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計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書印刷方法において、
前記計算機は、 PDL文書についてのプリンタによる印刷と保管の任意の組合せを指示する
プログラムを有し、 PDL文書をプリンタに送信し、プリンタが PDL文書を計算機から受信し
、計算機からの指示に従い、 PDL文書に対する印刷と保管を行うことを特徴とする文書印
刷方法。

　印刷システムを用いた文書印刷方法において、
計算機がプリンタに文書の保管を指示する際、保管形式として PDL形式とドットイメージ
形式の任意の組合せを指示し、
前記プリンタが計算機からの保管形式の指示に従い、 PDL形式とドットイメージ形式の任
意の組合せで、文書を保管することを特徴とする請求項１に記載の文書印刷方法。

前記計算機がプリンタに文書の保管を指示する際、保管形式として PDL形式、表示・編
集形式、ドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、
前記プリンタが計算機からの保管形式の指示に従い、 PDL形式、表示・編集形式、ドット
イメージ形式の任意の組合せで、文書を保管し、
保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性に PDL形式、表示・
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編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意
の組合せである保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての再印刷要求を該文書名で行うと、プリンタ内の再
印刷処理部が、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に
基づき、該文書が PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮
タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、
判定結果に応じ最適な方法で再印刷を行うことを特徴とする請求項１記載の文書印刷方法
。

　前記計算機がプリンタに文書の保管を指示する際、保管形式として PDL形式、表示・編
集形式、ドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、
前記プリンタが計算機からの保管形式の指示に従い、 PDL形式、表示・編集形式、ドット
イメージ形式の任意の組合せで、文書を保管し、
保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性に PDL形式、表示・
編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意
の組合せである保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての表示・編集を該文書名で行うと、プリンタ内の再
印刷処理部が、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に
基づき、該文書が PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮
タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、
判定結果に応じ最適な方法で、計算機上の文書生成プログラム又は組合せ指示プログラム
が表示・編集を行うことを特徴とする請求項１記載の文書印刷方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、
前記計算機が生成した文書の印刷と保管の任意の組み合わせをプリンタに指示し、その際
、保管形式としてＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、
該文書をプリンタに送信し、
計算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せで
、文書をプリンタの保管庫に保管することを特徴とする文書処理方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、
前記計算機が生成した文書の印刷と保管の任意の組み合わせをプリンタに指示し、その際
、保管形式としてＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、
該文書をプリンタに送信し、
前記計算機からの指示に従って文書を印刷し、
計算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せで
、文書をプリンタの保管庫に保管することを特徴とする文書処理方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、
計算機がプリンタに文書の保管を指示し、その際、保管形式としてＰＤＬ形式とドットイ
メージ形式の任意の組合せを指示し、
該文書をプリンタに送信し、
計算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せで
、文書をプリンタの保管庫に保管することを特徴とする文書処理方法。

　計算機からプリンタへ保管庫に格納されている文書についての印刷要求を行い、
プリンタは該プリンタの保管庫にドットイメージ形式の文書が保管されているか判定し、
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あればドットイメージ形式の文書を用いて印刷を行い、
無ければＰＤＬ形式の文書を、ドットイメージ形式に変換した後、印刷を行うことを特徴
とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に文書を保管形式で保管しておき、計算機からプリンタへ
該文書についての表示要求又は編集要求を行い、
プリンタがプリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表示
・編集形式と同じか判定し、
同じならば、そのまま読出して計算機に転送し、
異なるならば、プリンタ内の文書形式変換部を用いて、該保管庫に保管されている保管形
式の文書の形式を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された表示・編集形式の文書を読出
し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文書を保
管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行い、
プリンタが、プリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫に保管されているＰＤＬ形
式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された表示・編集形式の文書を読出
し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文書を保
管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求を行い、
プリンタが、プリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表
示・編集形式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じであるならばそのまま読出して計算機
に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫に保管されて
いるＰＤＬ形式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文書を保
管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行い、
プリンタが、プリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表
示・編集形式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じであるならばそのまま読出して計算機
に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫に保管されて
いるＰＤＬ形式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に、少なくとも圧縮タイプ又は非圧縮タイプのドットイメ
ージ形式を含んで文書を保管しておき、
計算機からプリンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行って、
プリンタがプリンタ内の文書の形式を判定し、非圧縮タイプのドットイメージ形式ならば
そのまま読出し、計算機に転送し、
圧縮タイプのドットイメージ形式ならば、イメージ形式変換部を用いて、保管庫に保管さ
れている圧縮タイプのドットイメージ形式の文書を非圧縮タイプのドットイメージ形式の
文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された非圧縮タイプのドットイメー
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ジ形式の文書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方
法。

　保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、非
圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せであ
る保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、
プリンタが、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基
づき、該文書がＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイ
メージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、
判定結果に応じ最適な方法で印刷を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、非
圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せであ
る保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての表示要求を該文書名で行うと、
プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と呼ぶ文書形式と
、該文書形式で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群のいずれかと
が同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し、計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保管されてい
る上記文書名の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、非
圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せであ
る保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての表示・編集要求を該文書形式で行うと、
プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と呼ぶ文書形式と
、前記文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群のいずれかと
が同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し、計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保管されてい
る上記文書名の文書を表示形式又は編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、表
示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の
任意の組合せである保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての表示要求を該文書形式で行うと、
プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と呼ぶ文書形式と
、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群のいずれかとが
同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し、計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保管されてい
る上記文書名の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、計算機上の
編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を読出し、表
示を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、表
示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の
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任意の組合せである保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての表示・編集要求を該文書名で行うと、
プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と呼ぶ文書形式と
、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群のいずれかとが
同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し、計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保管されてい
る上記文書名の文書を表示形式又は編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする請求項７記載の文書処理方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムにおいて、
前記計算機内の文書をプリンタコントローラ内の二次記憶装置で構成した保管フォルダへ
ファイル転送により転送し一時格納し、
一時格納が正常終了したのを確認した後、
一時格納された該保管フォルダから、プリンタコントローラ内の目的とする二次記憶装置
で構成した保管庫へ文書を保管し直すことを特徴とする文書処理方法。

　計算機からプリンタの保管庫に文書を保管形式で保管しておき、計算機からプリンタへ
該文書についての表示要求を行って、プリンタがプリンタ内の保管文書の形式が計算機上
の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と同じか判定し、
同じならば、そのまま読出して計算機に転送し、
異なるならば、プリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保管されている保管形式
の文書の形式を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、該計算機上の編集
応用プログラムが、プリンタから転送された表示・編集形式の文書を読出し、表示を行う
ことを特徴とする文書処理方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、
前記計算機が生成した文書の保管をプリンタに指示し、その際、保管形式として編集可能
なＰＤＬ形式と高速印刷可能なドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、
該文書をプリンタに送信し、
前記計算機からの指示に従って文書を印刷し、
前記計算機からの指示に従って前記プリンタの保管庫に前記ＰＤＬ形式と前記ドットイメ
ージ形式のうちの少なくとも一つで前記文書を保管し、
前記計算機からの指示に従って、前記ドットイメージ形式又は前記ＰＤＬ形式で保管され
た文書にアクセスすることを特徴とする文書処理方法。

　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、
前記計算機が生成した文書の印刷、且つ／又は、保管の任意の組み合わせをプリンタに指
示し、その際、保管形式として編集可能なＰＤＬ形式と高速印刷可能なドットイメージ形
式の任意の組合せを指示し、
該文書をプリンタに送信し、
前記計算機からの指示に従って文書を印刷し、
前記計算機からの指示に従って前記プリンタの保管庫に前記ＰＤＬ形式と前記ドットイメ
ージ形式のうちの少なくとも一つで前記文書を保管し、
前記計算機からの指示に従って、前記ドットイメージ形式の又は前記ＰＤＬ形式で保管さ
れた文書にアクセスすることを特徴とする文書処理方法。
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　計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、
計算機からの文書を任意の保管形式で保管する保管庫と、
前記保管庫内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形
式と同じかを判定する判定手段と、
保管形式の文書を表示・編集形式の文書に変換可能な文書形式変換部とを有することを特
徴とするプリンタ。

　請求項７に記載の文書処理方法であって、さらに、
保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形式、非圧
縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せである
保管形式群を含め、
計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、プリンタが、該文
書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書がＰ
ＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうち
どの組合せで保管されているか判定し、
前記計算機で指定された文書名の文書が保管庫に非圧縮ドットイメージ形式で保管されて
いる場合、この非圧縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を行い、
非圧縮ドットイメージ形式文書は無く、圧縮ドットイメージ形式文書が保管されている場
合には、この圧縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を実行し、
非圧縮ドットイメージ及び圧縮ドットイメージ形式文書は無く、ＰＤＬ形式文書が保管さ
れている場合には、このＰＤＬ形式文書を用いて印刷を実行することを特徴とする文書処
理方法。

　計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、
計算機からの文書を任意の保管形式で保管する保管庫と、
保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理する管理手段と、
該属性は、ＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメー
ジ形式の任意の組合せである格納形式群であって、
計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、プリンタが、該文
書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書がＰ
ＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうち
どの組合せで保管されているか判定する判定手段と、
判定結果に応じ最適な方法で印刷を行う印刷手段を有することを特徴とするプリンタ。

　計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、
計算機からの文書を任意の保管形式で保管する保管庫と、
保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理する管理手段と、
該属性は、ＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメー
ジ形式の任意の組合せである格納形式群であって、
計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、プリンタが、該文
書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書がＰ
ＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうち
どの組合せで保管されているか判定する判定手段とを備え、
前記計算機で指定された文書名の文書が保管庫に非圧縮ドットイメージ形式で保管されて
いる場合、この非圧縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を行い、
非圧縮ドットイメージ形式文書は無く、圧縮ドットイメージ形式文書が保管されている場
合には、この圧縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を実行し、
非圧縮ドットイメージ及び圧縮ドットイメージ形式文書は無く、ＰＤＬ形式文書が保管さ
れている場合には、このＰＤＬ形式文書を用いて印刷を実行する印刷手段を有することを
特徴とするプリンタ。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パーソナルコンピュータやワークステーション等の計算機が利用するプリンタ
、及び該プリンタを用いた文書印刷システム及び、これを用いた文書印刷方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のプリンタ、及び印刷システムでは、計算機で作成した印刷内容をプリンタに転送し
て印刷しており、印刷そのものに主眼が置かれていた。
一部のプリンタ、印刷システムでは、プリンタに文書を保管し、それを再印刷や再編集等
の目的で再利用するものも現れてきた。ここで、文書とは、文字、記号、画像信号などの
任意の組合せからなる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のプリンタや印刷システムでは、プリンタが前述の保管を行う時、各計算機
が作成し、送信した印刷コマンドレベル（以後印刷コマンドを PDLとも呼ぶ）で行わず、
プリンタ内部で展開したドットイメージレベル（以後単にドットイメージをイメージとも
呼ぶ）で行う。そのため、再印刷の性能は高いが、編集の自由度が少なく、編集時に画質
の劣化が発生するという問題点があった。具体的には、保管されている文書に対し、 n up
、中綴じ、袋綴じ、無線綴じ等の面付け編集や拡大縮小を行うと、保管されているドット
イメージについての拡大又は縮小がなされる。この時、１倍でない拡大縮小（ｘ倍又は１
／ｘ倍、ここでｘは１でない )を行うと、基本的に画質の劣化が発生する。
【０００４】
また、従来のプリンタや印刷システムでは、プリンタに保管した文書を取出し、編集用応
用プログラムで編集する時、該プログラムが必要とする文書形式と保管文書の形式が一致
していることを前提にしていた。従って、両者が一致していない場合、該プログラムで編
集することができなかった。文書を保管するプリンタと編集用応用プログラムを同一メー
カが提供するか、共同で開発する場合には一致させられたが、各々を別々に開発する場合
には一致させることが難しかった。そして、実際には各々はプリンタメーカや応用プログ
ラムメーカが別々に開発することが多かった。
【０００５】
本発明の第一の目的は、前記従来技術の問題点を解決し、文書画像の品質の劣化がなく、
高性能で使い勝手の良い印刷システム及び文書印刷方法を提供することである。
本発明の第二の目的は、前記従来技術の問題点を解決し、プリンタによる文書の保管形式
と編集用応用プログラムが必要とする文書形式が一致していない場合でも、両者が共存で
きる印刷システム及び文書印刷方法を提供し、ユーザの利便性、使い勝手を高めることを
目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため、本発明では以下のような手段を採用した。
【０００７】
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　計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続されたプリ
ンタとからなる印刷システムを用いた文書印刷方法において、前記計算機は、 PDL文書に
ついてのプリンタによる印刷と保管の任意の組合せを指示するプログラムを有し、 PDL文
書をプリンタに送信し、プリンタが PDL文書を計算機から受信し、計算機からの指示に従
い、 PDL文書に対する印刷と保管を行うことを特徴とする。

　また、印刷システムを用いた文書印刷方法において、計算機がプリンタに文書の保管を
指示する際、保管形式として PDL形式とドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、前
記プリンタが計算機からの保管形式の指示に従い、 PDL形式とドットイメージ形式の任意
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の組合せで、文書を保管することを特徴とする。

　また、前記計算機がプリンタに文書の保管を指示する際、保管形式として PDL形式、表
示・編集形式、ドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、前記プリンタが計算機から
の保管形式の指示に従い、 PDL形式、表示・編集形式、ドットイメージ形式の任意の組合
せで、文書を保管し、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属
性に PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドッ
トイメージ形式の任意の組合せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書に
ついての再印刷要求を該文書名で行うと、プリンタ内の再印刷処理部が、該文書名で保管
庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書が PDL形式、表
示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の
うちどの組合せで保管されているか判定し、判定結果に応じ最適な方法で再印刷を行うこ
とを特徴とする。

　また、前記計算機がプリンタに文書の保管を指示する際、保管形式として PDL形式、表
示・編集形式、ドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、前記プリンタが計算機から
の保管形式の指示に従い、 PDL形式、表示・編集形式、ドットイメージ形式の任意の組合
せで、文書を保管し、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属
性に PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドッ
トイメージ形式の任意の組合せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書に
ついての表示・編集を該文書名で行うと、プリンタ内の再印刷処理部が、該文書名で保管
庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書が PDL形式、表
示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の
うちどの組合せで保管されているか判定し、判定結果に応じ最適な方法で、計算機上の文
書生成プログラム又は組合せ指示プログラムが表示・編集を行うことを特徴とする。

　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、前記計算機が生成し
た文書の印刷と保管の任意の組み合わせをプリンタに指示し、その際、保管形式としてＰ
ＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、該文書をプリンタに送信し、計
算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せで、
文書をプリンタの保管庫に保管することを特徴とする。

　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、前記計算機が生成し
た文書の印刷と保管の任意の組み合わせをプリンタに指示し、その際、保管形式としてＰ
ＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、該文書をプリンタに送信し、前
記計算機からの指示に従って文書を印刷し、計算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤＬ
形式とドットイメージ形式の任意の組合せで、文書をプリンタの保管庫に保管することを
特徴とする。

　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、計算機がプリンタに
文書の保管を指示し、その際、保管形式としてＰＤＬ形式とドットイメージ形式の任意の
組合せを指示し、該文書をプリンタに送信し、計算機からの保管形式の指示に従い、ＰＤ
Ｌ形式とドットイメージ形式の任意の組合せで、文書をプリンタの保管庫に保管すること
を特徴とする。

　また、計算機からプリンタへ保管庫に格納されている文書についての印刷要求を行い、
プリンタは該プリンタの保管庫にドットイメージ形式の文書が保管されているか判定し、
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あればドットイメージ形式の文書を用いて印刷を行い、無ければＰＤＬ形式の文書を、ド
ットイメージ形式に変換した後、印刷を行うことを特徴とする。

　また、計算機からプリンタの保管庫に文書を保管形式で保管しておき、計算機からプリ
ンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行い、プリンタがプリンタ内の保管文書
の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と同じか判定し、同じ
ならば、そのまま読出して計算機に転送し、異なるならば、プリンタ内の文書形式変換部
を用いて、該保管庫に保管されている保管形式の文書の形式を表示・編集形式の文書に変
換した後、計算機に転送し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された
表示・編集形式の文書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする。

　また、計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文
書を保管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行い
、プリンタが、プリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫に保管されているＰＤＬ
形式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、計算機上の編集応用
プログラムが、プリンタから転送された表示・編集形式の文書を読出し、表示又は編集を
行うことを特徴とする。

　また、計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文
書を保管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求を行い、プリンタが
、プリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形
式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じであるならばそのまま読出して計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫に保管されて
いるＰＤＬ形式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、計算機上
の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を読出し、
表示を行うことを特徴とする。

　また、計算機からプリンタの保管庫に保管形式として少なくともＰＤＬ形式を含んで文
書を保管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求又は編集要求を行い
、プリンタが、プリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する
表示・編集形式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じであるならばそのまま読出して計算
機に転送し、異なるならば、プリンタがプリンタ内のＰＤＬ形式変換部を用いて、保管庫
に保管されているＰＤＬ形式の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送
し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文
書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする。

　また、計算機からプリンタの保管庫に、少なくとも圧縮タイプ又は非圧縮タイプのドッ
トイメージ形式を含んで文書を保管しておき、計算機からプリンタへ該文書についての表
示要求又は編集要求を行って、プリンタがプリンタ内の文書の形式を判定し、非圧縮タイ
プのドットイメージ形式ならばそのまま読出し、計算機に転送し、圧縮タイプのドットイ
メージ形式ならば、イメージ形式変換部を用いて、保管庫に保管されている圧縮タイプの
ドットイメージ形式の文書を非圧縮タイプのドットイメージ形式の文書に変換した後、計
算機に転送し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された非圧縮タイプ
のドットイメージ形式の文書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする。

　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合
せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名
で行うと、プリンタが、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管
形式群に基づき、該文書がＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプ
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のドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、判定結果に応じ最適
な方法で印刷を行うことを特徴とする。

　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合
せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての表示要求を該文書名
で行うと、プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と呼ぶ
文書形式と、該文書形式で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群の
いずれかとが同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し、計算機
に転送し、異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保管庫に保
管されている上記文書名の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送し、
計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編集形式の文書を
読出し、表示を行うことを特徴とする。
　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合
せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての表示・編集要求を該
文書形式で行うと、プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形
式と呼ぶ文書形式と、前記文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管
形式群のいずれかとが同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のまま読出し
、計算機に転送し、異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用いて、保
管庫に保管されている上記文書名の文書を表示形式又は編集形式の文書に変換した後、計
算機に転送し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・編
集形式の文書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする。
　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ
形式の任意の組合せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての表
示要求を該文書形式で行うと、プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求する表
示・編集形式と呼ぶ文書形式と、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つで
ある保管形式群のいずれかとが同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書のま
ま読出し、計算機に転送し、異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部を用
いて、保管庫に保管されている上記文書名の文書を表示・編集形式の文書に変換した後、
計算機に転送し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された前記表示・
編集形式の文書を読出し、表示を行うことを特徴とする。
　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ
形式の任意の組合せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての表
示・編集要求を該文書名で行うと、プリンタが、計算機上の編集応用プログラムの要求す
る表示・編集形式と呼ぶ文書形式と、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一
つである保管形式群のいずれかとが同じか判定し、同じであるならばその保管形式の文書
のまま読出し、計算機に転送し、異なるならば、プリンタがプリンタ内の文書形式変換部
を用いて、保管庫に保管されている上記文書名の文書を表示形式又は編集形式の文書に変
換した後、計算機に転送し、計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された
前記表示・編集形式の文書を読出し、表示又は編集を行うことを特徴とする。
　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムにおいて、前記計算機内の文書をプリンタコントロー
ラ内の二次記憶装置で構成した保管フォルダへファイル転送により転送し一時格納し、一
時格納が正常終了したのを確認した後、一時格納された該保管フォルダから、プリンタコ
ントローラ内の目的とする二次記憶装置で構成した保管庫へ文書を保管し直すことを特徴
とする。
　また、計算機からプリンタの保管庫に文書を保管形式で保管しておき、計算機からプリ
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ンタへ該文書についての表示要求を行って、プリンタがプリンタ内の保管文書の形式が計
算機上の編集応用プログラムの要求する表示・編集形式と同じか判定し、同じならば、そ
のまま読出して計算機に転送し、異なるならば、プリンタ内の文書形式変換部を用いて、
保管庫に保管されている保管形式の文書の形式を表示・編集形式の文書に変換した後、計
算機に転送し、該計算機上の編集応用プログラムが、プリンタから転送された表示・編集
形式の文書を読出し、表示を行うことを特徴とする。
　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、前記計算機が生成し
た文書の保管をプリンタに指示し、その際、保管形式として編集可能なＰＤＬ形式と高速
印刷可能なドットイメージ形式の任意の組合せを指示し、該文書をプリンタに送信し、前
記計算機からの指示に従って文書を印刷し、前記計算機からの指示に従って前記プリンタ
の保管庫に前記ＰＤＬ形式と前記ドットイメージ形式のうちの少なくとも一つで前記文書
を保管し、前記計算機からの指示に従って、前記ドットイメージ形式又は前記ＰＤＬ形式
で保管された文書にアクセスすることを特徴とする。
　また、計算機と、計算機と直接接続されるか又はネットワーク経由で間接的に接続され
たプリンタとからなる印刷システムを用いた文書処理方法であって、前記計算機が生成し
た文書の印刷、且つ／又は、保管の任意の組み合わせをプリンタに指示し、その際、保管
形式として編集可能なＰＤＬ形式と高速印刷可能なドットイメージ形式の任意の組合せを
指示し、該文書をプリンタに送信し、前記計算機からの指示に従って文書を印刷し、前記
計算機からの指示に従って前記プリンタの保管庫に前記ＰＤＬ形式と前記ドットイメージ
形式のうちの少なくとも一つで前記文書を保管し、前記計算機からの指示に従って、前記
ドットイメージ形式の又は前記ＰＤＬ形式で保管された文書にアクセスすることを特徴と
する。
　また、計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、計算機からの文書
を任意の保管形式で保管する保管庫と、前記保管庫内の保管文書の形式が計算機上の編集
応用プログラムの要求する表示・編集形式と同じかを判定する判定手段と、保管形式の文
書を表示・編集形式の文書に変換可能な文書形式変換部とを有することを特徴とする。
　また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性にＰＤＬ形
式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合
せである保管形式群を含め、計算機からプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名
で行うと、プリンタが、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管
形式群に基づき、該文書がＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプ
のドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、前記計算機で指定さ
れた文書名の文書が保管庫に非圧縮ドットイメージ形式で保管されている場合、この非圧
縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を行い、非圧縮ドットイメージ形式文書は無く、
圧縮ドットイメージ形式文書が保管されている場合には、この圧縮ドットイメージ形式文
書を用いて印刷を実行し、
非圧縮ドットイメージ及び圧縮ドットイメージ形式文書は無く、ＰＤＬ形式文書が保管さ
れている場合には、このＰＤＬ形式文書を用いて印刷を実行することを特徴とする。
　また、計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、計算機からの文書
を任意の保管形式で保管する保管庫と、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属
性で管理する管理手段と、該属性は、ＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、
圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せである格納形式群であって、計算機から
プリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、プリンタが、該文書名で保管
庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書がＰＤＬ形式、
非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せ
で保管されているか判定する判定手段と、判定結果に応じ最適な方法で印刷を行う印刷手
段を有することを特徴とする。
　さらに、計算機と文書データを双方向通信可能なインターフェイスと、計算機からの文
書を任意の保管形式で保管する保管庫と、保管庫に格納されている各文書を文書名とその



【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第一実施例について詳細に説明する。初めに図１を用いて、本印刷システ
ムの全体構成を説明する。
【００２３】
該印刷システムは、ネットワーク 400 、第１の計算機 310 、第２の計算機 320 、第３の計
算機 330 、及びプリンタ 100 とからなる。各計算機（ 310 、 320 、 330 ）とプリンタ 100 
はネットワーク 400 に接続されている。
【００２４】
プリンタ 100 はプリンタコントローラ 200 とプリンタエンジン 500 で構成する。プリンタ
コントローラ 200 は上述の各計算機 (310 、 320 、 330 )から、 PDL文書と呼ばれる印刷コ
マンド列を受信し、一連の印刷処理を行った後、プリンタエンジン 500 にドットイメージ
データを送信する。プリンタエンジン 500 は、上記ドットイメージデータを受信し、プリ
ンタメカニズムを用いて用紙への物理的な印刷を行う。プリンタメカニズムとしては、レ
ーザ光学系利用電子写真、ＬＥＤ利用電子写真、液晶シャッタ利用電子写真、インクジェ
ット、シャトル型インパクト、等の各種方法を用いることができる。
【００２５】
以下の説明は電子写真方式のページプリンタの場合について行う。メカニズムとしてイン
クジェット等の他のものを用いた場合、印刷単位をラインとするラインプリンタ方式を用
いた場合についても、同様に実現することができる。
【００２６】
なお、各計算機は、プリンタに文書の印刷や保管等の処理を依頼する機器であり、クライ
アントとも呼ぶ。以後計算機とともに、クライアントとという名称も用いる。
【００２７】
各計算機（ 310 、 320 、 330 ）は、図３を用いて後で説明するように、タイプ１応用プロ
グラム部 3140が文書を生成した後、プリンタ論理ドライバ部 3130に対し、文書の PDL文書
への変換と、変換後の該 PDL文書についての印刷と保管の任意の組合せでの実行を、プリ
ンタに指示する。プリンタ論理ドライバ部 3130は、タイプ１応用プログラム部 3140から文
書（該応用プログラムが定める形式で記述されている）を受信し、 PDL文書に変換した後
、タイプ１応用プログラム部 3140が指示した処理 (印刷と保管の任意の組合せ )を、プリン
タ 100 に指示し、該 PDL文書をプリンタ 100 に送信する。
【００２８】
また各計算機 (310 、 320 、 330 )において、タイプ２応用プログラム部 3150は各計算機の
ファイル等に格納済みの PDL文書に対し、印刷と保管を、任意の組合せで行うよう、プリ
ンタに指示する。
【００２９】
またプリンタ 100 は PDL文書を各計算機（ 310 、 320 、 330 ）から受信し、各計算機から
の指示に従い、 PDL文書についての印刷や保管を行う。詳細については、図２や図６を用
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属性で管理する管理手段と、該属性は、ＰＤＬ形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式
、圧縮タイプのドットイメージ形式の任意の組合せである格納形式群であって、計算機か
らプリンタへ該文書についての印刷要求を該文書名で行うと、プリンタが、該文書名で保
管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形式群に基づき、該文書がＰＤＬ形式
、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうちどの組合
せで保管されているか判定する判定手段とを備え、前記計算機で指定された文書名の文書
が保管庫に非圧縮ドットイメージ形式で保管されている場合、この非圧縮ドットイメージ
形式文書を用いて印刷を行い、非圧縮ドットイメージ形式文書は無く、圧縮ドットイメー
ジ形式文書が保管されている場合には、この圧縮ドットイメージ形式文書を用いて印刷を
実行し、非圧縮ドットイメージ及び圧縮ドットイメージ形式文書は無く、ＰＤＬ形式文書
が保管されている場合には、このＰＤＬ形式文書を用いて印刷を実行する印刷手段を有す
ることを特徴とする。



いて後で説明する。
【００３０】
次に図３を用いて、各計算機 (310 、 320 、 330 )の構成について、説明する。各計算機 (3
10 、 320 、 330 )は、すべて図３の構成とした。計算機 300 は第１の通信部 3110、第１の
ＯＳカーネル部 3120、プリンタ論理ドライバ部 3130、タイプ１応用プログラム部 3140、タ
イプ２応用プログラム部 3150、スプール制御指示部 3160、保管庫管理指示部 3170、プリン
タ構成管理指示部 3180で構成する。
【００３１】
第１の通信部 3110は、ネットワーク 400 を介し、計算機 300 がネットワーク 400 上の各種
装置 (計算機、プリンタ、スキャナ等 )と通信を行うための、ハードウェアとソフトウェア
で構成する。なお、スキャナは図からは省略した。  第１のＯＳカーネル部 3120は、計算
機 300 を構成するハードウェア、ユーザインターフェース等を制御するための基本ソフト
ウェア (オペレーティングシステムとも呼ぶ )である。第１の通信部 3110は第１のＯＳカー
ネル部 3120の一部ともみなせるが、そこを明記するために別要素として記述した。
【００３２】
タイプ１応用プログラム部 3140は、ワードプロセッサ、表計算、図形文書作成、画像文書
作成、文書レイアウト等を行うためのプログラムである。各種文書を作成するとともに、
作成した文書のプリンタ 100 による処理を指示する。処理としては印刷、保管を任意の組
合せで指示する。
【００３３】
プリンタ論理ドライバ部 3130は、タイプ１応用プログラム部 3140の作成した文書を、印刷
コマンド列やページ記述言語等のプリンタコントローラ 200 が受付け、印刷できる形式（
以後、 PDL形式と呼ぶ）に変換し、第１のＯＳカーネル部 3120や第１の通信部 3110を介し
て、プリンタコントローラ 200 へ送信する。計算機 300 とプリンタコントローラ 200 の接
続は、プリンタローカル I/F 410 又はネットワーク 400 を用いて行う。どちらの接続を用
いても、基本的な機能は同じである。
【００３４】
PDL形式の例としては、 Adobe社の PostScript（登録商標）と PDF（ Portable Document For
ma；登録商標）、 HP社の PCL-5, PCL-5E, PCL-6, PCL-XL（登録商標）、等があげられる。
【００３５】
スプール制御指示部 3150は、計算機 300 がプリンタコントローラ 200 内のスプール制御サ
ービス部 2100に、そこに格納されている印刷ジョブに対する印刷待ち順序、障害発生の有
無とその内容等の状態参照、順序変更、削除等のスプール制御を、指示するために用いる
。以上の機能を実現するためのユーザインターフェースの概要を図１３に示す。スプール
と印刷ジョブについては、図６を用いて、後で説明する。
【００３６】
保管庫管理指示部 3170は、計算機 300 がプリンタコントローラ 200 内の保管庫管理サービ
ス部 2230に対し、そこに格納されている文書についての一覧表示、削除、再印刷、表示・
編集等を指示するために用いる。さらに、保管庫 2200内のフォルダ構成を制御するために
用いる。ここで、フォルダとは保管庫 2200全体を分けた小単位の入れ物であり、階層構成
で構成した。文書は各フォルダに分けて格納する。フォルダにより、ユーザが多量の文書
を整理して格納できるようにした。また、ユーザは保管庫から文書を探したり、検索する
際、フォルダに分けてあるので、効率良く探したり、検索することができる。
【００３７】
フォルダ構成の制御では、フォルダの作成、削除、フォルダ名称の変更等を行う。以上の
機能を実現するためのユーザインターフェースの概要を、図１０、図１１、図１２に示す
。図１０には階層構成にしたフォルダの例を示した。
プリンタ構成管理指示部 3180は、計算機 300 からプリンタコントローラ 200 内のプリンタ
構成管理サービス部 2700に対し、プリンタ 100 の構成設定、プリンタ統計情報の参照等を
指示するために用いる。
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【００３８】
また以上で説明した、計算機 300 におけるユーザインターフェースの全体構成を図９に示
す。
【００３９】
以下、図２、図４、図５を用いて、プリンタコントローラ 200 における処理内容を詳しく
説明するが、それに先立ち図６を用いて、プリンタコントローラの構成を説明する。
【００４０】
図６に示すように、プリンタコントローラ 200 は第２の通信部 610 、第２のＯＳカーネル
部 620 、スプール 2100、保管庫 2200、出力ワーク部 2400、及び第２のＯＳカーネル部 620 
上の各処理部で構成する。
【００４１】
第２のＯＳカーネル部 620 は、プリンタコントローラ 200 を構成するハードウェア、ユー
ザインターフェース等を制御するための基本ソフトウェア (オペレーティングシステムと
も呼ぶ )である。
【００４２】
第２の通信部 610 は、ネットワーク 400 を介し、プリンタ 100 がネットワーク上の各種装
置 (計算機、プリンタ、スキャナ等 )と通信を行うための、ハードウェアとソフトウェアで
構成する。第２の通信部 620 は第２のＯＳカーネル部 610 の一部ともみなせるが、そこを
明記するために別要素として記述した。
【００４３】
ここで、スプール 2100、保管庫 2200、出力ワーク部 2400について説明する。
【００４４】
スプール 2100は各計算機（ 310 、 320 、 330 ）がプリンタコントローラ 200 に対して発行
する印刷要求を受付け、登録するための待ち行列（キューとも呼ぶ）である。プリンタコ
ントローラ 200 は上記各印刷要求を印刷ジョブとして、該スプール 2100に受付け順に登録
する。本登録では、 (a)各印刷ジョブを管理するためのジョブ名（通し番号付き）、登録
日時、文書容量（サイズ）等の管理情報と (b)実際の印刷内容である前記 PDL文書の対を、
ファイルとして登録する。登録された印刷ジョブは、受付け順に、図２に示したスプール
制御サービス部 2110内のスプール読出し部 2120が読出し、印刷処理の後段に渡す。
【００４５】
保管庫 2200は、各計算機（ 310 、 320 、 330 ）がプリンタコントローラ 200 に対して発行
する文書の保管要求に対応して、プリンタコントローラ 200 が該文書を保管するための格
納部である。本保管庫 2200への参照、追加、削除、再印刷、表示・編集等の各種要求は、
図２に示した保管庫管理サービス部 2230が受付け、処理を実行する。上記各種要求は、保
管庫に対する読出し、書込み等の要求として処理される。
【００４６】
図５を用いて、保管庫 2200についてさらに説明する。保管庫 2200は保管文書群 2210と保管
庫管理ファイル 2220とで、構成する。保管文書群 2210は各文書の実際の保管内容であり、
各文書について PDL形式とドットイメージ形式の任意の組合せで格納することができる。
該組合せにより、具体的には、 (a)PDL形式とドットイメージ形式の両方での保管、 (b)PDL
形式のみでの保管、 (c)ドットイメージ形式のみでの保管、のいずれかを選択することが
できる。
【００４７】
該組合せは、各計算機（ 310 、 320 、 330 ）がプリンタコントローラ 200 に対し、文書の
保管を要求する際に、パラメータとして指示する。パラメータを指示しない場合、デフォ
ルト値を用いた。デフォルト値の代わりに前値を用いても良い。ここで、デフォルト値と
は初期化時又はインストール時に設定した値である。前値とは一回前の保管の時に指定し
たパラメータである。図５では、文書１を PDL形式（ 2211－ a）とドットイメージ形式（ 22
11－ b）の両方で保管した。文書２と文書ｎも同様に、両方の形式で保管した（ 2212－ a、
2212－ b、 2215－ a、 2215－ｂ）。　文書３と文書Ｎは PDL形式のみ（ 2213－ aと 2216－ a）
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を保管した。文書４はドットイメージ形式のみ（ 2214－ b）を保管した。
【００４８】
また保管庫管理ファイル 2220は、保管文書群 2210の保管管理を行うとともに、保管文書群
2210への操作を高速化するための管理用ファイルである。
【００４９】
保管庫管理ファイル 2220に加え、それと同一内容をメモリに記載した保管庫管理テーブル
2240も設けることにより、保管庫管理サービス部 2230による保管庫 2200、具体的には保管
文書群 2210へのアクセス性能を大幅に向上した。　また出力ワーク部 2400は、プリンタコ
ントローラ 200 が文書の印刷を行ったり、ドットイメージ形式で保管庫 2200へ格納する際
、ワークエリアとして使った。
【００５０】
上記各処理部はソフトウェアの分野においてタスク又はプロセスと呼ばれる処理単位で実
装した。各タスクは、プリンタコントローラと外部の機器、デバイスとの間の入出力やプ
リンタコントローラ内部の処理状況に応じ、第２のＯＳカーネル部 620 が実行を切替える
ようにした。これにより、プリンタコントローラの印刷と保管の性能を向上し、印刷スル
ープットと保管スループットを高めた。
【００５１】
タスクとして具体的には、プリンタ構成管理サービス部 2000、保管庫管理サービス部 2230
、スプール制御サービス部 2110、保管庫格納タイプ１部 2330、描画部 2310、圧縮部 2320、
出力メイン部 2500、エンジン出力部 2600を設けた。
【００５２】
以上の各タスクの処理内容は、後で図２、図４、図５等を用いて、説明するが、概要を以
下で説明する。
【００５３】
プリンタ構成管理サービス部 2000は、各計算機（ 310 、 320 、 330 ）内のプリンタ構成管
理指示部 3180からの要求を実行するための処理部である。
保管庫管理サービス部 2230は、各計算機（ 310 、 320 、 330 ）内の保管庫管理指示部 3170
からの要求を実行するための処理部であり、既に説明した。
【００５４】
スプール制御サービス部 2110は、各計算機（ 310 、 320 、 330）内のスプール制御指示部 3
160からの要求を実行するための処理部であり、これも既に説明した。
【００５５】
保管庫格納タイプ１部 2330は、スプール 2100に格納済みの印刷ジョブを読出し、保管庫 22
00に前述の PDL形式で格納するための処理部である。実際にはスプール読出し部 2120が読
み出した、印刷ジョブの一部である PDL形式の文書データを受取り、保管庫 2200に格納す
る。
【００５６】
描画部 2310は PDL形式の文書を入力し、描画、つまり PDL文書を構成する文字要素、図形要
素、イメージ要素の各々をドット展開し、ドットイメージ形式にして出力する。描画部 23
10からの出力は圧縮部 2320へ渡される。
【００５７】
圧縮部 2320は圧縮前の元のドットイメージ形式の文書を入力し、画像圧縮処理を施し、デ
ータ量を減らした圧縮形式のドットイメージとして、出力ワーク部 2400へ出力する。
【００５８】
出力メイン部 2500は、出力ワーク部 2400から圧縮形式のドットイメージデータを読出し、
エンジン出力部 2600へ出力する。
【００５９】
エンジン出力部 2600は出力メイン部 2500から圧縮形式のドットイメージデータを入力とし
て受取り、各種処理を施した後、プリンタエンジン 500 へ出力する。
なお、先に圧縮部 2320で圧縮されたドットイメージデータは、エンジン出力部 2600内のエ
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ンジン I/Fアダプタ 2640で伸長処理を施し、生のドットイメージデータに戻してから、プ
リンタエンジン 500 へ出力した。
【００６０】
以上の各タスクの処理はソフトウェアで行ったが、各タスクの全体又は一部の処理の実行
を分担する補助ハードウェアを実装し、各タスクの処理性能を向上することもできる。例
えば、描画部 2310と圧縮部 2320について実施すると効果が大きい。本発明でも、性能向上
が必要な場合、オプションとして実施した。
【００６１】
次に図２を用いて、プリンタコントローラ 200 の処理内容をさらに詳しく説明する。図２
を構成する主要部分は、既に説明した。
【００６２】
ここでは、データフローを中心に説明する。
【００６３】
プリンタ構成管理指示部 2180からの要求は、プリンタ構成管理サービス部 2700が受付け、
実行する。
【００６４】
スプールへの印刷ジョブの登録要求 2111は、スプール制御サービス部 2110が受付け、印刷
ジョブとしてスプール 2100に登録される。図３で説明したように、プリンタに対し計算機
300 は、印刷ジョブの登録要求 2111を以下の二通りの方法で出す。
（ a)タイプ１応用プログラム 3140がプリンタ論理ドライバ部 3130経由で、出す
（ b）タイプ２応用プログラム 3140がプリンタ論理ドライバ部 3130を経由せずに、直接出
す
スプールへ格納された各印刷ジョブは、スプール読出し部 2120が順次読出す。スプール読
出し部 2120は各計算機からの各処理要求を解析し、次のいずれであるか判別する。各場合
に対し、以下のようにコード１からコード７を割り当てる。 (１ )印刷のみ；コード１
(２ )PDL形式での保管のみ；コード２
(３ )ドットイメージ形式での保管のみ；コード３
(４ )PDL形式とドットイメージ形式の両方での保管のみ；コード４
(５ )印刷、及び PDL形式での保管；コード５
(６ )印刷、及びドットイメージ形式での保管；コード６
(７ )印刷、及び PDL形式とドットイメージ形式の両方での保管；コード７
コード１、コード３、コード４、コード６、コード７のように、印刷又はドットイメージ
形式での保管のいずれかが指示される場合、スプール読出し部 2120は読出した印刷ジョブ
を構成する PDL文書を、描画部 2310へ出力する。描画部 2310は上述の処理を行い、結果を
圧縮部 2320へ出力する。圧縮部 2320は上述の処理を行い、結果を圧縮形式のドットイメー
ジとして出力ワーク部 2400へ出力する。
【００６５】
コード１、コード５、コード６、コード７のように、印刷が指示される場合、出力メイン
部 2500は、印刷制御部 2510を用いて、出力ワーク部 2400から読出したデータを、エンジン
出力部 2600へ出力する。エンジン出力部 2600は出力メイン部から圧縮形式のドットイメー
ジを入力として受付け、各種処理を施した後、プリンタエンジン 500 へ出力する。
【００６６】
ここで、印刷制御部 2510は以下の処理を行う。
(１ )ページシーケンス制御
(２ )各ページへのエンジン制御情報とフィニッシャ制御情報の設定
（１）のページシーケンス制御では、各計算機 (310 、 320 、 330 )から受信した文書の論
理的なページ順序を、プリンタエンジン 500 が印刷時に必要とする物理的なページ順序に
変換する。
片面印刷の場合、通常ページ順序は変換しない。
両面印刷の場合、プリンタエンジン 500 の要求するページ順序変換を行う。
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通常次の２タイプがある。
【００６７】
（ａ）巡回型両面印刷
論理的なページ順序であるページ１、ページ２、ページ３、ページ４、ページ５、ページ
６、ページ７、ページ８、ページ９、ページ１０を、用紙サイズ毎の滞留枚数で定まる物
理的なページ順序に変換する。滞留枚数が３枚で１０ページ分の印刷を行う場合、ページ
２、ページ４、ページ６、ページ１、ページ８、ページ３、ページ１０、ページ５、ペー
ジ７、ページ９へ変換する。
【００６８】
（ｂ）中間トレイ型両面印刷
論理的なページ順序であるページ１、ページ２、ページ３、ページ４、ページ５、ページ
６、ページ７、ページ８、ページ９、ページ１０を、用紙サイズ毎の中間トレイ格納最大
枚数で定まる物理的なページ順序に変換する。中間トレイ格納最大枚数が３枚で１０ペー
ジ分の印刷を行う場合、ページ４、ページ５、ページ６、ページ１、ページ２、ページ３
、ページ９、ページ１０、ページ７、ページ８へ変換する。
【００６９】
（２）では各ページ毎に、エンジン制御情報とフィニッシャ制御情報を設定する。エンジ
ン制御情報としては給紙部、排紙部について設定し、フィニッシャ制御情報ではステープ
ル止め、穴あけ、平綴じ、中綴じ等を設定する。
【００７０】
コード３、コード４、コード６、コード７のように、ドットイメージ形式での保管が指示
される場合、出力メイン部 2500は、保管庫格納タイプ２部 2520を用いて、出力ワーク部 24
00から読出したデータを、ドットイメージ形式の文書として保管庫 2200へ保管する。
【００７１】
コード２、コード４、コード５、コード７のように、 PDL形式での保管が指示される場合
、スプール読出し部 2120は読出した印刷ジョブを構成する PDL文書を、保管庫格納タイプ
１部 2330へ出力する。  保管庫格納タイプ１部 2330は、入力された文書を PDL形式の文書と
して、保管庫 2200へ保管する。
【００７２】
スプール制御指示部 2160からの各種要求は、スプール制御サービス部 2110が受付け、実行
する。各種要求としては例えば以下のものを用意した。
(１ )印刷ジョブの一覧表示
(２ )印刷ジョブの削除
(３ )印刷ジョブの保留
(４ )印刷ジョブの保留解除
(５ )印刷ジョブ詳細情報の表示
(６ )プリンタの一時停止
(７ )プリンタの再開
(８ )プリンタ内の全印刷ジョブの削除
(９ )プリンタの状態表示
(１０ )プリンタの仕様、設定値の表示
保管庫管理指示部 2170からの各種要求は、保管庫管理サービス部 2230が受付け、実行する
。各種要求としては前述のように、例えば以下のものを用意した。
(１ )ドキュメントの一覧表示
(２ )ドキュメントの削除
(３ )ドキュメントの再印刷
(４ )ドキュメントの表示・編集
(５ )ドキュメントの名前変更
(６ )ドキュメントのアクセス権限の変更
(７ )フォルダの作成
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(８ )フォルダの削除
(９ )フォルダの名前変更
(１０ )フォルダのアクセス権限の変更
次に図４を用いてエンジン出力部 2600の処理内容を説明する。エンジン出力部 2600は、出
力バッファ部 410 、エンジン／フィニッシャ制御部 420 、エンジン制御ドライバ 430、エ
ンジン I/Fアダプタ 2640、フィニッシャ制御ドライバ 440 、フィニッシャ I/Fアダプタ 770 
、パネル制御ドライバ 450 、パネル I/Fアダプタ 760 で構成する。
エンジン出力部 2600は、印刷制御部 2510からページ順序の変換されたドットイメージ形式
のデータを順次受信し、出力バッファ部 410 に格納する。出力バッファ部 410 は２面ペー
ジ構成とし、上記受信と後で説明する出力とを並行処理できるようにした。
【００７３】
エンジン／フィニッシャ制御部 420 は先に説明したタスクやプロセスとして実装する。エ
ンジン／フィニッシャ制御部 420 は、出力バッファ部 410 内の管理情報を読出しながら、
該出力バッファ部 410 内のドットイメージ形式データをプリンタエンジン 500 へ出力し、
実際の印刷を行う。この時エジン制御ドライバ 430とフィニッシャ制御ドライバ 440 を、
デバイスドライバとして用いる。上記 430と 440 のデバイスドライバは、各々プリンタエ
ンジン 500 とフィニッシャに対する入出力処理機能を提供するライブラリプログラムであ
る。これらがプリンタエンジンやフィニッシャ等の物理デバイスとの間でリアルタイム制
御を実施する。なお、デバイスドライバとしてはパネル制御ドライバ 450 も用意し、エン
ジン／フィニッシャ制御部 420 他の処理部が、操作パネルの制御のために使えるようにし
た。
【００７４】
430、 440 、 450 の上記各デバイスドライバは、各々エンジン I/Fアダプタ 2640、フィニッ
シャ I/Fアダプタ 770 、パネル I/Fアダプタ 760 といった各機器やデバイス（プリンタエン
ジン 500 、フィニッシャ、操作パネル）を制御するためのハードウェアアダプタを介して
、各機器の入出力制御を行う。なお、フィニッシャと操作パネルは図示していないが、通
常のプリンタのプリンタが利用するものと同様なものである。
【００７５】
次に図７と図８を用いて、本印刷システムを構成する各装置のハードウェア構成を説明す
る。
【００７６】
初めに  図７を用いて、プリンタコントローラ 200 について説明する。
プリンタコントローラ 200 は、ＭＰＵ 700 、システムバス 701 、ＲＯＭメモリ 710 、ＲＡ
Ｍメモリ 711 、キーボード 721 、マウス 722 、ディスクコントローラ 731 、二次記憶装置
732 、表示コントローラ 741 、ディスプレイ 742 、ネットワークコントローラ 750 、ロー
カル I/Fアダプタ 780 、パネル I/Fアダプタ 760 、エンジン I/Fアダプタ 2640、フィニッシ
ャ I/Fアダプタ 770 からなる装置である。
【００７７】
システムバス 701 は、ＭＰＵ 700 の各種入出力信号（アドレス信号、データ信号、その他
の制御信号）からなる。
【００７８】
ＭＰＵ 700 は本システムバス 701 を介して、キーボード 721 、二次記憶装置 732 、ディス
プレイ 742 、ネットワーク 400 等の周辺装置や、ＲＯＭメモリ 710 、ＲＡＭメモリ 711 等
のメモリと入出力を行う。
【００７９】
キーボード 721 は複数の入力用鍵盤からなる入力装置であり、ポインティングデバイスの
一種であるマウスが接続されている。二次記憶装置 732 は、ディスクコントローラ 731 を
介して、またディスプレイ 742 は表示コントローラ 741 を介してシステムバス 701 に接続
されている。また本装置のシステムバス 701 は、ＬＡＮやＷＡＮ等のネットワーク 400 に
ネットワークコントローラ 750 を介して接続されている。
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【００８０】
ネットワーク 400 の物理Ｉ／Ｆとしては Ethernet、 Token-Ring、 FDDI（ Fiber Distribute
d Data Interfae,）、 ATM(Asynchronous Transfer Mode)、 ISDN（ Integrated Services D
igital Network）等を用い、使用する物理Ｉ／Ｆの種類に応じて本ネットワークコントロ
ーラ 750 のハードウェア論理として適切なものを実装する。
【００８１】
ローカル I/Fアダプタ 780 はプリンタコントローラ 200 を計算機に直接接続するためのア
ダプタである。この場合、計算機とのインターフェースとしてはセントロニクス、 SCSI、
fiber channel、 IEEE1394、 USB、 RS-232C、 RS-422/423等を用い、プリンタローカル I/Fア
ダプタを用いて接続する。
【００８２】
パネル I/Fアダプタ 760 は操作パネルとのインターフェースを行うためのアダプタである
。この場合、パネルとのインターフェースとしては RS-232C、独自インターフェース等を
用いる。
【００８３】
エンジン I/Fアダプタ 2640はプリンタエンジン 500 とのインターフェースをとるためのア
ダプタである。この場合プリンタエンジン 500 とのインターフェースとしてはビデオイン
ターフェースを用いる。
【００８４】
フィニッシャ I/Fアダプタ 770 はフィニッシャとのインターフェースをとるためのアダプ
タである。この場合フィニッシャとのインターフェースとしては RS-232C、 SCSI、独自イ
ンターフェース等を用いる。
【００８５】
ＲＯＭメモリ 710 にはプリンタコントローラ 200 の初期化立上げプログラム（ＩＰＬ（Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｌｏａｄｉｎｇ）プログラムとも呼ぶ）と文字フォント
の一部を格納する。
【００８６】
ＲＡＭメモリ 711 には（ａ）プリンタコントローラの制御プログラム、（ｂ )文字フォン
トの残り、（ｃ）各種バッファメモリ、（ｄ）各種管理テーブル、その他を格納する。こ
れらのうち（ａ）と（ｂ )は前記ＩＰＬプログラムにて、二次記憶装置 732 からロードす
ることにより、格納する。また（ａ）と（ｂ )はＲＡＭメモリ 711 に格納せず、ＲＯＭメ
モリ 710 に予め格納しておいてもよい。また逆にＲＯＭメモリ 710 には文字フォントを一
切格納せず、すべてＲＡＭメモリ 711 に格納してもよい。
【００８７】
エンジン I/Fアダプタ 2640は、ＭＰＵ 700 の指示に従い、操作パネルやプリンタエンジン 5
00 との間で入出力処理を行う。
【００８８】
エンジン I/Fアダプタ 2640は出力バッファ部 410 の内容のプリンタエンジン 500への読出し
処理（ 451－ aと 451－ bに対応）を行う。本読出し処理は、該エンジン I/Fアダプタ 2640に
内蔵されているＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）機能を用いて行う
。紙面一ペ－ジ分のドットイメージデ－タの出力バッファ部 410 からの読出しが終了した
時点で、エンジン I/Fアダプタ 2640がＭＰＵ 700 に対し割込み信号（ＭＰＵ 700 用のバス
信号の一部）をアサートし、ＭＰＵによる出力バッファ部の読出し終了割込み処理を起動
する。本読出し終了割込み処理では、読出しの終わった出力バッファが次のページの印刷
で使えるようになった旨、管理テーブルに設定するとともに、該出力バッファの空きを待
っている圧縮部 2320等のタスクを、該空き状態から解除する。
【００８９】
エンジン I/Fアダプタ 2640は、読込んだ圧縮形式のドットイメージデータに伸長処理を施
し、圧縮前のドットイメージに戻し、該ドットイメージをパラレルシリアル変換しシリア
ル形式に変換してから、プリンタエンジンとの間の画像転送信号 451－ bを用いて、プリン
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タエンジン 500 へ出力する。
【００９０】
エンジン I/Fアダプタ 2640は、プリンタエンジン 500 との間のコマンド送信、ステータス
受信用の信号 452 を用いて、プリンタエンジン 500 へ問合せや指示のためのコマンドを送
信したり、プリンタエンジン 500 から応答ステータスを受信する。
【００９１】
なお、エンジン I/Fアダプタ 2640の実装方法としては、該アダプタに専用のサブＭＰＵを
載せる方法と、載せずに前記ＭＰＵ 700 にて必要な制御処理を行わせる方法の２通りがあ
る。どちらを用いても、実装することができる。
【００９２】
次に、図８を用いて、計算機 300 のハードウェア構成について説明する。　計算機 300 は
、ＭＰＵ 800 、システムバス 801 、ＲＯＭメモリ 810 、ＲＡＭメモリ 811 、キーボード 82
1 、マウス 822 、ディスクコントローラ 831 、二次記憶装置 832 、表示コントローラ 841 
、ディスプレイ 842 、ネットワークコントローラ 850 、プリンタアダプタ 860 からなる装
置である。以上のうち、プリンタアダプタ 860 以外の部分はプリンタコントローラ 200 の
場合と同様に実現することができる。
【００９３】
プリンタアダプタ 860 は計算機 300 がプリンタコントローラ 200 とプリンタローカル I/F
ケーブルを用いて、直接接続するために用いる。この場合、計算機とプリンタコントロー
ラ 200 のインターフェースとしてはセントロニクス、 SCSI、 fiber channel、 IEEE1394、 U
SB、 RS-232C、 RS-422/423等を用いる。
【００９４】
また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理しても良い。この場合、
該属性に PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプの
ドットイメージ形式の任意の組合せである保管形式群を含めた。
【００９５】
図１４を用いて、各文書の属性を説明する。各文書には例えば編集 1402、印刷 1403という
二つの属性を持たせた。なお、編集属性 1402は第１実施例では必ずしも必要でなく、第２
実施例と第３実施例で使うが、ここで説明する。
【００９６】
編集属性 1402には編集可能 (1402－ 1で指し示したマークで示した )と編集済み (1402－ 2で
指し示したマークで示した )の二通りの値を持たせた。
【００９７】
前者の編集可能 1402－ 1は、文書が PDL形式でも保存されており、第２実施例で説明するよ
うに、編集用応用プログラムを用いて該文書に対し表示・編集を行うことができることを
示す。
【００９８】
後者の編集済み 1402－ 2は、文書が PDL形式だが既に編集用応用プログラムで編集されてお
り、該編集用プログラムで開いて２回目以降の表示・編集を行うことができない (定義１ )
ことを示す。
【００９９】
この編集済み 1402－ 2については、以下のようにすることもできる。
編集用応用プログラムで何回でも開き、表示・編集ができるようにする (定義２ )。
編集用応用プログラムで表示のためなら何回でも開けるが、編集迄行う場合は、２回目以
降できないようにする (定義３ )。
【０１００】
つまり、編集済み 1402－ 2の定義を、定義１、定義２、定義３のいずれかにしたり、或い
は定義１、定義２、定義３の何通りかの組合せをサポートすることができる。定義２の仕
様のみ使う場合、編集済み 1402－ 2を図１４の画面に表示しないでも運用上問題がない。
【０１０１】
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印刷属性 1403には印刷可能 (1403－ 1で指し示したマークで示した )と高速印刷可能 (1403－
2で指し示したマークで示した )の二通りの値を持たせた。
【０１０２】
高速印刷可能の代わりに、即印刷可能と読んでも良い。
【０１０３】
前者の印刷可能 1403－ 1は、該文書が再印刷可能だが、必ずしも即印刷されない可能性が
あることを示す。その理由は、文書 1411が PDL形式でのみ保存され、ドットイメージ形式
では保存されていないことに対応する。
【０１０４】
後者の高速印刷可能 1403－ 2は、該文書が高速に、プリンタエンジンの最高性能で再印刷
可能なことを示す。その理由は、文書 1411がドットイメージ形式でも保存されていること
に対応する。
【０１０５】
なお、同じ文書をドットイメージ形式から再印刷する場合と、 PDL形式から再印刷する場
合、本印刷システムでは前者が後者より速いとしたため、上記印刷属性を持たせた。その
速い理由は、 PDL形式の文書を再印刷する場合、該文書に対し、描画部 2310と圧縮部 2320
による処理を経て、出力ワーク部 2400にドットイメージ形式 (圧縮タイプ )の文書を作って
から印刷するが、ドットイメージ形式の文書を再印刷する場合、この描画部と圧縮部によ
る処理が不要であり、出力ワーク部 2400内のドットイメージ形式 (圧縮タイプ )の文書から
再印刷処理を始めることができるためである。特に描画部の頁当りの最大処理時間を一定
値以下に保証するのが難しいためである。一方、ドットイメージ形式から再印刷する場合
は、プリンタエンジン最高性能での再印刷を保証することができる。
【０１０６】
また各文書についてその名前 1401は一つだが、編集属性 1402、印刷属性 1403、サイズ 1404
、登録者 (日時 )1405、最終利用者 (日時 )1406は二行で記述した。上側の行は PDL文書につ
いての属性を示し、下側の行はドットイメージ文書についての属性を示した。
【０１０７】
具体的には、文書 1411について上側の行 1411－ 1に、 PDL文書として保管してあるので編集
可能 1402－ 1、その PDL文書のサイズ、登録者と日時、最終利用者と日時を記録した。また
文書 1411について下側の行 1411－ 2に、ドットイメージ形式文書として保管してないので
印刷可能 1403－ 1(PDL文書としては保存 )と記録した。その他の、サイズ、登録者と日時、
最終利用者と日時の項目はドットイメージ形式文書がないので、空白とした。
【０１０８】
文書 1412について上側の行 1412－ 1に、 PDL文書として保管してあるが編集済みなので編集
済み 1402－ 2、その PDL文書のサイズ、登録者と日時、最終利用者と日時を記録した。また
文書 1412について下側の行 1412－ 2に、ドットイメージ形式文書も保管してあることに伴
う高速印刷可能 1403－ 2、そのドットイメージ文書のサイズ、登録者と日時、最終利用者
と日時を記録した。
【０１０９】
以上の管理の下で、計算機からプリンタへ該文書についての再印刷要求を上記文書名で行
うと、プリンタ内の再印刷処理部が、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一
つである保管形式群に基づき、該文書が PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドッ
トイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか
判定した。
その判定結果に応じ最適な方法で再印刷を行うようにした。例えば、プリンタの保管庫に
前記ドットイメージ形式の文書が保管されているか判定し、あれば該ドットイメージ形式
の文書を用いて再印刷を行った。この場合、文書の印刷属性が高速印刷可能として図１４
のように表示されるので、ユーザは画面を見ただけで、その旨把握することができる。ド
ットイメージ形式の文書がないが PDL形式の文書があれば、それを描画して再印刷を行っ
た。この場合も、文書の印刷属性が印刷可能として表示されるので、ユーザは画面を見た
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だけでその旨把握することができる。
以上の第１実施例によれば、プリンタのユーザが計算機から印刷と保管を任意の組合せで
指示して、プリンタを使うことができる。これにより計算機のユーザは、文書の種類や、
利用目的に応じ、その都度、印刷と保管の任意の組合せを指定して、プリンタを利用する
ことができる。
また保管に際し、ドットイメージ形式に加え PDL形式も利用できるようにするとともに、
以上の２形式の任意の組合せで保管できるようにした。従って、単なる再印刷の場合はド
ットイメージ形式の保管文書を使って、高速な再印刷を行うとともに、面付け編集では PD
L形式の保管文書を使って、画質の劣化のない高品位な編集処理をすることができる。
そして、保管形式の組合せを、計算機のユーザは、文書の種類や、利用目的に応じ、その
都度、プリンタに指示することができる。
また、既存の文書を上記保管庫に取込んで、再印刷、表示・編集等の目的で利用する際、
文書の形式として PDL形式とドットイメージ形式の両方をサポートしているので、取込み
可能な文書の範囲を広くすることもできる。
【０１１０】
以上のように、本プリンタ及び印刷システムにより、単なる印刷でなく、より高度なドキ
ュメントシステムをユーザに提供することができるので、ユーザの使い勝手を大幅に向上
することができる。
【０１１１】
次に本発明の第２実施例について説明する。
【０１１２】
第２実施例の説明で使う図面は第一実施例用の図面に構成要素を追加したものである。具
体的には、図２、図３、図６について構成要素を追加した。第一実施例用のその他の図面
は、第二実施例でもそのまま使った。
なお、第２実施例で追加した構成要素は、第１実施例では不要である。図面の
スペースを節約するため、同じ図面で二つの実施例を説明した。
【０１１３】
まず図６、図２、図３への構成要素の追加について、説明する。
【０１１４】
　プリンタコントローラ 200 に、図６に示すように文書形式変換部 2700を追加した。文書
形式変換部 2700は、保管庫 2200に保管されている保管形式の文書の形式を表示・編集形式
の文書に変換するための部分である。文書形式変換部 2700にはさらに、 PDL形式変換部 271
0とイメージ形式変換部 2720を設けた。 PDL形式変換部 2710は、該保管庫に保管されている
PDL形式 (保管形式の一つ )の文書を表示・編集形式の文書に変換する部分である。 PDL形式
の例としては、 Adobe社の PostScript（登録商標）と PDF（ Portable Document Forma ；登
録商標）、 HP社の PCL-5, PCL-5E, PCL-6, PCL-XL（登録商標）等がある。また表示・編集
形式とは、計算機 300 上のタイプ１応用プログラム 3140やタイプ２応用プログラム 3150が
文書の画面への表示や文書内容の編集 (面付け編集等 )を行うための形式であり、 Adobe社
の PDF（ Portable Document Forma ；登録商標）、 HTML( ext Markup Language)、 XM
L(eXtensible Markup Language)、 SGML(Standard Generalized Markup Language)、 Micro
soft社の EMF（ Enhanced Meta e）  等がある。これらは、前述の PDL形式と一致していな
いが、相互に変換可能である。
【０１１５】
イメージ形式変換部 2720は、該保管庫 2200に保管されている圧縮タイプのドットイメージ
形式の文書を非圧縮タイプのドットイメージ形式の文書に伸長し、変換する部分である。
圧縮アルゴリズムとしては、先に示した任意のものを用いることができる。また上記イメ
ージ形式変換部 2720における伸長処理は、プリンタコントローラ 200 内の (a)ＭＰＵ 700 
上のソフトウェア又は (b)専用ハードウェア (図７には示さず )で行った。
【０１１６】
プリンタコントローラ 200 には、図６に示すように保管庫格納タイプ３部 2340も追加した
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。保管庫格納タイプ３部 2340は表示・編集形式の文書を保管庫 2200へ格納するための部分
であり、後で図２を用いてさらに説明する。
【０１１７】
図２にも、図６と同じ意味で、文書形式変換部 2700、 PDL形式変換部 2710、イメージ形式
変換部 2720、保管庫格納タイプ３部 2340を設けた。図２に示したように、保管庫管理指示
部 2170が保管庫管理サービス部 2230に指示し、様々な保管庫管理のためのサービス処理を
行わせる。この時、上記保管庫管理指示部 2170から保管庫管理サービス部 2230への指示内
容に従い、必要に応じて、保管文書の形式を変換する必要が生じる。この時、保管庫管理
サービス部 2230が該文書形式の変換を、上記文書形式変換部 2700を用いて実行する。
【０１１８】
以上の追加を行うことで、図２における処理内容を以下の点について変更した。
【０１１９】
スプールへ格納された各印刷ジョブは、スプール読出し部 2120が順次読出す。スプール読
出し部 2120は各計算機からの各処理要求を解析し、次のいずれであるか判別する。各場合
に対するコードの割り当てを、以下のようにし、第１実施例の時より拡充した。
（１）印刷のみ；コード１
（２） PDL形式での保管のみ；コード２
（３）ドットイメージ形式での保管のみ；コード３
（３－１）表示・編集形式での保管のみ；コード３１
（４） PDL形式とドットイメージ形式の両方での保管のみ；コード４
（４－１） PDL形式と表示・編集形式での保管のみ；コード４１
（４－２）ドットイメージ形式と表示・編集形式での保管のみ；コード４２
（４－３） PDL形式とドットイメージ形式と表示・編集形式での保管；コード４３
（５）印刷、及び PDL形式での保管；コード５
（６）印刷、及びドットイメージ形式での保管；コード６
（６－１）印刷、及び表示・編集形式での保管；コード６１
（７）印刷、及び PDL形式とドットイメージ形式での保管；コード７
（８）印刷、及び PDL形式と表示・編集形式での保管；コード８
（９）印刷、及びドットイメージ形式と表示・編集形式での保管；コード９
（１０）印刷、及び PDL形式とドットイメージ形式と表示・編集形式での保管；コード１
０
コード１、コード３、コード４、コード４２、コード４３、コード５、コード６、コード
６１、コード７、コード８、コード９、コード１０のように、印刷又はドットイメージ形
式での保管のいずれかが指示される場合、スプール読出し部 2120は読出した印刷ジョブを
構成する PDL文書を、描画部 2310へ出力する。描画部 2310は上述の処理を行い、結果を圧
縮部 2320へ出力する。圧縮部 2320は上述の処理を行い、結果を圧縮形式のドットイメージ
として出力ワーク部 2400へ出力する。
【０１２０】
コード１、コード５、コード６、コード６１、コード７、コード８、コード９、コード１
０のように、印刷が指示される場合、出力メイン部 2500２は、印刷制御部 2510を用いて、
出力ワーク部 2400から読出したデータを、エンジン出力部 2600へ出力する。エンジン出力
部 2600は出力メイン部から圧縮形式のドットイメージを入力として受付け、各種処理を施
した後、プリンタエンジン 500 へ出力する。
印刷制御部 2510の処理内容は、第１実施例の場合と同様である。
【０１２１】
コード３、コード４、コード４２、コード４３、コード６、コード７、コード９、コード
１０のように、ドットイメージ形式での保管が指示される場合、出力メイン部 2500は、保
管庫格納タイプ２部 2520を用いて、出力ワーク部 2400から読出したデータを、ドットイメ
ージ形式の文書として保管庫 2200へ保管する。
【０１２２】
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なお、上記説明では圧縮部 2320があるものとして説明したが、ない場合についても同様に
実現することができる。つまり、プリンタコントローラ 200 はドットイメージ形式で文書
を保管する場合、プリンタコントローラ 200 に圧縮部 2320があればドットイメージデータ
を圧縮し、圧縮タイプにして保管する。圧縮部 2320がなければ、ドットイメージデータを
圧縮せず、非圧縮タイプで保管する。圧縮部 2320は圧縮用のソフトウェア又はハードウェ
アとして実現した。
【０１２３】
コード２、コード４、コード４１、コード４３、コード５、コード７、コード８、コード
１０のように、 PDL形式での保管が指示される場合、スプール読出し部 2120は読出した印
刷ジョブを構成する PDL文書を、保管庫格納タイプ１部 2330へ出力する。  保管庫格納タイ
プ１部 2330は、入力された文書を PDL形式の文書として、保管庫 2200へ保管する。
【０１２４】
コード３１、コード４１、コード４２、コード４３、コード６１、コード８、コード９、
コード１０のように、表示・編集形式での保管が指示される場合、スプール読出し部 2120
は読出した印刷ジョブを構成する表示・編集形式の文書を、保管庫格納タイプ３部 2340へ
出力する。  保管庫格納タイプ３部 2340は、入力された文書を表示・編集形式の文書とし
て、保管庫 2200へ保管する。
【０１２５】
なお、表示・編集形式での保管はすべての応用プログラムに対して可能とはしなかった。
ここでは、タイプ２応用プログラム部の一種である編集用応用プログラムが、プリンタ論
理ドライバ部 3130を経由せずに保管を直接要求する場合にのみ、実行するようにした。
【０１２６】
計算機には、図３に示すように編集用応用プログラム１部 3141、 3151と編集用応用プログ
ラム２部 3142、 3152を設けた。これらのプログラムはタイプ１応用プログラム部 3140又は
タイプ２応用プログラム部 3150に属する。編集用応用プログラム１部 3141、 3151は前述の
PDF等の表示・編集形式の文書を表示・編集することのできる応用プログラムである。編
集用応用プログラム２部 3142、 3152はドットイメージ形式の文書を表示・編集するための
応用プログラムである。ドットイメージ形式としては非圧縮タイプと圧縮タイプの２種類
があるが、編集用応用プログラム２部 3192は非圧縮タイプの方しか処理できないものとし
て、以下説明する。なお、プログラム 3192が非圧縮タイプの文書を直接処理できる場合に
ついても、同様に機能を実現することができる。
【０１２７】
また一つのプログラムに、上記編集用応用プログラム１部と編集用応用プログラム２部の
両方の機能を持たせることも可能である。つまり、 3141と 3142を同一プログラムで実現し
たり、 3151と 3152を同一プログラムで実現することもできる。また 3141と 3151を同一プロ
グラムで実現したり、 3142と 3152を同一プログラムで実現することもできる。さらに、 31
41、 3142、 3151、 3152をすべて、同一プログラムで実現することも可能である。 3141の例
としては、 Adobe社の Acrobat Exchange(登録商標 )がある。
【０１２８】
また本実施例では、計算機からプリンタの保管庫に文書を保管形式で保管しておき、計算
機からプリンタへ該文書についての表示・編集要求を行った場合、以下のようにした。
【０１２９】
つまり、プリンタがプリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求
する表示・編集形式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じならそのまま読出し、計算機に
転送し、異なるならば、プリンタ内の文書形式変換部を用いて、該保管庫に保管されてい
る保管形式の文書の形式を表示・編集形式の文書に変換した後、計算機に転送した。
【０１３０】
計算機上のタイプ２応用プログラムの一つである編集応用プログラムが、プリンタから転
送された上記表示・編集形式の文書を読出し、表示と編集を行うようにした。
【０１３１】
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また計算機からプリンタの保管庫に PDL形式と呼ぶ保管形式で文書を保管しておき、計算
機からプリンタへ該文書についての表示・編集要求を行った場合は、以下のようにした。
【０１３２】
プリンタがプリンタ内の保管文書の形式が計算機上の編集応用プログラムの要求する表示
・編集形式と呼ぶ文書形式と同じか判定し、同じならそのまま読出し、計算機に転送し、
異なるならば、プリンタがプリンタ内の PDL形式変換部を用いて、該保管庫に保管されて
いる PDL形式 (保管形式 )の文書を表示・編集形式の文書に文書に変換した後、計算機に転
送した。
【０１３３】
計算機上のタイプ２応用プログラムの一つである編集応用プログラム１部は、プリンタか
ら転送された上記表示・編集形式の文書を読出し、表示と編集を行うようにした。
【０１３４】
また計算機からプリンタの保管庫にドットイメージ形式で文書を保管しておき、計算機か
らプリンタへ該文書についての表示・編集要求を行った場合は、以下のようにした。
【０１３５】
プリンタがプリンタ内の文書の形式を判定し、非圧縮タイプのドットイメージ形式ならば
そのまま読出し、計算機に転送し、圧縮タイプのドットイメージ形式ならば、文書形式変
換部内のイメージ形式変換部を用いて、該保管庫に保管されている圧縮タイプのドットイ
メージ形式の文書を非圧縮タイプのドットイメージ形式の文書に変換した後、計算機に転
送した。
【０１３６】
計算機上のタイプ２応用プログラムの一つである編集応用プログラム２部が、プリンタか
ら転送された上記非圧縮タイプのドットイメージ形式の文書を読出し、表示と編集を行っ
た。
【０１３７】
また、保管庫に格納されている各文書を文書名とその属性で管理し、該属性に PDL形式、
表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式、圧縮タイプのドットイメージ形式
の任意の組合せである保管形式群を含めた。このうち、各文書についての編集属性と印刷
属性、及びその使い方は、第１実施例で図１４を用いて説明した内容と同じである。なお
、図１４における編集属性 1402とその値、編集可能 1402－ 1と編集済み 1402－ 2は、本第２
実施例で使うと有効であるが、必須というわけではない。
【０１３８】
以上の管理の下で以下のようにした。
(1)計算機からプリンタへ該文書についての再印刷要求を上記文書名で行うと、プリンタ
内の再印刷処理部が、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形
式群に基づき、該文書が PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式
、圧縮タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、その判
定結果に応じ最適な方法で再印刷を行うようにした。例えば、プリンタの保管庫に前記ド
ットイメージ形式の文書が保管されているか判定し、あれば該ドットイメージ形式の文書
を用いて再印刷を行った。ドットイメージ形式の文書がないが PDL形式の文書があれば、
それを描画して再印刷を行った。この (1)の内容は第１実施例の場合と同じである。
【０１３９】
本第２実施例では、次の (2)も可能にした。
(2)計算機からプリンタへ該文書についての表示・編集を上記文書名で行うと、プリンタ
内の再印刷処理部が、該文書名で保管庫に格納されている文書の属性の一つである保管形
式群に基づき、該文書が PDL形式、表示・編集形式、非圧縮タイプのドットイメージ形式
、圧縮タイプのドットイメージ形式のうちどの組合せで保管されているか判定し、その判
定結果に応じ最適な方法で表示・編集を行うようにした。
【０１４０】
例えば、プリンタの保管庫に前記表示・編集形式の文書が保管されているか判定し、あれ
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ば該表示・編集形式の文書をそのまま計算機に転送した。計算機上の編集用応用プログラ
ム１部 3141、 3151が、その転送された表示・編集形式の文書を読出し、表示と編集を行っ
た。
【０１４１】
また、プリンタの保管庫に前記表示・編集形式の文書が保管されていないが PDL形式の文
書が保管されていると判定された場合、上記 PDL形式の文書をプリンタ内の PDL形式変換部
2710を用いて表示・編集形式に変換してから、計算機に転送した。計算機上の編集用応用
プログラム１部 3141、 3151が、その転送された表示・編集形式の文書を読出し、表示と編
集を行った。
【０１４２】
また、プリンタの保管庫に前記表示・編集形式の文書も PDL形式の文書も保管されていな
いがドットイメージ形式の文書が保管されていると判定された場合、さらに該ドットイメ
ージ形式の文書が非圧縮タイプか判定した。非圧縮タイプであれば、そのまま読出し計算
機に転送した。非圧縮タイプでなく、圧縮タイプならば、プリンタ内のイメージ形式変換
部 2720を用いて、保管庫に保管されている圧縮タイプのドットイメージ形式の文書を非圧
縮タイプのドットイメージ形式の文書に変換した後、計算機に転送した。
【０１４３】
計算機上の編集用応用プログラム２部 3142、 3152が、その転送された非圧縮タイプのドッ
トイメージ形式の文書を読出し、表示と編集を行った。
【０１４４】
図１４における編集属性 1402は、例えば以下のように使うことができる。
(a) 編集可能 1402－ 1であれば、編集用応用プログラムで編集することができる。
(b) 編集済み 1402－ 2であれば、第１実施例に示したように、その定義が定義１，２，３
のいずれであるかに応じ、編集用応用プログラムでできる編集操作を制御する。例えば定
義１と３の場合、２回目以降の編集を行うことができない。
以上の第２実施例によれば、プリンタによる文書の保管形式と編集用応用プログラムが必
要とする表示・編集形式が一致していない場合でも、保管形式から表示・編集形式に変換
することにより、編集用応用プログラムで表示・編集できるようにできた。具体的には、
保管形式が PDL形式、圧縮タイプのドットイメージ形式のいずれでも、それらを表示・編
集形式や非圧縮タイプのドットイメージ形式に変換することで、それらを編集用応用プロ
グラムで表示・編集できるようにできた。これにより、ユーザの利便性、使い勝手を高め
ることができた。
【０１４５】
また第１実施例と第２実施例では、各文書を文書名とその属性で管理することにより、ユ
ーザが保管庫内の各文書を操作 (再印刷や表示・編集 )する時、理解し易く、混乱が生じな
いようにできた。というのは、同じ内容の文書に、属性が違うと別の文書名を付けること
ができる。この場合、ユーザは一度別の文書名を付けると、以後それらが同じ内容である
ことが分からなくなり、混乱が生じるからである。ここで文書の内容が同じとは、文書の
保管形式が PDL形式、圧縮タイプのドットイメージ形式、非圧縮タイプのドットイメージ
形式のいずれであろうとも、印刷結果が完全に同じであることを意味する。左記保管形式
が違うだけなのに、別の文書名を付けてしまい、ユーザがそれらの内容が同じことを忘れ
ると、同じであるかチェックするためにはプリンタエンジン 500 で印刷する直前のドット
イメージデータについての比較が必要となる。この場合、チェックのための処理が非常に
大きくなり、ユーザの使い勝手、システム性能が低下するという問題が生じる。
【０１４６】
次に本発明の第３実施例について説明する。本実施例は、第１実施例と第２実施例におい
て、計算機 300 内の文書をプリンタコントローラ 200 の保管庫 2200へ保管する方法につい
てのものである。
【０１４７】
以下図３、図６、および図１５を用いて説明する。図３と図６については、第１実施例と
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第２実施例用の図面に構成要素を追加した。第一実施例用のその他の図面は、第３実施例
でもそのまま使った。
【０１４８】
なお、本第３実施例で追加した構成要素は、第１実施例と第２実施例では不要である。図
面のスペースを節約するため、同じ図面で三つの実施例を説明した。
【０１４９】
まず図３、図６への構成要素の追加について、説明する。
計算機 300 に、図３に示すようにファイル転送送信部 3190を追加した。ファイル転送送信
部 3190は、計算機 300 に直接接続されている二次記憶装置 (ローカル二次記憶装置と呼ぶ )
またはネットワーク 400 環境で共用している二次記憶装置 (共用二次記憶装置と呼ぶ )内の
文書を読出し、プリンタコントローラ 200 内の後で説明するファイル転送受信部 630 に文
書を転送する。
【０１５０】
プリンタコントローラ 200 に、図６に示すようにファイル転送受信部 630 を追加した。フ
ァイル転送受信部 630 は、計算機 300 がファイル転送送信部 3190を用いて送信した文書を
受信する。
【０１５１】
次に図１５を用いて、計算機 300 内の文書をプリンタコントローラ 200 の保管庫 2200へ保
管する手順を説明する。
【０１５２】
初めに図１５を構成する各部分間の情報のやりとりを示す 1501、 1502等の内容を、列挙す
る。
1501：ドキュメント保存開始要求 (保管フォルダ名 )
1502：ワークディレクトリ作成
1503－ 1：ドキュメント転送指示 (文書ファイル名の列 )
1503－ 2：ファイル送信指示
1503－ 3保管フォルダ名への文書ファイルの列の格納
1504－ 1：転送終了報告
1504－ 2：転送終了報告の受信
1505：ドキュメント保存終了要求 (各文書についての (a)新規フォルダ名と (b)新規文書名
の対の列 )
1506：保管庫格納
図１５においては、上記情報のやりとりを用い以下のように順に処理が進められる。
【０１５３】
(1) 初めに計算機 300 内の保管庫管理指示部 3170がプリンタコントローラ 200内の保管庫
管理サービス部 2230に、ドキュメント保存開始要求 (1501)を発行する。この 1501に、その
付随パラメータとして保管フォルダ名を付ける。例えば、 c:＼ wrk＼ 1と付ける。
【０１５４】
(2) 保管庫管理サービス部 2230は、 1501の指示に従い、ファイル転送受信部 630 が受信し
たファイルを格納するためのワークディレクトリを作成する (1502)。この時、ワークディ
レクトリの名称を、 1501の付随パラメータで指定された保管フォルダ名 c:＼ wrk＼ 1(1551)
とする。プリンタコントローラ 200は、この保管フォルダ名の下に、受信した文書ファイ
ルを格納する。
【０１５５】
(3) 保管庫管理指示部 3170がファイル転送送信部 3190に対し、ドキュメント転送指示 (150
3－ 1)を発行し、文書ファイルの列の計算機 300 からプリンタコントローラ 200 への転送
を指示する。 1503－ 1の付随パラメータとして、文書ファイル名の列を付ける。例えば、 d
oc1.pdl,doc2.pdl,・・・ ,docm.dotを付ける。ここでは、仮に doc1.pdlと doc2.pdlを PDL
文書とし、 docm.dotをドットイメージ形式文書とした。
【０１５６】
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(4) ファイル転送送信部 3190が、ファイル転送受信部 630 に対し、ファイル送信指示 (150
3－ 2)を発行することにより、文書ファイルの列を転送する。 1503－ 2の付随パラメータと
して、文書ファイル名の列を付けるが、 1503－ 1の場合と同じである。
ここで、ファイル転送送信部 3190とファイル転送受信部 630 の間のファイル転送には、 ft
p(file transfer protocol)、 HTTP(HyperText Transfer Protocol)等のプロトコルを用い
た。より詳しくは、 ftpの場合、計算機 300 の管理しているローカル二次記憶装置または
共用二次記憶装置内のファイルを、プリンタコントローラ 200 内の ftpサーバ (図１５の 63
0 に相当 )と呼ばれるプログラムに送った。  httpの場合、計算機 300 の管理しているロー
カル二次記憶装置または共用二次記憶装置内のファイルを、プリンタコントローラ 200 内
の HTTPサーバ (図１５の 630
に相当 )と呼ばれるプログラムに送った。
【０１５７】
(5) ファイル転送受信部 630 は、受信した文書ファイルの列を、保管フォルダ名 1550(c:
＼ wrk＼ 1)の下に、格納する (1503－ 3)。結果として、ｍ個の文書 doc1.pdl,doc2.pdl,・・
・ ,docm.dotが該保管フォルダ名 1550の下に格納される。
【０１５８】
(6) ファイル転送受信部 630 は、 1503－ 3において、すべての文書ファイルを保管フォル
ダ 1550に格納し終えたら、転送終了報告 (1504－ 1)を、ファイル転送送信部 3190に送信す
る。
【０１５９】
(7) ファイル転送送信部 3190は、保管庫管理指示部 3170内の転送終了確認部 1504に、上記
転送終了報告を送信し (1504－ 2)、すべての文書ファイルの保管フォルダ 1550への格納を
確認した旨、報告する。
【０１６０】
(8) 保管庫管理指示部 3170は保管庫管理サービス部 2230に対し、ドキュメント保存終了要
求 (1505)を発行し、保管フォルダ 1550に受信済みの文書ファイルの列の、保管庫 2200への
格納を指示する。 1505の付随パラメータとして、各文書について (a)新規保管フォルダ名
と (b)新規文書ファイル名の組の列を付ける。
例えば、 c:＼ f1＼ f1＿ a,doc1.pdl, c:＼ f1＼ f1＿ b,doc2.pdl, ・・・ ,c:＼ f2＼ f2＿ a,doc
m.dotと付ける。
以上の (a)と (b)での指定は、各文書ファイルについて格納先フォルダ名と文書名を新規に
付け直すことを可能にするためのものである。元と同じにしても良い。 (a)と (b)の指定を
省略した場合、すべての文書について、同じフォルダ名と同じ文書名にするといったよう
にすることもできる。
【０１６１】
(9) 最後に、保管庫管理サービス部 2230内の保管庫格納部 1506が、保管フォルダ 1550内の
各文書 1551、 1552、・・・、 155mを、保管庫 2200に 1561、 1562、・・・、 156mとして格納
し、処理を終える。
【０１６２】
1503－ 2と 1503－ 3からなるファイル転送が失敗した場合、 1504－ 1で失敗を報告し、再転
送や計算機 300 への画面表示を行う。この場合、 (8) による文書の保管庫 2200への格納を
行わない。
以上の第３実施例においては、以下の効果がある。
【０１６３】
（１）計算機３００からプリンタコントローラ 200 へ文書を保管する際、ファイル転送に
標準のファイル転送手段 (ftp、 HTTP等 )を使うことができる。従って、ファイル転送のた
めのプログラムの開発が不要である。また ftp等の実績のあるファイル転送機能を使うこ
とにより、ファイル転送の性能と信頼性を確保することもできる。
【０１６４】
（２）さらに、受信用ワークディレクトリ (1550)へのファイル転送が成功したことを確認
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してから、本来の保管庫 2200への格納を行うことができる。
これにより、保管庫 2200への格納失敗とファイル転送の失敗を、ユーザやシステム管理者
は区別して知ることができるという効果がある。ファイル転送を確認しないで保管庫 2200
へいきなり格納する場合、以上の区別ができないので、障害時の対応が難しいという問題
点が発生する。
【０１６５】
【発明の効果】
　本発明によれば、単なる印刷用のプリンタでなく、より高度なドキュメントシステムを
ユーザに提供することができるので、ユーザの使い勝手を大幅に向上す ことができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるプリンタ、及び印刷システムの構成図である。
【図２】　本発明におけるプリンタコントローラの制御方式を説明するための図である。
【図３】　本発明における計算機の構成を説明するための図である。
【図４】　本発明におけるプリンタコントローラのエンジン出力部の制御方式を説明する
ための図である。
【図５】　本発明におけるプリンタコントローラの保管庫を説明するための図である。
【図６】　本発明におけるプリンタコントローラの構成を説明するための図である。
【図７】　本発明におけるプリンタコントローラのハードウェア構成図である。
【図８】　本発明における計算機のハードウェア構成図である。
【図９】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である。
【図１０】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である
。
【図１１】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である
。
【図１２】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である
。
【図１３】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である
。
【図１４】　本発明における計算機のユーザインターフェースを説明するための図である
。
【図１５】　本発明における計算機からプリンタコントローラへの文書の保管を説明する
ための図である。
【符号の説明】
100 ：プリンタ、 200 ：プリンタコントローラ、 310， 320， 330：計算機、 400 ：ネット
ワーク、 410 ：プリンタローカル I/F、 500 ：プリンタエンジン、 2100：スプール、 2110
：スプール制御サービス部、 2200：保管庫、 2230：保管庫管理サービス部、 2310：描画部
、 2400：出力ワーク部、 2500：出力メイン部、 2600：エンジン出力部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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