、アプリケーション３６は、どのアプリケーション３６がそれを
送ったのかを示す何らかの指示とともにアプリケーション固有のドキュメントデータを印
刷サブシステムに送信し、印刷サブシステムは、アプリケーション固有のデータをネイテ
ィブのプリンタ言語に翻訳することができる。あるいは、アプリケーション３６が印刷サ
ブシステム自体を実装し、後に、アプリケーション固有のデータをネイティブのプリンタ
言語に直接翻訳する。
【００２６】
　アプリケーション固有のデータが中間データフォーマットに翻訳されると、オペレーテ
ィングシステムモジュール３５は、印刷サブシステムの最初のレベルであるプリンティン
グルータ２０１にドキュメントを転送する。このプリンティングルータ２０１は、その宛
先プリンタが、プリントサーバ４９を通じてクライアントＰＣ２０に接続されたリモート
プリンタ５０であるか、あるいはプリントサーバ４９を利用せずにパラレルポートインタ
フェース３４または何らかの他の通信媒体を通じて論理的にクライアントＰＣ２０に接続
されたローカルプリンタ３０であるかなど、その宛先プリンタに応じて印刷ジョブをルー
ティングする。一実施形態では、プリンティングルータ２０１は、オペレーティングシス
テムモジュール３５またはアプリケーション３６によって印刷ジョブとともに送られてく
る別個のリモートまたはローカルのインジケータに基づいてこの決定を行う。あるいは、
プリンティングルータ２０１は、ドキュメント自体からこのインジケータを取り出すこと
もできる。印刷ジョブがリモートプリンタ５０に向けられている場合は、リモート印刷機
能２０２専用のサブモジュール群がそのジョブを受け取り、処理する。一方、印刷ジョブ
がローカルプリンタ３０に向けられている場合は、ローカル印刷機能２０３専用のサブモ
ジュール群がそのジョブを受け取り、処理する。他の実施形態では、プリンティングルー
タ２０１を印刷サブシステムのオプションのコンポーネントとしてもよい。代わりに、ク
ライアントＰＣ２０は、リモートまたはローカルのプリンタに印刷するだけでよく、その
特定のサブモジュールのセットのみを実装することができる。クライアントＰＣ２０はま
た、リモートおよびローカル両方のプリンタに印刷することもできるが、両方の印刷機能
に同一のサブモジュールの多くを再利用することもできる。
【００２７】
　図２に示す実施形態では、ローカル印刷サブシステム２０３は図示する構成要素を備え
るが、他の実施形態では、これらの構成要素によって表す機能は、ローカル印刷サブシス
テム２０３においてこれよりも少ないか、または多い構成要素で実装することもできる。
ローカルプロバイダ２２０は、サブシステム２０３のその他の構成要素を調整し、開始か
ら終了までローカルの印刷プロセス全体を連携させる。オペレーティングシステム機能２
２１は、種々雑多の翻訳を行ったり、関数を転送したりして、オペレーティングシステム
３５によってすでに実装されている機能へのアクセスを提供する。ローカルプリンタ３０
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をアクティブな印刷機能としてオペレーティングシステム３５に最初に登録する際に、ロ
ーカル印刷サブシステム２０３は、プリンタ固有のデータをプリンタのリスト２２３に格
納する。このデータは、ローカルプリンタ３０の仕様と使用するドライバおよび設定を含
むことが多い。代替の実施形態では、印刷ジョブを送信する時にのみプリンタ３０を登録
し、プリンタリスト２２３で指定される各種の設定を印刷時に取り出し、適用する。
【００２８】
　印刷ジョブがローカルプロバイダ２２０にルーティングされると、ジョブはまずスケジ
ューラコンポーネント２２４に登録され、スケジューラコンポーネント２２４はジョブを
スプールファイルの適切なキュー２２５に入れる。これらのスプールファイルは、中間デ
ータフォーマットのドキュメントを表す情報と、このドキュメントをレンダリングする際
に使用すべき各種の印刷特性を格納する。ジョブがデスプール（ｄｅ‐ｓｐｏｏｌｉｎｇ
）の状態になる（印刷準備状態）と、スケジューラ２２４は、スプールファイルをキュー
２２５からプリントプロセッサ２２２に転送し、プロセッサ２２２はドキュメントを印刷
する準備をする。次いでプリントプロセッサコンポーネント２２２は、ドキュメントをネ
イティブプリンタ言語にレンダリングするためにプリンタドライバ２２６に転送する。ロ
ーカルプリンタ３０固有のフォーマットされたレンダリング後のドキュメントはローカル
プロバイダ２２０に送り返され、プロバイダ２２０は、レンダリングされたドキュメント
を、ポートモニタ２０４を通じて提供されるオペレーティングシステム機能を利用して適
切なプリンタに送信する。ローカルプリンタ３０を行先とする場合は、ポートモニタ２０
４はたとえばパラレルポートインタフェース３４を使用することができる。オペレーティ
ングシステム機能にアクセスすることにより、ポートモニタ２０４は、可能性として各種
の通信媒体を通じて通信し、それらの通信媒体をモニタすることができる。
【００２９】
　代替の実施形態では、スプールファイルのキュー２２５をローカル印刷サブシステム２
０３で維持する必要はなく、代わりにオペレーティングシステム３５またはアプリケーシ
ョン３６に実装することができる。たとえば、アプリケーション３６は、印刷サブシステ
ム２０３と緊密な通信をとり、前のドキュメントが完全に印刷された時にのみ新規ドキュ
メントの印刷を開始するであろう。図２を参照して説明するローカルシステム２０３は通
例今日の多くのＰＣ２０に見られるが、他の実施形態では、図２を参照して説明する各種
の構成要素を同様の、しかしはっきり異なるモジュールに置き換えることもできるであろ
う。
【００３０】
　本発明によれば、図２に示すように、リモート印刷サブシステム２０２は、図示した構
成要素に分解される。他の実施形態では、これらの構成要素によって表す機能はこの例よ
りも少ないか、または多い構成要素で実装される。第１のコンポーネント、コア２１０は
、ローカルプロバイダコンポーネント２２０によって提供される機能と同様の機能を提供
する。すなわち、各種の他のリモートコンポーネントを連携および調整し、同時に受信か
ら完了まで特定のジョブをトラックする。
【００３１】
　一実施形態では、アクティブな印刷機能のためにリモートプリンタ５０が選択されると
、リモート印刷サブシステム２０２のコア２１０は、様々なネットワーキングプロトコル
（ＳＭＢ２１９やＲＰＣ２１８など）へのアクセスを有する接続マネジャ２１７を通じて
、リモートプリンタ５０が接続されたプリントサーバ４９と通信する。接続マネジャ２１
７は、リモートプリンタ５０に関連する情報を受け取り、この情報には管理設定、プリン
タ設定、ドライバ、およびその他の設定が含まれる。この情報は再度コア２１０に渡され
、コア２１０はローカル印刷サブシステムのプリンタリスト２２３と記憶空間としてのキ
ャッシュマネジャ２１５の両方を使用する。この格納された情報は、定期的に同期マネジ
ャ２１６によって同期されて、プリントサーバ４９に格納された最新の情報と一致させる
。いくつかの実施形態では、同期マネジャ２１６は、ある一定の長さの時間の後に更新情
報を要求する。他の実施形態では、同期マネジャ２１６は、情報の変更がプリントサーバ
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４９に登録されたという通知を受け取った後にのみ、格納された情報を更新する。さらに
他の実施形態では、プリントサーバ４９に格納された情報がクライアント２０のコア２１
０によって変更されると、それらの設定を先取りしてにキャッシュに入れる。
【００３２】
　そして、印刷ジョブがリモート印刷サブシステム２０２にルーティングされると、コア
２１０は、同期マネジャ２１６を使用して各種設定およびドライバが最新のものであるこ
とを確認し、次にローカル印刷およびリモート印刷の機能を使用してジョブをレンダリン
グし、印刷する。リモートプリンタ５０が接続されたプリントサーバ４９が使用不可であ
る場合、コア２１０は、到達可能性イベントシステム２１２に信号を送ってプリントサー
バ４９についてネットワークをポーリングする。サーバ４９が使用可能になると、コア２
１０に通知され、レンダリングされた印刷ジョブが送信される。他の実施形態では、プリ
ントサーバ４９が使用不可である場合、印刷ジョブがキャンセルされるか、アプリケーシ
ョン３６自体または他のシステム機能が、プリントサーバ４９がオンライン状態に復帰す
るまで予め決められた時間間隔で印刷ジョブを送信し続ける。図２に示す実施形態では、
プリントサーバ４９と通信するものとして各種コンポーネントを上記に説明したが、接続
マネジャ２１７がプリントサーバ４９との論理接続を有し、すべての通信は接続マネジャ
２１７を通じてルーティングされる。代替の実施形態では、それらの他のコンポーネント
は、接続マネジャ２１７が使用するものと同じネットワークプロトコルを通じてネットワ
ークハードウェアにアクセスする。
【００３３】
　リモート印刷サブシステム２０２の残りのコンポーネントは、上述のコンポーネントに
対するサポートを提供する。イベントマネジャ２１１は、リモート印刷サブシステム２０
２のコンポーネント間で各種のイベント通知を転送する機能を果たす。ポートモニタ２１
３は、ネットワーク５１を通じてプリントサーバ４９に送られる通信を調整し、外部のポ
ートモニタ２０４との間で使用されるものと同様のシステム要求に応答する。最後に、ス
カベンジャー２１４は、各種の理由で（たとえば要求元のユーザがクライアントＰＣ２０
からログオフしたなど）その有効性を失っているプリンタおよびジョブのインスタンスを
削除する。
【００３４】
　図２に示すリモート印刷サブシステム２０２のソフトウェアアーキテクチャによって行
われる各種機能をさらに詳細に説明する際に、以下の図３～７を参照するとよりこのアー
キテクチャについて一層理解されよう。
【００３５】
　図３に示すように、本発明による印刷サービスでは、クライアントサイドのレンダリン
グと管理情報の維持管理をサポートするためにいくつかの重要なタスクを行う。ステップ
３０１で、印刷サービスは、プリントサーバ４９から受け取った特定のプリンタ５０に関
連する管理情報およびデバイス情報の格納を調整する。一実施形態では、印刷サービスの
コンポーネント（構成要素）が、プリントサーバ４９からの管理情報およびデバイス情報
の受信を調整する。この情報はその後クライアントＰＣ２０上に配置されたデータ構造に
格納され、そこでこの情報はその後ドキュメントを正しく印刷するためにアクセスするこ
とができる。
【００３６】
　ステップ３０３で、そのプリンタ５０がアクティブである限り、印刷サービスは、クラ
イアント２０の管理情報およびデバイス情報をプリントサーバ４９に格納された情報と引
き続き同期する。一実施形態では、この同期は、クライアント２０に格納された情報をプ
リントサーバ４９に格納された情報と定期的に置き換えることによって行われる。別の実
施形態では、プリントサーバ４９が該当するプリンタ５０に関連する何らかの情報を更新
した後にのみ情報を同期する。さらに別の実施形態では、これらの同期法を両方とも実装
してネットワークトラフィックを増大し、同時にクライアントＰＣ２０に格納された情報
の精度も高める。
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【００３７】
　ステップ３０５で、印刷サービスは、格納された管理設定およびデバイス設定をドキュ
メントに適用する。それらの設定を適用することにより、印刷サービスは、ドキュメント
のフォーマッティングが適切であり、ネットワークセキュリティの問題が解決されるよう
にする。これらの設定はサーバが使用不可であってもプリントサーバ４９に格納された設
定に比較的現状を反映しているので、オフラインのレンダリングが容易になる。これらの
設定の適用の詳細については下記でさらに説明する。
【００３８】
　最後にステップ３０７で、印刷サービスは、レンダリングしたドキュメントをプリンタ
５０に転送するためにプリントサーバ４９に送信する。クライアントＰＣ２０でドキュメ
ントをレンダリングすることにより、プリントサーバ４９から大幅な計算上の負担が取り
除かれ、プリントサーバ４９をより容易にスケーリングできるようになる。サーバ４９お
よびクライアント２０両方の設定がステップ３０３により頻繁に同期されるので、大半の
場合レンダリングプロセスは両方で同じものになり、したがって逸脱したプロセスに伴う
問題が回避される。
【００３９】
　上述のステップは概略的に説明したが、以下の図４～７では本発明の実施形態をさらに
詳細に示す。指定されたリモートプリンタ５０にドキュメントをプリントする際の最初の
ステップは、今後の印刷タスクのためにプリンタ５０をオペレーティングシステム３５に
登録することである。プリンタの登録は当技術分野でよく知られているが、本発明の特定
の態様は、図４および５に示す登録プロセスをユニークなものにしている。図４は、本発
明に従ってオペレーティングシステム３５がプリンタ５０を登録する全体プロセスを示し
、図５は、図２の例示的ソフトウェアアーキテクチャでそのプロセスを行う一方式を示す
。
【００４０】
　当技術分野でよく知られるように、本実施形態は、以降の印刷コマンドがプリンタ５０
を識別することができるようにステップ４０１で新しいリモートプリンタ５０をオペレー
ティングシステム３５に追加する方法について検討している。一実施例では、オペレーテ
ィングシステム３５は、ネットワークを通じてブラウズし、使用可能なプリントサーバ４
９から、それらの接続されたリモートプリンタ５０のリストを取り出す。オペレーティン
グシステム３５は、次いでそのリモートプリンタ５０を自動的にデータベースに追加する
か、またはユーザに印刷ジョブを送信したいプリンタ５０を選択させる。他の実施形態で
は、ユーザが追加したいリモートプリンタ５０のネットワークパスを指定し、その新しい
プリンタがオペレーティングシステムのデータベースに登録される。さらに他の実施形態
では、この最初の登録がオペレーティングシステム３５によって行われず、特定の印刷ジ
ョブがアプリケーション３６によって送信された時にのみ、以降のステップ４０３～４０
７を行う。
【００４１】
　ユーザがリモートプリンタ５０を登録すると、印刷を制御するこれらのサービスが、ス
テップ４０３でプリントサーバ４９から管理およびデバイスの情報を受け取る。別の実装
では、これらの印刷サービスは、アプリケーション３６、オペレーティングシステム３５
、または印刷サブシステム２０２、２０３に実装される。プリントサーバ４９から受け取
るデバイス情報は、ドライバのバージョン情報、プリンタドライバ自体、プリンタの仕様
、プリンタに行われた変更、プリンタの好ましい出力などを含む。一方、プリントサーバ
４９の管理設定には、リモートプリンタ５０の好ましい設定、リモートプリンタ５０に許
可された特定の設定、クライアントＰＣ２０に許可されたアクセスのレベルなどが含まれ
る。この情報を取り出すために、クライアントＰＣ２０は登録時にこの情報をプリントサ
ーバ４９に要求する。一実施形態では、この取り出しは、ＰＣ２０の動作を低下させない
非同期プロセスである。別の実施形態では、この情報は、印刷ジョブを処理しようとする
時にのみプリントサーバ４９から取り出す。
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【００４２】
　次いで、受け取ったこの情報をステップ４０５でクライアントＰＣ２０に格納する。こ
の情報をローカルに格納することにより、クライアントＰＣ２０は、以後プリントサーバ
４９にアクセスせずにこの管理設定とプリンタ設定を使用してドキュメントをレンダリン
グすることができる。これにより、より高速のレンダリングプロセスが可能になり（クラ
イアントＰＣ２０がネットワーク通信の結果を待つ必要がないため）、またオフラインの
レンダリングも可能になる（クライアントＰＣ２０が格納された管理設定を使用すること
ができるため）。一実施形態では、印刷サブシステム、アプリケーション３６、およびオ
ペレーティングシステム３５が、この格納された情報にアクセスする。
【００４３】
　プリントサーバ４９から受け取ったデバイス情報を使用して、ステップ４０７で、クラ
イアントＰＣ２０でプリンタインスタンスを作成する。プリンタインスタンスとは、単に
、印刷サービスが印刷ジョブを処理する際にそのデバイス情報にアクセスできるように、
ひとまとまりのデバイス情報を格納したデータ抽象化を指す。異なるプリンタを表すデバ
イス情報を別々にすることにより、プリンタインスタンスは、アプリケーション３６から
特定のプリンタに送信される印刷コマンドの実行を容易にする。当技術分野でよく知られ
るように、プリンタインスタンスはクライアント２０で維持されることが多く、ユーザに
よって入力された情報、またはパラレルポートインタフェース３４、ＵＳＢなどの一般的
な通信インタフェースを通じて検出された情報を用いて、ローカルに接続されたプリンタ
３０を表す。一実施例では、リモートプリンタ５０を表すプリンタインスタンスは、ロー
カルプリンタ３０を表すプリンタインスタンスと同様のフォーマットで格納される。
【００４４】
　最後に、印刷サービスのいくつかのコンポーネントはまた、ステップ４０９で、管理お
よびデバイス情報をプリントサーバに格納された情報と同期する。このステップは、先に
ステップ３０３を参照して説明したステップと実質的に同じである。クライアント２０に
格納された管理およびデバイス情報をプリントサーバ４９に格納された情報と同じ状況に
保つことにより、本実施形態は、印刷とオフラインレンダリングの精度を促進する。
【００４５】
　これらのステップを図４の高レベルの概略図に開示したので、図５では図２の例示的な
ソフトウェアアーキテクチャにおけるプリンタ登録の一実施例を説明する。最初のステッ
プ５０１はステップ４０１と同じであり、オペレーティングシステムによって実装される
同様のレガシープロトコルに依存する。残りのステップはほぼ次のように分けられる。ス
テップ５０３～５０７はステップ４０３に対応し、ステップ５０９～５１１はステップ４
０５に対応し、ステップ５１３はステップ４０７に対応する。
【００４６】
　ユーザが新しいリモートプリンタ５０を追加すると、オペレーティングシステム３５は
、リモート印刷サブシステム２０２のコアコンポーネント２１０に通知を転送する。ステ
ップ５０３で、コア２１０はリモートプリンタ５０に関する管理設定およびデバイス情報
を接続マネジャ２１７に要求する。代替の実施形態では、この機能を異なるコンポーネン
トに実装する必要はない。実際、コア２１０および接続マネジャ２１７は、オペレーティ
ングシステム３５またはアプリケーション３６の一部とすることができる。
【００４７】
　この要求を受け取ると、接続マネジャ２１７は、ステップ５０５で適切なネットワーク
プロトコル２１８、２１９を使用してプリントサーバ４９から情報を取り出す。一実施形
態では、接続マネジャ２１７は、プリントサーバ４９と通信するのにＲＰＣ（ｒｅｍｏｔ
ｅｐｒｏｃｅｄｕｒｅ ｃａｌｌ）プロトコル２１８を優先的に使用しつつ、ＳＭＢ（あ
るいはＵＮＩＸ（登録商標）環境におけるＳａｍｂａ）２１９などの他の一般的なプロト
コルを使用して通信する能力も保持する。代替の実施形態では、他のプロトコルを使用し
てクライアントＰＣ２０とプリントサーバ４９間の通信チャネルを実装する。クライアン
トＰＣ２０とプリントサーバ４９のどちらか一方が特定のネットワーキングプロトコルを
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サポートしない場合は、相互に理解可能なプロトコルが選択されるまでそれら２つのコン
ピュータは代替のプロトコルを試みる。プリントサーバ４９は通例、上述のプリンタイン
スタンスと同様のデータ抽象化に管理およびデバイス情報を格納する。したがって、一実
施形態では、接続マネジャ２１７は、特定のリモートプリンタ５０についての情報を要求
し、プリントサーバ４９はプリンタ５０のネットワーク識別子を、データ抽象化に格納さ
れたそのプリンタの関連した特性と照合し、それらの関連した特性を返す。
【００４８】
　接続マネジャ２１７は、この情報を受け取ると、ステップ５０７で処理のためにその情
報をコア２１０に転送する。一実施形態では、コア２１０は、プリントサーバ４９によっ
て適用された管理設定を、ステップ５０９でリモートサブシステムのキャッシュマネジャ
２１５のキャッシュエントリに格納する。キャッシュマネジャ２１５は、情報を格納する
キャッシュエントリを備えるデータ構造である。一実施例では、識別子テーブル、好まし
くはハッシュテーブルを使用してそのキャッシュエントリをそれぞれのリモートプリンタ
に関連付けて、キャッシュエントリへのアクセスを高速にする。あるいは、当技術分野で
周知の他の記憶手段を使用して、管理設定を格納し、アクセスする。
【００４９】
　一実施形態では、管理設定はリモート印刷サブシステム２０２に格納されるが、コア２
１０によって受け取られる他のデバイス情報はステップ５１１でローカルプロバイダ２２
０に転送される。ステップ５１３で、ローカルプロバイダ２２０は、そのプリンタリスト
２２３中のリモートプリンタ５０を表すローカルのシャドウプリンタインスタンスを作成
する。このリモートプリンタ５０に対応するローカルのシャドウプリンタインスタンスは
、上述のローカルプリンタ３０に対応するローカルプリンタインスタンスと同じフォーマ
ットとされる。しかし、ローカルプリンタ３０を表すローカルプリンタインスタンスは外
部ポートモニタ２０４を通じて印刷ジョブを送信するのに対して、リモートプリンタ４９
を表すローカルシャドウプリンタインスタンスは、リモート印刷サブシステムのポートモ
ニタ２１３を通じて印刷ジョブを送信する。ローカル印刷サブシステム２０３は、それら
リモートプリンタ５０への印刷コマンドを処理する際にはローカル印刷機能を利用して、
すべての他のローカルプリンタインスタンスと同様にローカルシャドウプリンタインスタ
ンスを扱うことが好ましい。
【００５０】
　ステップ５１５で、リモート印刷サブシステム２０２内のプロセスが、クライアントＰ
Ｃ２０に格納された管理およびデバイス情報がプリントサーバ４９に格納された情報と同
期されていることを確認する。一実施形態では、同期マネジャ２１６が更新された情報を
定期的にプリントサーバ４９に要求し、これによりキャッシュマネジャ２１５およびロー
カル印刷サブシステム２０３に格納された情報を置き換える。別の実施形態では、同期マ
ネジャ２１６は定期的に、ローカルに格納された管理およびデバイスの情報をプリントサ
ーバ４９の情報と比較する。それらの情報が異なる場合、同期マネジャ２１６は、キャッ
シュマネジャ２１５およびローカル印刷サブシステム２０３に格納された相違する情報を
置き換える。さらに別の実施形態では、コア２１０は、接続マネジャ２１７を通じてプリ
ントサーバ４９をポーリングして、プリントサーバ４９上の管理およびデバイス設定が変
化したかどうかを判定する。プリントサーバ４９は、変化が生じたかどうかを示す小さな
データ構造を保持することができ、このデータ構造にはコア２１０からアクセスすること
ができる。コア２１０が受け取った応答は同期マネジャ２１６に送信され、同期マネジャ
２１６はローカルに格納された設定を適切に更新する。これらの方法は単に例示的なもの
であり、管理設定およびデバイス設定を新しい内容に保つためには同期マネジャ２１６ま
たはリモート印刷サブシステム２０２の別のコンポーネントは他の方法を使用することが
できる。
【００５１】
　リモートプリンタ５０がオペレーティングシステム３５に登録されると、アプリケーシ
ョン３６はそのプリンタに印刷ジョブを送ることができる。本発明が企図するユニークな
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印刷プロセスを図６および７に記載する。図６は、アプリケーション３６がリモートプリ
ンタ５０に印刷する全体的なプロセスを記載し、図７は、図２の例示的ソフトウェアアー
キテクチャでそのプロセスを行う一方式を示している。
【００５２】
　リモートプリンタ５０にデータを印刷する際の最初のステップは、言うまでもなく、プ
リント機能を有するアプリケーション３６にアクセスし、その機能を利用することである
。したがって、ステップ６０１では、ユーザはアプリケーション３６から何らかの印刷コ
マンドを送信し、リモートプリンタ５０にドキュメントを送信すべきことを知らせる。別
のアプリケーションでは、別の方法を使用してこの機能を行う。一実施例では、ユーザは
メニューから、あるいはキーボード４０のキーの組み合わせてまたは連続して押すことで
「印刷」コマンドを選択する。この印刷コマンドは選択方法に関係なく、次いで、ユーザ
に対象とするプリンタに関する入力を求める。代替の実装では、リモートプリンタ５０は
、現在の「デフォルト」プリンタとして事前に選択してもよい。
【００５３】
　この印刷コマンドを処理すると、アプリケーション３６は、オペレーティングシステム
モジュール３５の支援により、ステップ６０３で、独自の（ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ）ア
プリケーションフォーマットで格納されたドキュメントを中間データフォーマットに翻訳
する。この中間データフォーマットは、リモートプリンタ５０でドキュメントを正確に印
刷するのに十分な情報を含んでいる。しかし、この中間データフォーマットは、リモート
プリンタ５０にもアプリケーション３６にも固有ではない。このようにして、その特定の
アプリケーションソースやターゲットプリンタを気にすることなくドキュメントをフォー
マットし、変更することができ、こうした変形を実行するこれらのサブシステムは、プリ
ンタ５０またはアプリケーション３６の選択にはほとんど依存しない。しかし、他の実施
形態では、中間データフォーマットが必要とされないこともある。アプリケーション３６
が基礎となるオペレーティングシステム３５によって提供される機能にアクセスせずに直
接リモートプリンタ５０んい印刷する上述の場合は、アプリケーション３６は単に、送信
のためにファイルをネイティブプリンタ言語に翻訳しなければならなくなるまでは、自身
のアプリケーション固有のフォーマットを使用する。さらに他の実施形態では、ドキュメ
ントに行われるフォーマットの変更は、異なるアプリケーション固有のフォーマットそれ
ぞれに関して印刷サブシステムによって実行され、中間データへの翻訳を不要にする。
【００５４】
　中間ファイルを作成すると、ステップ６０７でそれをクライアント２０のキューに入れ
る。一実施形態では、このキューはプリンタインスタンスにつき１つのキューをもつデー
タ構造を表す。キューにドキュメントを追加する際、当分野の技術者に良く知られるよう
に、そのドキュメントは一定の例外を除いて先入れ先出しのフォーマットで配置される。
キューに最初に追加されたドキュメントはリモートプリンタ５０に最初に印刷される。リ
モートプリンタ５０に接続されたプリントサーバ４９はまた、それ自身のキューに関する
データをクライアント２０に送信し、２つのコンピュータは各自のキューを併合して、ク
ライアント２０が、プリントサーバ４９によって受け取られる他の印刷ジョブとの関係で
適切な時間に印刷ジョブを送るようにする。クライアント２０は、受け取ったデータを使
用して、その印刷ジョブがいつ印刷されることになるか、そして他のユーザのドキュメン
トとの関係でどのような順序で印刷されることになるかをユーザに通知することもできる
。他の実施形態では、このキューをアプリケーション３６内で実装するか、あるいはキュ
ーを実装しなくともよく、元の印刷要求が否定された場合、アプリケーション３６は予め
決められた時間間隔で印刷要求を送信する。
【００５５】
　ドキュメントがキューの先頭に到達し、リモートプリンタ５０に送信される状態になる
と、クライアント２０は、ステップ６０９でプリントサーバ４９が使用可能であるかどう
かを判定する。当技術分野でよく知られるように、クライアント２０はこの決定をいくつ
かの可能な方法の１つで行う。その方法には、単に基礎となるネットワーク機能を使用し
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てプリントサーバ４９にｐｉｎｇすること、同意されたネットワークプロトコルの１つを
使用して印刷ジョブを受け付けることができるかどうかをプリントサーバ４９に尋ねるこ
と、あるいは印刷要求が失敗するまではプリントサーバ４９が使用可能であると想定する
ことが含まれる。クライアント２０が、プリントサーバ４９が使用可能であると判断した
場合は、中間ファイルをリモートプリンタ５０のネイティブプリンタ言語にレンダリング
し、結果として得られるドキュメントをステップ６１１でプリントサーバ４９に送信する
。
【００５６】
　ステップ４０５～４０７に記載したように、リモートプリンタ５０のドライバ、プリン
タ設定、および管理設定に関する情報はクライアント２０に格納されているので、中間フ
ァイルを効率的にネイティブプリンタ言語にレンダリングすることができる。これらの格
納された設定は、同期マネジャ２１６による最後の更新時に格納された古い設定であって
も、特定のドキュメントを印刷する直前にプリントサーバ４９から受け取った新しい設定
であってもよい。一実施形態では、ネットワークトラフィックは増大するが新しい設定を
利用することが好ましい方法である。代替の実施形態では、サーバ４９とクライアント２
０の設定が同期されない可能性がより高くなるが、古い設定が好ましい。デバイスおよび
プリンタの設定はリモートプリンタ５０の物理的特性を記述するが、管理設定は、レンダ
リングされる際に中間ファイルに各種のフォーマッティングの編集と印刷の編集（紙の両
面に内容を印刷するなど）を行うことを要求することが好ましい。他の実施形態では、ス
テップ６０３の前にアプリケーション３６によって管理設定を受け取り、アプリケーショ
ン３６はこれらの設定を使用して、すでに管理設定が適用された中間ファイルを作成する
。さらに他の実施形態では、初めにプリンタおよび管理の設定を中間ファイルに適用し、
次いでそのプリンタ設定とドライバを使用して、中間ファイルをリモートプリンタ５０に
より可読のドキュメントに変換する。そのようなドキュメントは、リモートプリンタ５０
のネイティブのプリンタ言語で書かれる。レンダリングされるとそのドキュメントはプリ
ントサーバ４９に送られ、そこで該当するリモートプリンタ５０にルーティングされる。
プリントサーバ４９は、必要に応じてそのドキュメントを該当するプリンタのキューに追
加するが、一般的な印刷ネットワークとは異なり、プリントサーバ４９は、ファイルをプ
リンタ５０に送る前にファイル変換やフォーマットの変更を行う必要がない。ドキュメン
トをクライアント２０でレンダリングすることにより、プリントサーバ４９のリソースが
他のタスクのために解放される。
【００５７】
　クライアント２０がポーリングした時にプリントサーバ４９が使用可能でない場合は、
中間ファイルは単にステップ６１３でそのプリンタのキューの中に残る。一実施形態では
、クライアント２０は、予め決められた時間間隔でプリンタサーバ４９をポーリングして
、サーバが使用可能になったか否かを判定する。クライアント２０は、プリントサーバ４
９が使用可能になった可能性があることを示すネットワークまたはデバイスのアクティビ
ティを待機することもできる。クライアント２０は次いで予め決められた時間間隔と特定
アクティビティの後の両方でポーリングを行って、できるだけ早く印刷できるようにする
。代替の実施形態では、クライアント２０は、予め決められた時間間隔でプリントサーバ
４９をポーリングする。不都合なことに、この時間間隔は、通例は、ドキュメントを印刷
する前に起こりうる待機時間を延長して長すぎるか、あるいは短すぎ、その場合は貴重な
ネットワークとＣＰＵのリソースをポーリングで使用してしまう。別の実施形態では、ク
ライアント２０は、デバイスとネットワークのアクティビティに耳を傾けて、告知を受け
取るとプリントサーバ４９をポーリングする。しかし、クライアント２０がデバイスまた
はネットワークの告知を見逃した場合は、クライアント２０はプリンタサーバ４９をポー
リングせず、ドキュメントを印刷しないことになる。これらの２つの方法を組み合わせる
ことにより、第１の実施形態は上記の不都合点の多くを回避しつつ、両方式の利点を備え
る。
【００５８】
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　これらのステップを高レベルで説明したので、図７では、図２の例示的ソフトウェアア
ーキテクチャにおける本発明の一実施形態による印刷プロセスの一実施例を示す。最初の
ステップ７０１～７０３は、ステップ６０１および６０３と同じである。残りのステップ
は次のように分けられる。ステップ７０５～７０７はステップ６０５に対応し、ステップ
７０９～７１１はステップ６０７に対応し、ステップ７１３はステップ６０９に対応し、
ステップ７１５～７１７はステップ６１１に対応し、ステップ７１９～７２１はステップ
６１３に対応する。アプリケーション３６を通じて印刷コマンドを送信し、中間データフ
ォーマットのファイルを作成する最初のステップについては上記でかなり詳細に説明した
ので、以下の説明はステップ７０５から始める。
【００５９】
　アプリケーション３６およびオペレーティングシステムモジュール３５が中間ファイル
フォーマットを作成すると、ステップ７０５でプリンティングルータ２０１により中間フ
ァイルをリモート印刷サブシステムのコア２１０にルーティングする。一実施形態では、
プリンティングルータ２０１は、オペレーティングシステム３５に登録されたリモートお
よびローカルのプリンタのリストを保持しており、印刷ジョブをルータ２０１に転送する
と、ターゲットプリンタがどのリストのメンバであるかに基づいて印刷ジョブが適切な印
刷サブシステムに送信される。代替の実施形態では、その印刷ジョブがリモートプリンタ
を行先とするかまたはローカルプリンタを行先とするかについての別個の指示とともに印
刷ジョブを送信し、その指示をルータ２０１がインターセプトし、処理する。
【００６０】
　中間ファイルを受け取り、処理すると、ステップ７０９でコアは中間ファイルをローカ
ルプロバイダ２２０に転送する。一実施形態では、この転送されたファイルは、ローカル
印刷ジョブと同様にローカルプロバイダ２２０が受け取り、処理する。したがって、本発
明のこの実施形態では、リモート印刷の状況においてローカルの印刷機能を使用し、それ
ら機能の多くを二重にする必要性をなくしている。ステップ７１１で、ローカルプロバイ
ダ２２０は、その印刷ジョブがどのローカルシャドウプリンタインスタンスを対象とする
かを判定し、そのローカルシャドウプリンタインスタンスに関連付けられたキューにジョ
ブを入れる。代替の実施形態では、リモート印刷サブシステム２０２は、ローカルの印刷
機能をそれ自体で実装し、したがって印刷ジョブをリモートキューに入れ、ローカル印刷
サブシステム２０３がローカル印刷ジョブに集中できるようにする。
【００６１】
　印刷ジョブが該当するキューの先頭に来るようにすると、レンダリング済みのドキュメ
ントをプリントサーバ４９に送信する前に、リモートポートモニタ２１３がまずプリント
サーバ４９が使用可能であるかどうかをステップ７１３で判定する。一実施形態では、リ
モートポートモニタ２１３は、ローカル印刷サブシステム２０３によってレンダリングが
行われる前に使用可能性を調べる。代替の実施形態では、印刷ドキュメントの一部の処理
がパイプライン化される。したがって、リモートポートモニタ２１３は、ローカル印刷サ
ブシステム２０３によって何らかのレンダリングが行われた後にのみ使用可能性をチェッ
クする。しかし、サーバが使用不可であると判定されると、第２の実施形態で部分的にレ
ンダリングされたデータが失われるので両実施形態は収斂する。
【００６２】
　プリントサーバ４９が使用可能である場合、例示的な実施形態では、ローカルプロバイ
ダ２２０は、プリントプロセッサ２２２に印刷ジョブを転送し、プリントプロセッサ２２
２は、ローカルシャドウプリンタインスタンスに関連付けられ、格納されたデバイスおよ
び管理の設定を適用する。これらの管理設定には、ステップ６１１に関して上述した設定
が含まれる。キャッシュマネジャ２１５によって格納されたキャッシュエントリは、管理
設定をそれぞれのリモートプリンタ５０およびプリントサーバ４９と一致させるので、プ
リンタの識別がキャッシュマネジャ２１５に送られ、要求された設定が返される。ある場
合では、コア２１０は、現在格納されている設定がプリントサーバ４９に格納された設定
と同期していることを検証する。一実施形態では、コア２１０は、同期マネジャ２１６と
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通信し、接続マネジャ２１７を使用して上記のステップ５０９で記載したように最新の管
理設定でキャッシュマネジャ２１５を更新する。しかし、このプロセスの間にプリントサ
ーバ４９が使用可能でない場合は、プリントプロセッサ２２２は格納されたデバイスおよ
び管理の設定を更新せずに使用する。格納された設定を更新せずに印刷プロセスを続行で
きるようにすることにより、本実施形態はオフラインの印刷とレンダリングを容易にする
。他の実施形態では、コア２１０は、印刷プロセスを続ける前に管理設定をプリントサー
バ４９と更新することを要求し、オフラインの印刷とレンダリングを妨げる。さらに他の
実施形態では、コア２１０は管理設定を更新せず、代わりに、明示的に更新を指示される
までは同期マネジャ２１６によって最後に同期された管理設定を使用する。
【００６３】
　ステップ７１５で、クライアント２０に格納されたプリンタドライバ２２６とオペレー
ティングシステム機能２２１によってドキュメントを適切なネイティブプリンタ言語に翻
訳する。このデバイスおよび管理設定の適用と適切なプリンタドライバによる翻訳は、当
技術分野でよく知られる方法を使用して行われる。実際、一実施形態では、これらの機能
はほとんど変更を行わない従来のローカル印刷サブシステム２０３によって実行され、そ
れにとってファイルの最終的な宛先は透過となる。
【００６４】
　本発明の一実施形態では、印刷ドキュメントの一部の処理がパイプライン化される。し
たがって、ステップ７１７で、ネイティブプリンタ言語になっているドキュメントの一部
をリモート印刷サブシステムのポートモニタ２１３を通じて送信する。ドキュメントの一
部分がレンダリングされると、後続の部分がレンダリングされている間、それらはポート
モニタ２１３を通じて送信される。言うまでもなく、上述のように、リモートポートモニ
タ２１３は、これらのタスクを連携させるだけである。リモートポートモニタ２１３は接
続マネジャ２１７と通信し、接続マネジャ２１７は、印刷ジョブをプリントサーバ４９に
送るのに必要なネットワークプロトコルを実装する。代替の実施形態では、リモートポー
トモニタ２１３は、ドキュメントをレンダリングと同時に送信する必要はない。代わりに
、ローカルプロバイダ２２０が、ドキュメントをスプールファイルのキュー２２５に入れ
る前にレンダリングするか、またはローカルプロバイダ２２０が、ドキュメントをポート
モニタ２１３に転送する前にキューから完全にレンダリングする。ここに特定した動作を
実行する正確な態様は、本発明の実施にとって本質的ではない。
【００６５】
　図７のステップ７１３に開示するように、リモートポートモニタ２１３は、プリントサ
ーバ４９が使用可能でないと判断した場合、制御はステップ７１９に渡り、そこでローカ
ル印刷サブシステム２０３による設定の適用と翻訳が停止され、プリントサーバ４９に対
応するクライアントのキューが一時停止される。その後、ステップ７２１でクライアント
２０はサーバ４９のポーリングを開始する。一実施形態では、ローカルプロバイダ２２０
によって管理されるキューをリモートポートモニタ２１３によって一時停止する。これは
、この方法が、多くの既存のローカル印刷サブシステム２０３でプリンタの障害に対処す
る単純でよく知られる方法だからである。代替の実施形態では、ローカル印刷サブシステ
ム２０３がプリンタ障害に対処する任意の特定の方法を実装し、これには、すべての印刷
ジョブをキャンセルし、アプリケーション３６がその後の何らかの時点で印刷ジョブデー
タを再送すべきことを知らせることが含まれる。
【００６６】
　本発明の一実施形態では、ステップ７２１で、リモート印刷サブシステム２０２に組み
込まれた到達可能性イベントシステム２１２が接続マネジャ２１７を使用してプリントサ
ーバ４９をポーリングする。到達可能性イベントシステム２１２は、ステップ６１３との
関係で上述したポーリング方式の１つを実装することが好ましい。リモートの到達可能性
イベントシステム２１２が、プリントサーバ４９が使用可能である旨の通知をコア２１０
に送信すると、キューの一時停止が解除され、プリント動作がステップ７１５に進んで、
中間ファイルが処理され、プリントサーバ４９に送られる。
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【００６７】
　リモート印刷サブシステムのコンポーネントの一部またはすべてに障害が発生した場合
、あるいはすべての印刷ジョブが実行される前にユーザがログオフした場合には、本発明
の一実施形態はスカベンジャーコンポーネント２１４も提供する。スカベンジャー２１４
は、キャンセルされたか、もはや印刷すべきでないジョブに対応するローカルシャドウプ
リンタインスタンス、キャッシュされたエントリ、あるいはスプールファイルが確実に削
除されるようにする。したがって、複数のサブシステムおよびコンポーネントにわたって
印刷ジョブを調整することに伴う潜在的な問題が、このコンポーネントの機能によって緩
和される可能性がある。
【００６８】
　本発明の原理を適用できる多くの可能な実施形態に鑑みて、図面との関係でここに記載
する実施形態は、単に説明のために過ぎず、本発明の範囲を限定するものとして解釈すべ
きでないことを認識されたい。たとえば、当業者には理解されるように、ソフトウェアと
して図示した例示的実施形態の要素はハードウェアに実装してもよく、その逆も同様であ
り、あるいはここに例示した実施形態は本発明の精神から逸脱することなく構成と詳細を
変更することができる。さらに、説明のためのステップは、本発明から逸脱することなく
変更、補足、および／または順序を変えてもよい。したがって、本明細書に記載する本発
明は、添付の特許請求の範囲およびその均等物に該当するそのようなすべての実施形態が
企図されている。
【符号の説明】
【００６９】
２０　ＰＣ
２１　処理装置
２２　システムメモリ
２３　システムバス
２４　ＲＯＭ
２５　ＲＡＭ
２６　ＢＩＯＳ
２７　ハードディスクドライブ
２８　磁気ディスクドライブ
２９　磁気ディスク
３０　プリンタ
３２　ハードディスクドライブインタフェース
３３　磁気ディスクドライブインタフェース
３４　パラレルポート
３５　オペレーティングシステム
３６　アプリケーションプログラム
３７　プログラムモジュール
３８　プログラムデータ
４０　キーボード
４２　ポインティングデバイス
４６　シリアルポートインタフェース
４８　ビデオアダプタ
４９　プリントサーバ
５０　リモートプリンタ
５１　ＬＡＮ
５２　ＷＡＮ
５４　モデム
６０　ハードディスク
２０１　プリンティングルータ
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２０２、２０３　印刷サブシステム（サブモジュール群）
２０４、２１３　ポートモニタ
２１０　コア
２１１　イベントマネジャ
２１２　到達可能性イベントシステム
２１４　スカベンジャー
２１５　キャッシュマネジャ
２１６　同期マネジャ
２１７　接続マネジャ
２１８　ＲＰＣ
２１９　ＳＭＢ
２２０　ローカルプロバイダ
２２１　オペレーティングシステム機能
２２２　プリントプロセッサ
２２３　プリンタリスト
２２４　スケジューラコンポーネント
２２５　キュー
２２６　プリンタドライバ

【図１】 【図２】
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