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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の通信媒体を介して１又は複数の情報処理装置，印刷管理サーバ，複数の印刷装置
と通信可能なプリントサーバであって、
前記情報処理装置から受信した印刷データを蓄積する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する情報および前記印刷データの
書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生成手段と、
前記書誌情報データ生成手段により生成された書誌情報データを前記印刷管理サーバに
送信する書誌情報データ送信手段と、
前記書誌情報データ送信手段により送信された書誌情報データを記憶管理するとともに
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、印刷装置から受信した当該記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷
要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定するとともに
、該特定されたプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した
印刷命令信号を出力する機能を備える前記印刷管理サーバから、前記印刷命令信号を受信
する受信手段と、
前記受信手段で受信した、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号
に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する出力
手段と
を有することを特徴とするプリントサーバ。
【請求項２】
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前記書誌情報データは、該書誌情報データに対応する印刷データを処理可能な印刷装置
の機種を特定するための情報を含むことを特徴とする請求項１記載のプリントサーバ。
【請求項３】
前記印刷データは、前記１又は複数の情報処理装置でアプリケーションプログラムから
受信したデータに基づいて印刷装置に対応して生成された印刷データ、または原稿から画
像情報を読み取った画像データに基づいて印刷装置に対応して生成された印刷データであ
ることを特徴とする請求項１又は２記載のプリントサーバ。
【請求項４】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
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定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
ーバに、前記印刷命令信号を送信可能な印刷管理サーバであって、
前記プリントサーバから受信した、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定す
る情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理する書誌情報デ
ータ記憶手段と、
印刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷
要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定し、該特定し
た前記プリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令
信号を出力する印刷命令信号出力手段と
を有することを特徴とする印刷管理サーバ。
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【請求項５】
前記書誌情報データは、外部装置にログインするためのログインユーザ情報を含むもの
であり、
前記印刷装置から受信した前記ログインユーザ情報を含む一覧要求信号に基づいて、前
記記憶管理される書誌情報データから前記ログインユーザ情報に対応する書誌情報データ
を取得する書誌情報データ取得手段と、
前記書誌情報データ取得手段で取得した書誌情報データの一覧情報を前記印刷装置に返
信する一覧返信手段と
を有することを特徴とする請求項４記載の印刷管理サーバ。
【請求項６】
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前記書誌情報データは、該書誌情報データに対応する印刷データを処理可能な印刷装置
の機種を特定するための情報を含み、前記一覧要求信号は該一覧要求信号を送信した印刷
装置の機種情報を含み、
前記書誌情報データ取得手段は、前記印刷装置から受信した一覧要求信号に含まれる印
刷装置の機種情報に基づいて、前記記憶管理される書誌情報データから前記印刷装置で処
理可能な印刷データの書誌情報データを取得することを特徴とする請求項５記載の印刷管
理サーバ。
【請求項７】
前記書誌情報データは、機種間のカラー互換性，モノクロ互換性を示す情報を含むこと
を特徴とする請求項６記載の印刷管理サーバ。
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【請求項８】
ＩＣカード内に記憶されるＩＣカード認証情報と外部装置にログインするためのログイ
ンユーザ情報との対応を示す認証用テーブルを記憶する認証用テーブル記憶手段と、
前記印刷装置から受信した前記ＩＣカードから読み取られたＩＣカード認証情報を含む
認証要求信号に応じて、該ＩＣカード認証情報の前記認証用テーブルに基づく認証処理を
行い、該認証処理が成功した旨の情報として、該ＩＣカード認証情報に対応するログイン
ユーザ情報を前記認証用テーブルから読み出して、前記印刷装置に返信する認証手段と、
を有することを特徴とする請求項４〜７のいずれかに記載の印刷管理サーバ。
【請求項９】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
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ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
ーバ、
および、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する情報および前記印刷データ
の書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理するとともに、印刷装置から受信した前記記
憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷
データを格納しているプリントサーバを特定するとともに、該特定されたプリントサーバ
に対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号を出力する印刷管
理サーバと、通信可能な印刷装置であって、
前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバにて記憶管理される書誌情報データに対
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応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求手段と、
前記印刷要求信号に応じて、前記印刷管理サーバから前記印刷要求信号で指定された印
刷データが格納されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に基づいて該プリン
トサーバから送信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理手段と
を有することを特徴とする印刷装置。
【請求項１０】
前記書誌情報データは、外部装置にログインするためのログインユーザ情報を含むもの
であり、
前記印刷管理サーバに対して前記ログインユーザ情報を含む一覧要求信号を送信し、該
印刷管理サーバから返信される前記ログインユーザ情報に対応する書誌情報データの一覧
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情報を取得する一覧情報取得手段を有し、
前記印刷要求手段は、前記一覧情報取得手段により取得された一覧情報から前記印刷管
理サーバに記憶管理される書誌情報データを選択し、該選択された書誌情報データに対応
する印刷データの印刷要求信号を送信することを特徴とする請求項９記載の印刷装置。
【請求項１１】
前記書誌情報データは、該書誌情報データに対応する印刷データを処理可能な印刷装置
の機種を特定するための情報を含むものであり、
前記印刷管理サーバに対して当該印刷装置自身の機種情報を含む一覧要求信号を送信し
、該印刷管理サーバから返信される当該印刷装置で処理可能な設定情報を含む書誌情報デ
ータの一覧情報を取得する一覧情報取得手段を有し、
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前記印刷要求手段は、前記一覧情報取得手段により取得された一覧情報から前記印刷管
理サーバに記憶管理される書誌情報データを選択し、該選択された書誌情報データに対応
する印刷データの印刷要求信号を送信することを特徴とする請求項９又は１０記載の印刷
装置。
【請求項１２】
ＩＣカード内に記憶されるＩＣカード認証情報を読み取り可能なＩＣカード読み取り手
段と、
前記ＩＣカード読み取り手段により前記ＩＣカードから読み取ったＩＣカード認証情報
を含む認証要求信号を送信することで、返信される、前記ＩＣカード認証情報に対応する
前記ログインユーザ情報を取得する認証要求手段とを有することを特徴とする請求項１０
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又は１１記載の印刷装置。
【請求項１３】
前記印刷処理手段は、ＩＣカードがカードリーダで検知されることで印刷処理を行うこ
とを特徴とする請求項９〜１２のいずれかに記載の印刷装置。
【請求項１４】
前記ＩＣカードは金額データが記憶されており、
前記印刷処理手段で印刷処理する際に、当該印刷処理に基づく金額をＩＣカードに記憶
されている金額データから差し引くように書き換えする書換手段と
を有することを特徴とする請求項１３記載の印刷装置。
【請求項１５】
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前記ＩＣカードに記憶されている金額データが、前記印刷処理手段での印刷処理に基づ
く金額より少なかった場合に、メッセージを表示するメッセージ表示手段と
を有することを特徴とする請求項１４記載の印刷装置。
【請求項１６】
前記印刷処理手段は、前記カードリーダでのＩＣカードが検知されなくなった場合には
、印刷処理を中断することを特徴とする請求項１３〜１５のいずれかに記載の印刷装置。
【請求項１７】
所定の通信媒体を介して通信可能な１又は複数の情報処理装置と、１又は複数のプリン
トサーバと、印刷管理サーバと、複数の印刷装置とで構成されるプリントシステムであっ
て、
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前記プリントサーバは、
前記情報処理装置から受信した印刷データを蓄積する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する情報および前記印刷データの
書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生成手段と、
前記書誌情報データ生成手段により生成された書誌情報データを前記印刷管理サーバに
送信する書誌情報データ送信手段と、
前記印刷管理サーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に
基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する出力手
段とを有するものであり、
前記印刷管理サーバは、
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前記プリントサーバから受信した前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する
情報および前記対応する印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理する書誌
情報データ記憶手段と、
前記印刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの
印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納している前記プリントサーバを特定し、
該特定したプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷
命令信号を出力する印刷命令信号出力手段とを有するものであり、
前記印刷装置は、
前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバにて記憶管理される書誌情報データに対
応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求手段と、
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前記印刷要求信号に応じて、前記印刷管理サーバから前記印刷要求信号で指定された印
刷データが格納されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に基づいて該プリン
トサーバから送信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理手段とを有するこ
とを特徴とするプリントシステム。
【請求項１８】
所定の通信媒体を介して１又は複数の情報処理装置，印刷管理サーバ，複数の印刷装置
と通信可能な、前記情報処理装置から受信した印刷データを記憶する記憶手段を有するプ
リントサーバにおける印刷データ蓄積方法であって、
書誌情報データ生成手段が、前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する
情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生
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成ステップと、
書誌情報データ送信手段が、前記書誌情報データ生成ステップにより生成された書誌情
報データを前記印刷管理サーバに送信する書誌情報データ送信ステップと、
受信手段が、前記書誌情報データ送信ステップにより送信された書誌情報データを記憶
管理するとともに、印刷装置から受信した当該記憶管理される書誌情報データに対応する
印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを
特定するとともに、該特定されたプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷
データを指定した印刷命令信号を出力する機能を備える前記印刷管理サーバから、前記印
刷命令信号を受信する受信ステップと、
出力手段が、受信ステップで受信した、前記印刷装置および前記印刷データを指定した
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印刷命令信号に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを
出力する出力ステップと
を実行することを特徴とする印刷データ蓄積方法。
【請求項１９】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
ーバに、前記印刷命令信号を送信可能な印刷管理サーバの印刷管理方法であって、
書誌情報データ登録手段が、前記プリントサーバから受信した、前記印刷データを格納
するプリントサーバを特定する情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報デー
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タを記憶手段に登録させる書誌情報データ登録ステップと、
印刷命令信号出力手段が、印刷装置から受信した前記登録される書誌情報データに対応
する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサー
バを特定し、該特定した前記プリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷デー
タを指定した印刷命令信号を出力する印刷命令信号出力ステップと
を実行することを特徴とする印刷管理方法。
【請求項２０】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
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ーバ、および、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する情報および前記印刷
データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理するとともに、印刷装置から受信した
前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前
記印刷データを格納しているプリントサーバを特定するとともに、該特定された前記プリ
ントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号を出力
する印刷管理サーバと、通信可能な印刷装置における印刷方法であって、
印刷要求手段が、前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバに記憶管理される書誌
情報データに対応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求ステップと、
印刷処理手段が、前記印刷要求信号に応じて、前記印刷管理サーバから前記印刷要求信
号で指定された印刷データが格納されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に
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基づいて該プリントサーバから送信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理
ステップと
を実行することを特徴とする印刷方法。
【請求項２１】
所定の通信媒体を介して通信可能な１又は複数の情報処理装置と、該情報処理装置から
受信した印刷データを記憶する記憶手段を有する１又は複数のプリントサーバと、印刷管
理サーバと、複数の印刷装置とで構成されるプリントシステムにおける印刷方法であって
、
前記プリントサーバは、
書誌情報データ生成手段が、前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する
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情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生
成ステップと、
書誌情報データ送信手段が、前記書誌情報データ生成ステップにより生成された書誌情
報データを前記印刷管理サーバに送信する書誌情報データ送信ステップと、
受信手段が、前記書誌情報データ送信ステップにより送信された書誌情報データを記憶
管理するとともに、印刷装置から受信した当該記憶管理される書誌情報データに対応する
印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを
特定するとともに、該特定されたプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷
データを指定した印刷命令信号を出力する機能を備える前記印刷管理サーバから、前記印
刷命令信号を受信する受信ステップと、

50

(6)

JP 4317162 B2 2009.8.19

出力手段が、受信ステップで受信した、前記印刷装置および前記印刷データを指定した
印刷命令信号に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを
出力する出力ステップとを実行するものであり、
前記印刷管理サーバは、
書誌情報データ登録手段が、前記プリントサーバから受信した前記印刷データを格納す
るプリントサーバを特定する情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データ
を記憶手段に登録させる書誌情報データ登録ステップと、
印刷命令信号出力手段が、印刷装置から受信した前記登録される書誌情報データに対応
する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサー
バを特定し、該特定した前記プリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷デー
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タを指定した印刷命令信号を出力する印刷命令信号出力ステップとを実行するものであり
、
前記印刷装置は、
印刷要求手段が、前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバに記憶管理される書誌
情報データに対応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求ステップと、
印刷処理手段が、前記印刷要求信号に応じて前記印刷管理サーバから前記印刷要求信号
で指定された印刷データが格納されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に基
づいて該プリントサーバから送信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理ス
テップとを実行することを特徴とする印刷方法。
【請求項２２】
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所定の通信媒体を介して１又は複数の情報処理装置，印刷管理サーバ，複数の印刷装置
と通信可能なプリントサーバを、
前記情報処理装置から受信した印刷データを蓄積する記憶手段、
前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する情報および前記印刷データの
書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生成手段、
前記書誌情報データ生成手段により生成された書誌情報データを前記印刷管理サーバに
送信する書誌情報データ送信手段、
前記書誌情報データ送信手段により送信された書誌情報データを記憶管理するとともに
、印刷装置から受信した当該記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷
要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定するとともに
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、該特定されたプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した
印刷命令信号を出力する機能を備える前記印刷管理サーバから、前記印刷命令信号を受信
する受信手段、
前記受信手段で受信した、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号
に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する出力
手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項２３】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
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定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
ーバに、前記印刷命令信号を送信可能な印刷管理サーバを、
前記プリントサーバから受信した、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定す
る情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理する書誌情報デ
ータ記憶手段、
印刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷
要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定し、該特定し
た前記プリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令
信号を出力する印刷命令信号出力手段
として機能させるためのプログラム。
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【請求項２４】
情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとともに、印刷管理サ
ーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指
定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は複数のプリントサ
ーバ、
および、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する情報および前記印刷データ
の書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理するとともに、印刷装置から受信した前記記
憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷
データを格納しているプリントサーバを特定するとともに、該特定されたプリントサーバ
に対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号を出力する印刷管
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理サーバと、通信可能な印刷装置を、
前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバにて記憶管理される書誌情報データに対
応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求手段、
前記印刷要求信号に応じて、前記印刷管理サーバから前記印刷要求信号で指定された印
刷データが格納されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に基づいて該プリン
トサーバから送信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理手段
として機能
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、プリントサーバを用いて印刷データを一時蓄積し、印刷を行う際に、該一時
蓄積された印刷データに対する印刷要求を所望の印刷装置から行うことで該印刷装置から
印刷を行うことを可能とするプリントシステムの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、ユーザが印刷装置からサーバ上に一時蓄積された印刷データに対して印刷要
求を行うことで当該印刷装置から印刷データの出力を可能にする所謂「プルプリント（蓄
積印刷）」の印刷システムが提案されている。これにより、ユーザはアプリケーションか
らの印刷時に特定の印刷装置への出力ではなく、所望の印刷装置からの印刷データ出力を
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可能としている。
【０００３】
例えば、特許文献１には従来のプルプリントシステムが開示されており、一時保存した
印刷ジョブを印刷装置側から指定することで印刷する仕組みが開示されている。具体的に
はクライアントの端末からジョブサーバに印刷データを蓄積する際にジョブサーバで識別
番号を作成し、クライアント端末に通知する。そして、後にユーザは出力したいプリンタ
に接続されているプリントサーバから該識別番号を入力して該ジョブサーバに印刷要求を
行うことで該プリントサーバに接続されたプリンタからの出力を可能とするものである。
【特許文献１】特開２０００−０３５８６９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１に記載のシステムにおいては、所望のプリンタからの出力を
可能とするものであるが、印刷ジョブをジョブサーバで一括管理するために相当数のユー
ザがこの仕組みを用いた場合にジョブサーバに蓄積される印刷ジョブのデータ量が膨大に
なるだけでなく、ユーザからの印刷要求処理が頻繁になりジョブサーバの負荷が増大して
レスポンスが悪化する恐れがあるという問題を有している。
【０００５】
また、この問題を解決するために、例えば、ジョブサーバを複数台設置することも考え
られるが、特許文献１のシステムをそのまま適用すると、プリントサーバからジョブサー
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バの印刷ジョブを指定する際に、ジョブサーバを適切に選択して該ジョブサーバに対して
印刷要求を行わなければならず、ユーザは、どのジョブサーバに印刷ジョブが存在してい
るかを把握しておかなければならないという問題が発生する。
【０００６】
本発明の目的は、印刷データを印刷時に指定されたプリントサーバに保存し、印刷デー
タの書誌情報については印刷管理サーバで一元管理して、プリントサーバに蓄積された印
刷データを所望の印刷装置から容易に出力することができるプリントサーバおよびプリン
トシステムおよび印刷管理サーバおよび印刷装置および印刷データ蓄積方法および印刷管
理方法および印刷方法およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明は、所定の通信媒体を介して１又は複数の情報処理装置，印刷管理サーバ，複数
の印刷装置と通信可能なプリントサーバであって、前記情報処理装置から受信した印刷デ
ータを蓄積する記憶手段と、前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する情
報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生成
手段と、前記書誌情報データ生成手段により生成された書誌情報データを前記印刷管理サ
ーバに送信する書誌情報データ送信手段と、前記書誌情報データ送信手段により送信され
た書誌情報データを記憶管理するとともに、印刷装置から受信した当該記憶管理される書
誌情報データに対応する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納し
ているプリントサーバを特定するとともに、該特定されたプリントサーバに対して、前記
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印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号を出力する機能を備える前記印刷
管理サーバから、前記印刷命令信号を受信する受信手段と、前記受信手段で受信した、前
記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指定された印
刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する出力手段とを有することを特徴とす
る。
【０００８】
また、本発明は、情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくとと
もに、印刷管理サーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号に
基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又は
複数のプリントサーバに、前記印刷命令信号を送信可能な印刷管理サーバであって、前記
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プリントサーバから受信した、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する情報
および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理する書誌情報データ記
憶手段と、印刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷デー
タの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定し、
該特定した前記プリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した
印刷命令信号を出力する印刷命令信号出力手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
さらに、本発明は、情報処理装置から受信した印刷データを記憶手段に格納しておくと
ともに、印刷管理サーバから受信した印刷装置および印刷データを指定した印刷命令信号
に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指定された印刷データを出力する１又
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は複数のプリントサーバ、および、前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する
情報および前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理するとともに、印
刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの印刷要求
信号に基づいて、前記印刷データを格納しているプリントサーバを特定するとともに、該
特定されたプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷データを指定した印刷
命令信号を出力する印刷管理サーバと、通信可能な印刷装置であって、前記印刷管理サー
バに対して該印刷管理サーバにて記憶管理される書誌情報データに対応する印刷データの
印刷要求信号を送信する印刷要求手段と、前記印刷要求信号に応じて、前記印刷管理サー
バから前記印刷要求信号で指定された印刷データが格納されたプリントサーバに送信され
る前記印刷命令信号に基づいて該プリントサーバから送信される印刷データを受信して印
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刷処理を行う印刷処理手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
また、本発明は、所定の通信媒体を介して通信可能な１又は複数の情報処理装置と、１
又は複数のプリントサーバと、印刷管理サーバと、複数の印刷装置とで構成されるプリン
トシステムであって、前記プリントサーバは、前記情報処理装置から受信した印刷データ
を蓄積する記憶手段と、前記記憶手段に記憶した印刷データの蓄積場所を特定する情報お
よび前記印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを生成する書誌情報データ生成手段
と、前記書誌情報データ生成手段により生成された書誌情報データを前記印刷管理サーバ
に送信する書誌情報データ送信手段と、前記印刷管理サーバから受信した印刷装置および
印刷データを指定した印刷命令信号に基づいて、前記指定された印刷装置に対して前記指
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定された印刷データを出力する出力手段とを有するものであり、前記印刷管理サーバは、
前記プリントサーバから受信した前記印刷データを格納するプリントサーバを特定する情
報および前記対応する印刷データの書誌情報を含む書誌情報データを記憶管理する書誌情
報データ記憶手段と、前記印刷装置から受信した前記記憶管理される書誌情報データに対
応する印刷データの印刷要求信号に基づいて、前記印刷データを格納している前記プリン
トサーバを特定し、該特定したプリントサーバに対して、前記印刷装置および前記印刷デ
ータを指定した印刷命令信号を出力する印刷命令信号出力手段とを有するものであり、前
記印刷装置は、前記印刷管理サーバに対して該印刷管理サーバにて記憶管理される書誌情
報データに対応する印刷データの印刷要求信号を送信する印刷要求手段と、前記印刷要求
信号に応じて、前記印刷管理サーバから前記印刷要求信号で指定された印刷データが格納
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されたプリントサーバに送信される前記印刷命令信号に基づいて該プリントサーバから送
信される印刷データを受信して印刷処理を行う印刷処理手段とを有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、印刷データの書誌情報データを印刷管理サーバにより一括記憶管理し
、印刷データ自体については、プリントサーバに格納し、さらに、印刷装置への印刷デー
タ出力については、印刷装置からの印刷要求に応じて印刷管理サーバが発行する印刷命令
信号に基づいて、要求された印刷データを格納するプリントサーバが実行するので、プリ
ントサーバに蓄積された印刷データを所望の印刷装置から容易に出力することができるフ
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レキシブルなプルプリント環境を構築することができる等の効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
〔第１実施形態〕
以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１３】
図１は、本発明のプリントサーバおよび印刷管理サーバおよび印刷装置を適用可能なプ
リントシステムの構成の一例を示すシステム構成図である。
【００１４】
図１の「事業所Ａ」に示すように、本実施形態のプリントシステムは、１又は複数のク
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ライアントＰＣ１００（例えば、ユーザ毎）、１又は複数のプリントサーバ２００（例え
ば、階毎に設置）、１又は複数の複合機３００（例えば、階毎に設置），印刷管理サーバ
４００、１又は複数のログインサービスＰＣ５００（例えば、階毎に設置）、ディレクト
リサービスサーバ６００がローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）７００を介して接続さ
れる構成となっている。
【００１５】
クライアントＰＣ１００には、プリントドライバがインストールされており、アプリケ
ーションプログラムを介して、プリントサーバ２００等へ印刷データを送信し、プリント
サーバ２００の所定の格納場所（スプール領域）に格納させることができる。
【００１６】
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プリントサーバ２００は、クライアントＰＣ１００から受信した上記印刷データに対応
する書誌情報データを生成し、印刷管理サーバ４００に送信して、該印刷管理サーバ４０
０の所定の格納場所に格納させることができる。
【００１７】
また、プリントサーバ２００は、外部から受信したＬＰＲコマンド（ＬＰＲ印刷を指示
するコマンド）に基づいて上記所定の格納場所に格納している印刷データを複合機３００
へ転送制御する。
【００１８】
印刷管理サーバ４００は、書誌情報ＤＢ（後述する図１１に示す）を備え、プリントサ
ーバ２００から送信される書誌情報（プリントサーバ２００内に蓄積された印刷データに
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対応する書誌情報）を受信し、書誌情報ＤＢにより記憶管理する。また、印刷管理サーバ
４００は、ＩＣカード認証用テーブル（後述する図２２に示す）を記憶し、複合機３００
からのＩＣカードによる認証依頼に応じて、該ＩＣカード認証用テーブルを用いて認証処
理を行う。さらに、印刷管理サーバ４００は、複合機３００からの印刷要求（書誌情報Ｄ
Ｂで管理される書誌情報に対応する印刷データの印刷要求）に応じて、該印刷データの印
刷指示をプリントサーバ２００に行う。
【００１９】
ログインサービスＰＣ５００は、複合機３００のログインサービスとして、ディレクト
リサービスサーバ６００で記憶管理されているクライアントＰＣ１００のログインユーザ
ＩＤ，パスワード（例えば、マイクロソフト社のWindows（登録商標）のログインユーザ

20

名（ユーザＩＤ），パスワード）に基づく認証処理（ＳＳＯ（Single Sign‑ON））を行う
ものであり、例えば、キヤノン社のセキュリティエージェント（Security Agent）を搭載
したパーソナルコンピュータである。
【００２０】
ディレクトリサービスサーバ６００は、ネットワーク上に存在するサーバ、クライアン
ト、プリンタ等のハードウェア資源や、それらを使用するユーザの属性（クライアントＰ
Ｃ１００のログインユーザＩＤ，パスワード（例えば、マイクロソフト社のWindows（登
録商標）のログインユーザ名（ユーザＩＤ），パスワード）を含む）、アクセス権等の情
報を一元記憶管理するものであり、例えば、アクティブディレクトリ（Active Directory
）機能を搭載したサーバである。
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【００２１】
また、本実施形態のプリントシステムは、上述した構成の「事業所Ａ」と、１又は複数
のクライアントＰＣ１００，１又は複数のプリントサーバ２００，１又は複数の複合機３
００がＬＡＮ７００を介して接続される構成の１又は複数の「事業所Ｂ」とが、ＷＡＮ８
００を介して接続される構成であってもよい。
【００２２】
以下、図２を用いて、図１に示したクライアントＰＣ１００，プリントサーバ２００，
印刷管理サーバ４００，ログインサービスＰＣ５００，ディレクトリサービスサーバ６０
０に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成について説明する。
【００２３】
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図２は、図１に示したクライアントＰＣ１００，プリントサーバ２００，印刷管理サー
バ４００，ログインサービスＰＣ５００，ディレクトリサービスサーバ６００に適用可能
な情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００２４】
図２において、２０１はＣＰＵで、システムバス２０４に接続される各デバイスやコン
トローラを統括的に制御する。また、ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰ
Ｕ２０１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Basic Input / Output System）やオペレー
ティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或いは各ＰＣの実行する機能を
実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶されている。
【００２５】

50

(11)

JP 4317162 B2 2009.8.19

２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ
２０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２
１１からＲＡＭ２０３にロードして、該ロードしたプログラムを実行することで各種動作
を実現するものである。
【００２６】
また、２０５は入力コントローラで、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のマウス等の
ポインティングデバイス等からの入力を制御する。２０６はビデオコントローラで、ＣＲ
Ｔディスプレイ（ＣＲＴ）２１０等の表示器にへの表示を制御する。なお、図２では、Ｃ
ＲＴ２１０と記載しているが、表示器はＣＲＴだけでなく、液晶ディスプレイ等の他の表
示器であってもよい。これらは必要に応じて管理者が使用するものである。

10

【００２７】
２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム，各種のアプリケーション，フォン
トデータ，ユーザファイル，編集ファイル，各種データ等を記憶するハードディスク（Ｈ
Ｄ）や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタ
を介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１への
アクセスを制御する。
【００２８】
２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワーク（例えば、図１に示したＬＡＮ７０
０）を介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実
行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
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【００２９】
なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォン
トの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ＣＲＴ２１０上での表示を可能と
している。また、ＣＰＵ２０１は、ＣＲＴ２１０上の不図示のマウスカーソル等でのユー
ザ指示を可能とする。
【００３０】
本発明を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されてお
り、必要に応じてＲＡＭ２０２にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行され
るものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる定義ファイル及び各種情報
テーブル等も、外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明も後述
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する。
【００３１】
次に、図３を用いて、図１に示した複合機２００を制御するコントローラユニットのハ
ードウェア構成について説明する。
【００３２】
図３は、図１に示した複合機２００のコントローラユニットのハードウェア構成の一例
を示すブロック図である。
【００３３】
図３において、３１６はコントローラユニットで、画像入力デバイスとして機能するス
キャナ３１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ３１２と接続する一方、ＬＡ
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Ｎ（例えば、図１に示したＬＡＮ７００）や公衆回線（ＷＡＮ）（例えば、ＰＳＴＮまた
はＩＳＤＮ等）と接続することで、画像データやデバイス情報の入出力を行う。
【００３４】
コントローラユニット３１６において、３０１はＣＰＵで、システム全体を制御するプ
ロセッサである。３０２はＲＡＭで、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモ
リであり、プログラムを記録するためのプログラムメモリや、画像データを一時記録する
ための画像メモリでもある。
【００３５】
３０３はＲＯＭで、システムのブートプログラムや各種制御プログラムが格納されてい
る。３０４はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で、システムを制御するための各種プロ
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グラム，画像データ等を格納する。
【００３６】
３０７は操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）で、操作部（ＵＩ）３０８とのインタ
フェース部であり、操作部３０８に表示する画像データを操作部３０８に対して出力する
。また、操作部Ｉ／Ｆ３０７は、操作部３０８から本システム使用者が入力した情報（例
えば、ユーザ情報等）をＣＰＵ３０１に伝える役割をする。なお、操作部３０８はタッチ
パネルを有する表示部を備え、該表示部に表示されたボタンを、ユーザが押下（指等でタ
ッチ）することにより、各種指示を行うことができる。
【００３７】
３０５はネットワークインタフェース（Network I/F）で、ネットワーク（ＬＡＮ）に
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接続し、データの入出力を行う。３０６はモデム（MODEM）で、公衆回線２３１に接続し
、ＦＡＸの送受信等のデータの入出力を行う。
【００３８】
３１８は外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）で、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４，プリンタ
ポート，ＲＳ−２３２Ｃ等の外部入力を受け付けるＩ／Ｆ部であり、本実施形態において
は認証で必要となるＩＣカードの読み取り用のカードリーダ３１９が外部Ｉ／Ｆ部３１８
に接続されている。そして、ＣＰＵ３０１は、この外部Ｉ／Ｆ３１８を介してカードリー
ダ３１９によるＩＣカードからの情報読み取りを制御し、該ＩＣカードから読み取られた
情報を取得可能である。以上のデバイスがシステムバス３０９上に配置される。
【００３９】

20

３２０はイメージバスインタフェース（IMAGE BUS I/F）であり、システムバス３０９
と画像データを高速で転送する画像バス３１５とを接続し、データ構造を変換するバスブ
リッジである。
【００４０】
画像バス３１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス３１５
上には以下のデバイスが配置される。
【００４１】
３１０はラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）で、例えば、ＰＤＬコード等のベクトル
データをビットマップイメージに展開する。３１１はプリンタインタフェース（プリンタ
Ｉ／Ｆ）で、プリンタ３１２とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同期
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系／非同期系の変換を行う。また、３１３はスキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ）
で、スキャナ３１４とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同期系／非同
期系の変換を行う。
【００４２】
３１７は画像処理部で、入力画像データに対し補正、加工、編集を行ったり、プリント
出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。また、これに加えて、
画像処理部３１７は、画像データの回転や、多値画像データに対してはＪＰＥＧ、２値画
像データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００４３】
スキャナ部３１４は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤラインセンサで走査する

40

ことで、ラスタイメージデータとして電気信号に変換する。原稿用紙は原稿フィーダのト
レイにセットし、装置使用者が操作部３０８から読み取り起動指示することにより、ＣＰ
Ｕ３０１がスキャナ３１４に指示を与え、フィーダは原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿
画像の読み取り動作を行う。
【００４４】
プリンタ部３１２は、ラスタイメージデータを用紙上の画像に変換する部分であり、そ
の方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからイン
クを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等があるが、どの方式でも
構わない。プリント動作の起動は、ＣＰＵ３０１からの指示によって開始する。なお、プ
リンタ部３１２には、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の
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給紙段を持ち、それに対応した用紙カセットがある。
【００４５】
操作部３０８は、ＬＣＤ表示部を有し、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られており
、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置情報
を操作部Ｉ／Ｆ３０７を介してＣＰＵ３０１に伝える。また、操作部３０８は、各種操作
キーとして、例えば、スタートキー、ストップキー、ＩＤキー、リセットキー等を備える
。
【００４６】
ここで、操作部３０８のスタートキーは、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに
用いる。スタートキーの中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤがあり、その色によってスター
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トキーが使える状態にあるかどうかを示す。また、操作部３０８のストップキーは、稼働
中の動作を止める働きをする。また、操作部３０８のＩＤキーは、使用者のユーザＩＤを
入力する時に用いる。リセットキーは、操作部からの設定を初期化する時に用いる。
【００４７】
カードリーダ３１９は、ＣＰＵ３０１からの制御により、ＩＣカード（例えば、ソニー
社のフェリカ（ＦｅｌｉＣａ）（登録商標））内に記憶されている情報を読み取り、該読
み取った情報を外部Ｉ／Ｆ３１８を介してＣＰＵ３０１へ通知する。
【００４８】
以上のような構成によって、複合機３００は、スキャナ３１４から読み込んだ画像デー
タをＬＡＮ７００上に送信したり、ＬＡＮ７００から受信した印刷データをプリンタ３１
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２により印刷出力することができる。
【００４９】
また、スキャナ３１４から読み込んだ画像データをモデム３０６により、公衆回線上に
ＦＡＸ送信したり、公衆回線からＦＡＸ受信した画像データをプリンタ３１２により出力
することできる。
【００５０】
以下、図４を用いて、本実施形態のプリントシステムにおけるプルプリントの全体の流
れについて説明する。
【００５１】
まず、本実施形態のプルプリントを実行するための前提について説明する。
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【００５２】
まず、各クライアントＰＣ１００へは、通常のプリンタドライバをインストールして、
論理プリンタを追加しておく（後述する図６に示す「モノクロ印刷」６０１，「カラー印
刷」６０２に示す）。なお、この論理プリンタは、その印刷先（印刷ポート）がプリント
サーバ２００に設定されている（後述する図５に示す）。
【００５３】
この各クライアントＰＣ１００に追加された、印刷先がプリントサーバ２００に設定さ
れた論理プリンタに対して、ユーザが印刷指示を行うことにより、本実施形態のプルプリ
ントが実行される。
【００５４】
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以下、本実施形態のプルプリントの全体の流れについて説明する。
【００５５】
図４は、本実施形態のプリントシステムにおけるプルプリントの全体の流れ説明する模
式図である。
【００５６】
図４に示すように、まず、ユーザは、クライアントＰＣ１００にログインし（（１）−
１）、該クライアントＰＣ１００で実行されるアプリケーションプログラムから、印刷先
（印刷ポート）がプリントサーバ２００に指定された論理プリンタへの印刷指示を行う（
（１）−２）。
【００５７】
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この印刷指示に応じて、クライアントＰＣ１００のアプリケーションプログラムは、グ
ラフィックエンジンを介して、プリンタドライバにデータを送信する。クライアントＰＣ
１００のプリンタドライバは、該アプリケーションプログラムからグラフィックエンジン
を介して受け取ったデータに基づいて印刷データを生成する。そして、クライアントＰＣ
１００は、ＬＰＲプロトコルを用いてプリントサーバ２００に接続して、上記生成した印
刷データを送信して（（２）−１）、プリントサーバ２００の所定の格納場所（予め設定
されているスプール領域）に格納させる（（２）−２）。なお、上記プリントサーバ２０
０の所定の格納場所に格納される印刷データのファイル名については後述する。また、プ
リントサーバ２００は、上記所定の格納場所に印刷データが格納されても、印刷装置への
送信は行わない。
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【００５８】
次に、プリントサーバ２００は、クライアントＰＣ１００から受信して上記所定の格納
場所に格納された上記印刷データから書誌情報データを抽出（生成）し（（２）−３）、
該抽出（生成）した書誌情報データを印刷管理サーバ４００に送信して、ネットワーク上
でのファイル共有の仕組みを用いて印刷管理サーバ４００の所定の格納場所（予め設定さ
れているディレクトリ）に格納させる（（３）−１）。なお、上記印刷管理サーバ４００
の所定の格納場所に格納される書誌情報データのファイル名はについては後述する。
【００５９】
印刷管理サーバ４００は、上記所定のディレクトリを監視し、該所定のディレクトリに
クライアントＰＣ１００から書誌情報ファイルが格納されると、該書誌情報ファイルを解
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析し書誌情報を書誌情報ＤＢ（印刷管理サーバ４００の外部記憶装置上に構築される）に
登録する（（３）−２）。
【００６０】
また、複合機３００は、カードリーダ３１９により読み取り可能なＩＣカードを検知す
ると、該ＩＣカード内の個人認証情報を読み取り、該読み取った個人認証情報を認証要求
として印刷管理サーバ４００に送信する（（４）−１）。個人認証情報は、認証に用いら
れる情報であり該ＩＣカードの製造番号でも良い。
【００６１】
印刷管理サーバ４００は、複合機３００より個人認証情報を受信すると、該個人認証情
報の認証処理を印刷管理サーバ４００の外部記憶装置上に記憶されるＩＣカード認証用テ
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ーブルに基づいて行い、認証結果を複合機３００に返信する（（４）−２）。なお、認証
処理に成功した場合には、認証結果として、クライアントＰＣ１００のログインユーザＩ
Ｄを送信するものとする。
【００６２】
次に、複合機３００は、印刷管理サーバ４００から、認証に成功した旨の認証結果（ク
ライアントＰＣ１００のログインユーザＩＤ）を受信すると、印刷管理サーバ４００に印
刷データ一覧要求を送信する（（５）−１）。なお、印刷データ一覧要求には、クライア
ントＰＣ１００のログインユーザＩＤが含まれているものとする。
【００６３】
印刷管理サーバ４００は、複合機３００から印刷データ一覧要求を受信すると、該印刷
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データ一覧要求に含まれるログインユーザＩＤなどで書誌情報ＤＢを検索して、該ログイ
ンユーザＩＤに対応する印刷データ一覧を生成し、複合機３００に返信する（（５）−２
）。
【００６４】
複合機３００は、印刷管理サーバ４００から印刷データ一覧を受信すると、該印刷デー
タ一覧を操作部３０８のＵＩ上に表示する。そして、ユーザにより、印刷データが選択さ
れ、印刷指示がなされると、複合機３００は、該選択された印刷データの印刷要求（出力
指示）を印刷管理サーバ４００に送信する（６）。なお、この印刷要求は、クライアント
ＰＣ１００のログインユーザＩＤ，印刷データのタイムスタンプを含むものとする。
【００６５】
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印刷管理サーバ４００は、複合機３００から印刷データの印刷要求（出力指示）を受信
すると（６）、該出力指示がなされた印刷データの書誌情報を、クライアントＰＣ１００
のログインユーザＩＤ，印刷データのタイムスタンプをキーにして書誌情報ＤＢから検索
し、該検索した書誌情報から該当する印刷データを格納しているプリントサーバ２００を
特定し、該プリントサーバ２００に該当する印刷データの印刷指示を送信する（７）。な
お、上記印刷指示は、該当する印刷データファイル名を含む印刷コマンドである。
【００６６】
プリントサーバ２００は、印刷管理サーバ４００から印刷指示を受信すると、該印刷指
示に基づいてＬＰＲプロトコルにより印刷データを複合機３００に送信して複合機３００
で印刷させる（８）。

10

【００６７】
複合機３００は、プリントサーバ２００から印刷データを受信すると、印刷処理を実行
する。そして、該印刷処理を終了すると、複合機３００は、該終了した印刷処理の印刷完
了通知を印刷管理サーバ４００に送信する（９）。
【００６８】
以下、図５を参照して、論理プリンタにおける印刷先（印刷ポート）の設定について説
明する。
【００６９】
図５は、図１に示したクライアントＰＣ１００にインストールされた論理プリンタにお
けるポート設定画面の一例を示す図である。

20

【００７０】
図５において、４０１はプリンタ名またはＩＰアドレス設定欄であり、この設定欄にプ
リントサーバ２００のコンピュータ名又はプリントサーバ２００のＩＰアドレス（図４に
示した例では「192.168.1.1」）を設定する。これにより、当該論理プリンタの印刷先（
印刷ポート）がプリンタサーバ２００に設定される。
【００７１】
４０２はプロトコル設定欄であり、本実施形態の論理プリンタは、ＬＰＲプロトコルが
設定される。また、４０３はＬＰＲキュー名設定欄である。このＬＰＲキュー名設定欄４
０３にキュー名を設定する。本実施形態の論理プリンタでは、「ＰＤＬ名（印刷データ格
納ディレクトリ）‑出力デバイス機種名」が設定される。なお「ＰＤＬ名（印刷データ格
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納ディレクトリ）」とは、当該論理プリンタに対応するプリンタドライバで印刷データを
生成する際に用いるプリンタ記述言語名またはプリンタ制御言語名に対応する。また、「
ＰＤＬ名（印刷データ格納ディレクトリ）」は、プリントサーバ２００において、印刷デ
ータ格納ディレクトリとして使用される。即ち、本実施形態のプリントサーバ２００は、
印刷データをＰＤＬ毎に格納する。
【００７２】
また、「出力デバイス機種名」とは、当該論理プリンタに対応するプリンタドライバの
機種名に対応する。また、「出力デバイス機種名」は、プリントサーバ２００において、
印刷データファイル名を生成する際に使用される。即ち、本実施形態のプリントサーバ２
００は、印刷データファイル名をプリンタドライバの機種名毎に管理することが可能とな
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る。
【００７３】
例えば「ＰＤＬ名（印刷データ格納ディレクトリ）」が「qStore」で、且つ「出力デバ
イス機種名」が「ｑPrint」の場合には、ＬＰＲキュー名設定欄４０３に設定されるキュ
ー名は「qStore‑ｑPrint」となる。
【００７４】
以下、図６を参照して、図１に示した各クライアントＰＣ１００上で動作するアプリケ
ーションプログラム上での印刷指示について説明する。
【００７５】
図６は、図１に示したクライアントＰＣ１００上で動作するアプリケーションプログラ
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ムの印刷画面の一例を示す模式図であり、クライアントＰＣ１００のＣＰＵの制御により
表示器に表示される。
【００７６】
図６において、６１０はプリンタ選択部で、クライアントＰＣ１００に設定されている
論理プリンタから、印刷を行う論理プリンタを選択するためのものである。
【００７７】
このプリンタ選択部６１０において、「モノクロ印刷」６０１は、印刷先（印刷ポート
）がプリントサーバ２００に設定された論理プリンタに対応するものであり、モノクロ印
刷データを生成する場合に使用される。また、「カラー印刷」６０２は、印刷先（印刷ポ
ート）がプリントサーバ２００に設定された論理プリンタに対応するものであり、カラー

10

印刷データを生成する場合に使用される。
【００７８】
プリンタ選択部６１０で、いずれかの論理プリンタを選択され、ＯＫボタン６０５をポ
インティングデバイス等で指示されると（図４の（１）−２）、アプリケーションプログ
ラムは、印刷のためのデータを、プリンタ選択部６１０で選択された論理プリンタに対応
するプリンタドライバにグラフィックエンジンを介して送信する。すると、プリンタドラ
イバは、まず、アプリケーションプログラムから（グラフィックエンジンを介して）デー
タを受け取り、アプリケーションプログラムから受け取ったデータに基づいて印刷データ
を生成する。そして、プリンタドライバは、ＬＰＲプロトコルを用いて論理プリンタの印
刷先（印刷ポート）に設定されたプリントサーバ２００に接続して、上記生成した印刷デ
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ータを送信して（図４の（２）−１）、プリントサーバ２００の所定の格納場所（スプー
ル領域）に格納させる（図４の（２）−２）。このとき、ＬＰＲプロトコルにて前述のキ
ュー名（ＬＰＲキュー名設定欄４０３に設定されたキュー名）がプリントサーバ２００に
通知される。
【００７９】
なお、プリンタドライバは、アプリケーションから指示された印字や描画命令の出力に
基づいて印刷データを生成するだけでなく、プリンタドライバやプリンタが持つ機能を制
御するための印刷設定を行う機能（ユーザインタフェース）と、その印刷設定をインスト
ールされた論理プリンタ毎に外部記憶装置に記憶する機能等を有する。また、この印刷設
定は、米国Microsoft社のWindows（登録商標）の場合、DevMode構造体に格納される。こ
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のDevMode構造体とは、プリンタが使用可能な機能，レイアウト設定，仕上げ設定，給・
排紙設定，印字品質設定（カラーモードを含む）等の論理プリンタに関するデフォルトの
動作条件を含む各種設定を記憶するために、米国Microsoft社が規定したものであり、イ
ンストールされた論理プリンタ毎に外部記憶装置に記憶される。なお、プリンタドライバ
で生成される印刷データは、この印刷設定等から生成される制御情報とＰＤＬデータを含
む。
【００８０】
なお、上述した印刷設定を行う機能（ユーザインタフェース）は、図６のプロパティボ
タン６０３を押下することにより、クライアントＰＣ１００のＣＰＵの制御により表示器
に表示される。

40

【００８１】
以下、図７を参照して、図１に示した各クライアントＰＣ１００上で動作するプリンタ
ドライバプログラムのユーザインタフェース（印刷設定画面）について説明する。
【００８２】
図７は、図１に示したクライアントＰＣ１００上で動作するプリンタドライバプログラ
ムのユーザインタフェース（印刷設定画面）の一例を示す模式図であり、クライアントＰ
Ｃ１００のＣＰＵの制御により表示器に表示される。なお、当該ユーザインタフェースで
は、上述した各種印刷設定を行うことが可能であるが、ここでは特にカラーモードの設定
を例にして説明する。
【００８３】
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図７において、７０１はカラーモード設定欄であり、「モノクロ」又は「カラー／モノ
クロ自動切替」をポインティングデバイス等で選択設定可能である。ここで「モノクロ」
が設定された場合には、強制的にモノクロで印刷データが生成される。さらに、この「モ
ノクロ」の場合、生成される印刷データ内の制御情報内に「カラープリンタの時のみ有効
な強制モノクロ出力マーク「ＯＮ」」の情報が含まれる。
【００８４】
また、カラーモード設定欄７０１が「カラー／モノクロ自動切替」に設定された場合に
は、アプリケーションから受け取ったデータに基づいてプリンタドライバの判断により、
カラー印刷データ又はモノクロ印刷データが生成される。
【００８５】

10

７０２はＯＫボタン、７０４は適用ボタンであり、これらのボタンがポインティングデ
バイス等で指示されると、プリンタドライバは、当該ユーザインタフェースで設定された
印刷設定を、上述のDevMode構造体に格納する。
【００８６】
７０３はキャンセルボタンであり、このボタンがポインティングデバイス等で指示され
ると、プリンタドライバは、当該ユーザインタフェースで設定された印刷設定を破棄して
、当該ユーザインタフェースを終了させる。
【００８７】
以下、図８，図９を参照して、図１に示したプリントサーバ２００におけるＬＰＲデー
タ処理動作について説明する。
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【００８８】
図８は、本発明のプリントシステムにおける第１の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートであり、図１に示したプリントサーバ２００のデーモンプログラムにおけるＬＰＲ
データ処理に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したプリントサー
バ２００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実行する
ことにより実現される。また、図中、Ｓ１０１〜Ｓ１０９は各ステップを示す。
【００８９】
また、図９は、本発明のプリントシステムにおけるスプール領域のディレクトリ構成の
一例を示す図である。
【００９０】
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図９において、８３０は格納親ディレクトリ（例：spool）であり、プリントサーバ２
００がＬＰＲ受信した印刷データを格納する場所（スプール領域）の先頭ディレクトリに
対応する。この格納親ディレクトリ８３０の下には、印刷データ格納場所ディレクトリが
ＰＤＬ名毎に生成される。図９に示した例では、印刷データ格納場所ディレクトリ１（例
：qStore1）８４０，印刷データ格納場所ディレクトリ２（例：qStore2）８５０，・・・
が生成されている。
【００９１】
また、各印刷データ格納場所ディレクトリの下には、書誌情報抽出前の印刷データを格
納するためのＴｅｍｐフォルダと、書誌情報データ抽出を失敗した印刷データを格納する
ためのエラーデータフォルダが生成される。例えば、図９に示した例では、印刷データ格
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納場所ディレクトリ１（例：qStore1）８４０の下には、Ｔｅｍｐフォルダ８４１，エラ
ーデータフォルダ８４２が生成されている。また、印刷データ格納場所ディレクトリ２（
例：qStore2）８５０の下には、Ｔｅｍｐフォルダ８５１，エラーデータフォルダ８５２
が生成されている
以下、図８の各ステップについて説明する。
【００９２】
プリントサーバ２００のＣＰＵは、図８のフローチャートに対応するデーモンプログラ
ムを起動すると、まず図８のステップＳ１０１において、初期設定ファイルを読み込む。
なお、この初期設定ファイルには、監視すべきＬＰＤポート番号（デフォルトでは「５１
５」），ＬＰＲデータ（印刷データ）の格納親ディレクトリのパス（図９に示す「格納デ
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ィレクトリ」８３０へのパス）等の情報が記載されている。
【００９３】
次に、ステップＳ１０２において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、ＬＰＲ接続要求
があるか否かを監視し、ＬＰＲ接続要求があるまで監視を続ける。
【００９４】
一方、ステップＳ１０２で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、ＬＰＲ接続要求がある
と判定した場合には、ステップＳ１０３に処理を進める。ステップＳ１０３において、プ
リントサーバ２００のＣＰＵは、印刷データ一時保存用ファイル名に用いるユニークなシ
ーケンス番号（ＳＥＱＮｏ.）を生成する。
【００９５】
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次に、ステップＳ１０４において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、上記ＬＰＲ接続
要求からＬＰＲキュー名「ＰＤＬ名（印刷データ格納ディレクトリ）‑出力デバイス機種
名」（例：qStore1‑qPrint1）を取得し、該取得したＬＰＲキュー名から「ＰＤＬ名（印
刷データ格納ディレクトリ）」（例：qStore1）と「出力デバイス機種名」（例：qPrint1
）を分離取得する。
【００９６】
次に、ステップＳ１０５において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、印刷データの格
納に用いる印刷データファイル名を生成する。なお、印刷データファイル名は、ＬＰＲ接
続要求のあった「接続タイムスタンプ（西暦月日時分秒ミリ秒）」と、ステップＳ１０４
で取得した「出力デバイス機種名」と、ステップＳ１０３で生成した「ユニークなＳＥＱ
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Ｎｏ.」から生成される。例えば「接続タイムスタンプ（西暦月日時分秒ミリ秒；YYYYMMD
Dhhmmssddd）」が「2004年07月29日21時14分01秒015ミリ秒」で、且つ「出力デバイス機
種名」が「qPrint1」で、且つ「ユニークなＳＥＱＮｏ.」が「0001」の場合、生成される
印刷データファイル名は「20040729211401015ｑPrint1‑0001.prs」となる。
【００９７】
次に、ステップＳ１０６において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、上記ＬＰＲ通信
が終了したか否かを判定する。ステップＳ１０６で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、
まだＬＰＲ通信が終了していないと判定した場合には、ステップＳ１０４で取得した印刷
データ格納場所情報のディレクトリ（例えば、印刷データ格納場所情報ディレクトリ１（
qStore1）８４０）内のＴｅｍｐフォルダ（Ｔｅｍｐフォルダ８４１）に印刷データを保
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存し（図４の（２）−２）、ステップＳ１０６に処理を戻し、ＬＰＲ通信の終了を監視す
る。なお、ステップＳ１０７で、印刷データ格納場所情報のディレクトリ，Ｔｅｍｐフォ
ルダが存在しない場合には該ディレクトリを生成するものとする。
【００９８】
一方、ステップＳ１０６で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、既にＬＰＲ通信が終了
したと判定した場合には、ステップＳ１０８に処理を進める。ステップＳ１０８において
、プリントサーバ２００のＣＰＵは、上記ＬＰＲ通信が正常終了したか否かを判定し、正
常終了したと判定した場合には、ステップＳ１０２に処理を戻し、ＬＰＲ接続要求を監視
する。
【００９９】
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一方、ステップＳ１０８で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、上記ＬＰＲ通信が正常
終了しなかった（異常終了した）と判定した場合には、ステップＳ１０９に処理を進める
。ステップＳ１０９において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、ステップＳ１０７で印
刷データを格納したＴｅｍｐフォルダ（例えば、Ｔｅｍｐフォルダ８４１）から上記印刷
データを削除し、ステップＳ１０２に処理を戻し、ＬＰＲ接続要求を監視する。
【０１００】
以下、図９〜図１１を参照して、図１に示したプリントサーバ２００における書誌情報
データ抽出処理動作について説明する。
【０１０１】
図１０は、本発明のプリントシステムにおける第２の制御処理手順の一例を示すフロー
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チャートであり、図１に示したプリントサーバ２００における書誌情報データ抽出処理に
対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したプリントサーバ２００のＣ
ＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実行することにより実
現される。また、図中、Ｓ２０１〜Ｓ２０７は各ステップを示す。
【０１０２】
図１１は、本発明のプリントシステムにおける書誌情報ファイルの構成を示す図である
。
【０１０３】
図１１に示すように、書誌情報ファイルは、「ユーザ（オーナ）ＩＤ」，「印刷データ
格納コンピュータ名／ＩＰアドレス」，「ＬＰＲキュー名の機種名（例：ｑPrint）」「

10

印刷データのパス（ファイル名を含むフルパス）」，「印刷データのドキュメント名」，
「部数」，「ページ数」，「片面ｏｒ両面」，「用紙サイズ」，「Ｊｏｂ識別子」，「プ
リンタ機種（例：qPrint）がカラープリンタの時のみ有効な強制モノクロ出力マーク」を
含む。
【０１０４】
なお、こここで、「ユーザ（オーナ）ＩＤ」は、クライアントＰＣ１００のログインユ
ーザＩＤを示す。また、「印刷データ格納コンピュータ名／ＩＰアドレス」は、印刷デー
タを格納するプリントサーバ２００のコンピュータ名又はＩＰアドレスを示す。さらに、
「印刷データのパス」は、印刷データが格納されている格納親ディレクト８３０からのパ
スを示す。例えば、「spool¥qStore1¥・・・」とする。

20

【０１０５】
また、「印刷データのドキュメント名」は印刷データのドキュメント名を示す。さらに
、「部数」は印刷データの部数を示す。また、「ページ数」１部あたりのページ数を示す
。さらに、「片面ｏｒ両面」は片面印刷設定されているか両面印刷設定されているかを示
す。
【０１０６】
また、「用紙サイズ」は印刷する用紙のサイズを示す。「Ｊｏｂ識別子」はプリンタド
ライバで生成された印刷ジョブの識別子を示す。さらに、「プリンタ機種（例：qPrint）
がカラープリンタの時のみ有効な強制モノクロ出力マーク」は、印刷データ作成時にプリ
ンタドライバのカラーモード設定（図７に示したカラーモード設定欄７０１）が「モノク

30

ロ」に設定されているか否かを示す。
【０１０７】
以下、図１０の各ステップについて説明する。
【０１０８】
プリントサーバ２００のＣＰＵは、本フローチャートに対応するデーモンを起動すると
、まず図１０のステップＳ２０１において、初期設定ファイルを読み込む。なお、この初
期設定ファイルには、図１に示した印刷管理サーバ４００のコンピュータ名（又はＩＰア
ドレス），書誌情報データ格納フォルダのパス等の情報が記載されている。
【０１０９】
次に、ステップＳ２０２において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、図９に示した格

40

納親ディレクトリ８３０の下に存在する各Ｔｅｍｐフォルダ（図９に示した例では、Ｔｅ
ｍｐフォルダ８４１，８５１，・・・）に新規印刷データが格納されたか否かを監視し、
新規印刷データが格納される（図４の（２）−２）まで監視を続ける。
【０１１０】
一方、ステップＳ２０２で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、いずれかのＴｅｍｐフ
ォルダに新規印刷データが格納されたと判定した場合には、ステップＳ２０３に処理を進
める。ステップＳ２０３において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、Ｔｅｍｐフォルダ
内の印刷データより書誌情報データ（図１１に示す書誌情報ファイル内の各データ）を抽
出する（図４の（２）−３）。例えば、印刷データがポストスクリプト（PostScript）で
記載されている場合には、ポストスクリプトのタグ情報から抽出し書誌情報ファイルを生
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成する。
【０１１１】
抽出する情報は、詳細には図１１に示した書誌情報ファイル内の「ユーザ（オーナ）Ｉ
Ｄ」，「印刷データのドキュメント名」，「部数」，「ページ数」，「片面ｏｒ両面」，
「用紙サイズ」，「Ｊｏｂ識別子」，「プリンタ機種（例：qPrint）がカラープリンタの
時のみ有効な強制モノクロ出力マーク」に対応する情報である。なお、書誌情報ファイル
内の「印刷データ格納コンピュータ名／ＩＰアドレス」については、当該プリントサーバ
２００自身のコンピュータ名／ＩＰアドレスとする。また、書誌情報ファイル内の「印刷
データのパス」については、書誌情報データを抽出した印刷データが格納されているＴｅ
ｍｐフォルダの１つ上の印刷データ格納場所ディレクトリに印刷データがあるものとして

10

生成する。例えば、図９に示したＴｅｍｐフォルダ８４１に格納された印刷データ「2004
0729211401015ｑPrint1‑0001.prs」の場合には、「印刷データのパス」を「spool¥qStore
1¥20040729211401015ｑPrint1‑0001.prs」とする。
【０１１２】
次に、ステップＳ２０４において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、ステップＳ２０
３で書誌情報データの抽出に成功したか否かを判定し、成功したと判定した場合には、ス
テップＳ２０５に処理を移行させる。ステップＳ２０５において、プリントサーバ２００
のＣＰＵは、ステップＳ２０３で書誌情報データを抽出した印刷データをＴｅｍｐフォル
ダから該Ｔｅｍｐフォルダの１つ上の印刷データ格納場所ディレクトリに移動させる。例
えば、図９に示したＴｅｍｐフォルダ８４１から印刷データ格納場所ディレクトリ１（例

20

：qStore1）８４０に移動させる。
【０１１３】
次に、ステップＳ２０７において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、抽出した書誌情
報データを印刷管理サーバ４００に送信して、ネットワーク上でのファイル共有の仕組み
を用いて印刷管理サーバ４００の所定の格納場所に書誌情報ファイル（図１１）として格
納させる（図４の（３）−１）。なお、印刷管理サーバ４００の所定の格納場所に格納さ
れる書誌情報データのファイル名は、プリントサーバ２００から指定されるファイル名と
なる（例えば、印刷データファイル名から抽出される「接続タイムスタンプ（西暦月日時
分秒ミリ秒）」＋「ユーザ（オーナ）ＩＤ」.inf）。対応する印刷データファイル名が「
20040729211401015ｑPrint1‑0001.prs」で、且つ「ユーザ（オーナ）ＩＤ」が「UserA」
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の場合、書誌情報ファイル名は「20040729211401015UserA.inf」となる。そして、プリン
トサーバ２００のＣＰＵは、ステップＳ２０２に処理を戻し、Ｔｅｍｐフォルダへの新規
印刷データの格納を監視する。
【０１１４】
一方、ステップＳ２０４で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、ステップＳ２０３で書
誌情報データの抽出に成功しなかった（失敗した）と判定した場合には、ステップＳ２０
６に処理を移行させる。ステップＳ２０６において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、
ステップＳ２０３で書誌情報データの抽出に失敗した印刷データをＴｅｍｐフォルダから
該Ｔｅｍｐフォルダと同列のエラーデータフォルダに移動させる。例えば、図９に示した
Ｔｅｍｐフォルダ８４１からエラーデータフォルダ８４２に移動させる。そして、プリン
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トサーバ２００のＣＰＵは、ステップＳ２０２に処理を戻し、Ｔｅｍｐフォルダへの新規
印刷データの格納を監視する。なお、ステップＳ２０６で、予め登録されている管理者の
通知先に、書誌情報抽出エラーがあった旨のメッセージを通知（例えば、メール通知）す
るように構成してもよい。
【０１１５】
以下、図１２〜図１４を参照して、図１に示した印刷管理サーバ４００における書誌情
報ファイル監視処理について説明する。
【０１１６】
図１２は、本発明のプリントシステムにおける第３の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における書誌情報ファイル監視処理
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に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した印刷管理サーバ４００の
ＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実行することにより
実現される。また、図中、Ｓ３０１〜Ｓ３０７は各ステップを示す。
【０１１７】
図１３は、本発明のプリントシステムにおけるプリンタグループテーブルの構成の一例
を示す図である。なお、このプリンタグループテーブルは、例えば、ＣＳＶ形式のテキス
トファイルで構成されており、印刷管理サーバ４００の外部メモリに格納されるものとす
る。
【０１１８】
図１３に示すように、プリンタグループテーブルには、「機種名」，「出力制御情報」

10

，「カラーグループＮｏ」，「モノクログループＮｏ」の項目が紐付けられて格納されて
いる。
【０１１９】
なお、「機種名」は、プリンタドライバの「出力デバイス機種名（例：qPrint）」に対
応する（プリンタ機種名ともいう）。また、「出力制御情報」は、図７に示したカラーモ
ード設定欄７０１に「モノクロ」設定された状態でプリンタドライバにて生成された印刷
データを印刷処理可能な（又は印刷を許可された）機種は「

」となり、印刷処理不可能

な（又は印刷を許可されていない）機種は「Ｙ」となる。つまり、「Ｙ」は出力制御とし
て制限が掛けられていることになる。
20

【０１２０】
さらに、「カラーグループＮｏ」が同一の機種では、互いに、カラー印刷データを印刷
処理可能である（又は印刷を許可されている）ことを示す。また、「モノクログループＮ
ｏ」が同一の機種では、互いに、モノクロ印刷データを印刷処理可能である（又は印刷を
許可されている）ことを示す。なお、対応する機種に「カラーグループＮｏ」，「モノク
ログループＮｏ」が存在しない場合にはそれぞれ「

」が格納されている。

【０１２１】
以上示した図１３のプリンタグループテーブルは、管理者が自由に設定することが可能
であり、これにより、機種間の互換性や印刷許可を管理することが可能となる。
【０１２２】
30

以下、図１２の各ステップについて説明する。
【０１２３】
印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、図１２のステップＳ３０１において、予め設定され
た監視時間になるまで待機し、予め設定された監視時間になったと判定した場合には、ス
テップＳ３０２において、所定の格納場所に書誌情報ファイルが格納されているか否かを
判定する。
【０１２４】
ステップＳ３０２で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、所定の格納場所に書誌情報フ
ァイルが格納されていると判定した場合には、ステップＳ３０３において、該格納されて
いるいずれかの書誌情報ファイル（図１１）をオープンし、ステップＳ３０４に処理を進
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める。
【０１２５】
ステップＳ３０４において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、書誌情報ファイルを解
析し、機種名からプリンタグループテーブル（図１３）を参照してカラー属性を取得する
。例えば、機種名が「ｘＲＣ１」の場合には、図１３に示すようにカラーグループＮｏが
「Ｃ１」、モノクログループＮｏが「Ｍ１」となり、「Ｃ１Ｍ１」がカラー属性として取
得される。また、機種名が「ｘＲＣ４」の場合には、図１３に示すようにカラーグループ
Ｎｏが「Ｃ４」、モノクログループＮｏが「

」となり、「Ｃ４

」がカラー属性として

取得される。
【０１２６】
次に、ステップＳ３０５において、ステップＳ３０４で取得したカラー属性と書誌情報
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ファイルから読み出した各データを読み出し、書誌情報ＤＢ（図１４に示す）へ登録する
（図４の（３）−２）。なお、書誌情報ＤＢへの各データの登録処理についての詳細は後
述する。なお、登録に失敗した場合には、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、印刷管理サ
ーバ４００の外部記憶装置内のバックフォルダに格納するように制御する。また、この際
、予め登録されている管理者の通知先に、書誌情報ＤＢ登録エラーがあった旨のメッセー
ジを通知（例えば、メール通知）するように構成してもよい。
【０１２７】
次に、ステップＳ３０６において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ３０
４で書誌情報ＤＢへ登録した書誌情報ファイルを削除し、ステップＳ３０２に戻り、次の
書誌情報ファイルの有無を監視する。

10

【０１２８】
一方、ステップＳ３０２で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、所定の格納場所に書誌
情報ファイルが格納されていないと判定した場合には、ステップＳ３０７に進み、終了指
示の有無を判定し、終了指示がないと判定した場合には、ステップＳ３０１に戻り、次の
監視時間まで待機する。
【０１２９】
一方、ステップＳ３０７で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、終了指示が有ると判定
した場合には、処理を終了する。
【０１３０】
以下、本実施形態の書誌情報ＤＢを図１４に示す。

20

【０１３１】
図１４は、本発明のプリントシステムにおける書誌情報ＤＢのデータ構成の一例を示す
データ構成図である。
【０１３２】
図１４に示すように、印刷管理サーバ４００の書誌情報ＤＢのレコードは、「タイムス
タンプ」，「ユーザＩＤ」，「ＩＰアドレス／コンピュータ名」，「印刷データのパス（
ファイル名を含むフルパス）」，「カラー属性」，「ドキュメント名」，「印刷部数」，
「ページ数」，「用紙サイズ」，「片面／両面」，「Ｊｏｂ識別子」，「カラーｍｏｄｅ
」，「機種名」，「ステータス」から構成される。
【０１３３】

30

上記「タイムスタンプ」には、書誌情報ファイル名に含まれる「タイムスタンプ」が格
納される。また、「ユーザＩＤ」には、書誌情報ファイル内に記載される「ユーザ（オー
ナ）ＩＤ」が格納される。さらに、「ＩＰアドレス／コンピュータ名」には、書誌情報フ
ァイル内に記載される「印刷データ格納コンピュータ名／ＩＰアドレス」が格納される。
また、「印刷データのパス（ファイル名を含むフルパス）」には、書誌情報ファイル内に
記載される「印刷データのパス（ファイル名を含むフルパス）」が格納される。
【０１３４】
また、「カラー属性」には、図１２のステップＳ３０４でプリンタグループテーブル（
図１３）を参照して取得したカラー属性（カラーグループＮｏ，モノクログループＮｏか
ら構成される）が格納される。例えば、書誌情報ファイル内のＬＰＲキュー名の機種名が

40

「ｘＲＣ１」の場合には、図１３に示すようにカラーグループＮｏが「Ｃ１」、モノクロ
グループＮｏが「Ｍ１」となり、「Ｃ１Ｍ１」がカラー属性に格納される。
【０１３５】
さらに、「ドキュメント名」には、書誌情報ファイル内に記載される「印刷データのド
キュメント名」が格納される。また、「印刷部数」には、書誌情報ファイル内に記載され
る「部数」が格納される。また、「ページ数／部」には、書誌情報ファイル内に記載され
る「ページ数」が格納される。
【０１３６】
さらに、「用紙サイズ」には、書誌情報ファイル内に記載される「用紙サイズ」が格納
される。また、「片面／両面」には、書誌情報ファイル内に記載される「片面ｏｒ両面」
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が格納される。さらに、「Ｊｏｂ識別子」には、書誌情報ファイル内に記載される「Ｊｏ
ｂ識別子」が格納される。
【０１３７】
また、「カラーｍｏｄｅ」には、上述のカラー属性のカラーグループＮｏが「

」でな

い場合、書誌情報ファイル内に記載される「プリンタ機種（例：qPrint）がカラープリン
タの時のみ有効な強制モノクロ出力マーク」が"ＯＮ"の時には「カラーｍｏｄｅ」"ＯＦ
Ｆ"、それ以外の時は「カラーｍｏｄｅ」"ＯＮ"を示す情報に変換されて格納される。一
方、上述のカラー属性のカラーグループＮｏが「

」の場合、「カラーｍｏｄｅ」には、

「カラーｍｏｄｅ」"ＯＦＦ"を示す情報が格納される。
【０１３８】

10

また、「ステータス」には、対応する印刷データの印刷状態として、「印刷指示待ち」
，「印刷指示済み」，「削除済み」のいずれかのステータスが格納される。なお、書誌情
報データを書誌情報ＤＢに登録する際には、まだ印刷指示されていないので、「印刷指示
待ち」が格納される。
【０１３９】
以下、図１５〜図２２を参照して、図１に示した複合機３００におけるプルプリント処
理について説明する。
【０１４０】
図１５は、本発明のプリントシステムにおける第４の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した複合機３００におけるプルプリント処理に対応する。なお

20

、このフローチャートの処理は、図１に示した複合機３００のＣＰＵ３０１がＲＯＭ３０
３又はＨＤＤ３０４に格納されたプログラムをＲＡＭ３０２上にロードして実行すること
により実現される。また、図中、Ｓ４０１〜Ｓ４２５は各ステップを示す。
【０１４１】
また、図１６〜図２０は、図１に示した複合機３００の操作部３０８の表示部にＣＰＵ
３０１の制御により表示される画面の模式図である。
【０１４２】
さらに、図２１は、図１に示した複合機３００から印刷管理サーバ４００に送信される
コマンドのデータ構造の一例を示すデータ構成図である。
【０１４３】
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また、図２２は、図１に示した印刷管理サーバ４００の外部記憶装置に記憶されるＩＣ
カード認証テーブルのデータ構造の一例を示すデータ構成図である。
【０１４４】
以下、図１５のフローチャートに従って説明する。
【０１４５】
まず、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ステップＳ４０１において、デフォルト表示画
面（図１６）を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、ステップＳ４０２におい
て、カードリーダ３１９により認証カード（ＩＣカード）を検出したか否かを判定する。
【０１４６】
ステップＳ４０２で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、カードリーダ３１９により認証

40

カード（ＩＣカード）を検出したと判定した場合には、ステップＳ４０３において、カー
ドリーダ３１９により認証カード（ＩＣカード）内のデータを読み取り、識別ＩＤとして
認証カード内に記憶されたカード製造番号を取得する。
【０１４７】
次に、ステップＳ４０４において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ＩＣカード認証要
求コマンドのコマンド識別子，ステップＳ４０３で取得したカード製造番号を含むＩＣカ
ード認証要求コマンド（図２１（ｃ））を印刷管理サーバ４００に送信し（図４の（４）
−１）、ステップＳ４０５に処理を進める。なお、印刷管理サーバ４００の外部メモリに
は、図２２に示すＩＣカード認証テーブルが記憶されており、印刷管理サーバ４００は、
複合機３００から受け取ったＩＣカードのカード製造番号に基づいて認証処理を行うこと
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ができる。
【０１４８】
次に、ステップＳ４０５において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷管理サーバ４
００より返信される認証結果を判定し、認証エラーである旨の認証結果が返信されたと判
定した場合には、ステップＳ４０６において、エラー表示画面（図１７）を操作部３０８
の表示部に表示するように制御し、該エラー表示画面でＯＫボタン１４０１が押下される
と、ステップＳ４０１に処理を戻し、再度、デフォルト画面を表示制御する。
【０１４９】
一方、ステップＳ４０５で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、印刷管理サーバ４００よ
り返信される認証結果として、クライアントＰＣ１００のログインユーザＩＤを取得した
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場合には、認証が成功した（認証ＯＫ）と判定し、ステップＳ４１５に処理を進める。
【０１５０】
一方、ステップＳ４０２で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、カードリーダ３１９によ
り認証カード（ＩＣカード）を検出していないと判定した場合には、ステップＳ４０７に
おいて、デフォルト画面でキーボード入力ボタン８０１が押下された（キーボード入力指
示があった）か否かを判定する。ステップＳ４０７において、複合機３００のＣＰＵ３０
１が、キーボード入力指示があったと判定した場合には、図１８に示すキー入力画面を操
作部３０８の表示部に表示するように制御する。
【０１５１】
そして、ステップＳ４０９において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、該キー入力画面
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でのユーザＩＤとパスワードの入力を待機し、該キー入力画面でのユーザＩＤとパスワー
ドの入力等を検知すると、ステップＳ４１０に処理を進める。詳細には、複合機３００の
ＣＰＵ３０１は、該キー入力画面で、ユーザＩＤ９０１，パスワード９０２への入力指示
があると、図示しないキーボード画面を操作部３０８の表示部に表示制御し、該キーボー
ド画面を用いてユーザＩＤ９０１，パスワード９０２への入力が行われ、ログインボタン
９０３が押下されるか、戻りボタンとしてのトップ画面ボタン９０４が押下されると、ス
テップＳ４１０に処理を進進める。
【０１５２】
次に、ステップＳ４１０において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、戻りボタンとして
のトップ画面ボタン９０４が押下されたか否かを判定し、戻りボタンとしてのトップ画面
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ボタン９０４が押下されたと判定した場合には、ステップＳ４０１に処理を戻し、再度、
デフォルト画面を表示制御する。
【０１５３】
一方、ステップＳ４１０で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、戻りボタンとしてのトッ
プ画面ボタン９０４が押下されていないと判定した場合には、ステップＳ４１１において
、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ログインボタン９０３が押下されたか否かを判定し、
ログインボタン９０３が押下されていないと判定した場合には、ステップＳ４０９に処理
を戻す。
【０１５４】
一方、ステップＳ４１１で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、ログインボタン９０３が
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押下されたと判定した場合には、ステップＳ４１２において、複合機３００のＣＰＵは、
ユーザＩＤ９０１，パスワード９０２に入力されたユーザＩＤ，パスワードをログインサ
ービスＰＣ５００を介して認証サーバとしてのディレクトリサービスサーバ６００に送信
する。
【０１５５】
次に、ステップＳ４１３において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ディレクトリサー
ビスサーバ６００よりログインサービスＰＣ５００を介して返信される認証結果を判定し
、認証にエラーである旨の認証結果が返信されたと判定した場合には、ステップＳ４１４
において、図示しないエラー表示画面を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、
該エラー表示画面でＯＫボタンが押下されると、ステップＳ４０１に戻り、再度、デフォ
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ルト画面を表示制御する。
【０１５６】
一方、ステップＳ４１３で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、印刷管理サーバ４００よ
り返信される認証結果として、認証に成功した旨の認証結果が返信されたと判定した場合
には、ステップＳ４１５に進む。
【０１５７】
次に、ステップＳ４１５において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷管理サーバ４
００に対して、印刷データ一覧要求コマンドのコマンド識別子，ユーザＩＤ（認証処理の
際に、印刷管理サーバ４００より返信されたユーザＩＤ、又はディレクトリサービスサー
バ６００に送信したユーザＩＤ），プリンタ機種名（複合機３００のプリンタ機種名（プ
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リンタドライバの「出力デバイス製品名（例：qPrint）」に対応する）を含む印刷データ
一覧要求コマンド（図２１（ａ））を印刷管理サーバ４００に送信し（図４の（５）−１
）、ステップＳ４１６に処理を進める。
【０１５８】
次に、ステップＳ４１６において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷管理サーバ４
００より返信される印刷データ一覧データの受信に成功したか否かを判定し、印刷データ
一覧データの受信に失敗したと判定した場合には、ステップＳ４１７に処理を進め、図示
しないエラー表示画面を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、該エラー表示画
面でＯＫボタンが押下されると、ステップＳ４１８に進み、空の印刷データ一覧データ画
面（図１９、但し印刷データ一覧１００１は空白）を表示部に表示するように制御する。

20

別の実施形態としてはエラー表示を行わず空の印刷データ一覧データ画面を表示するよう
にしても良い。なお、この場合、フローチャートには示していないが、印刷データ一覧画
面で画面切換ボタン１００２が２度続けて押下されると、複合機３００のＣＰＵ３０１は
、再度、印刷データ一覧要求コマンド（図２１（ａ））を印刷管理サーバ４００に送信す
るように制御するものとする。
【０１５９】
一方、ステップＳ４１６で、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷管理サーバ４００よ
り返信される印刷データ一覧データの受信に成功したと判定した場合には、ステップＳ４
１８に処理を進め、受信した印刷データ一覧データに基づく印刷データ一覧画面（図１９
）を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、ステップＳ４１９に処理を進める。
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なお、フローチャートには示していないが、ステップＳ４１６で、複合機３００のＣＰＵ
３０１が、印刷管理サーバ４００より印刷データ一覧データの代わりにデータなしのメッ
セージを受信したと判定した場合には、ステップＳ４１８において、空の印刷データ一覧
データ画面を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、さらに、空の印刷データ一
覧データ画面の上に図示しないデータなしのメッセージ画面を表示する。そして、該デー
タなしのメッセージ画面で、ＯＫボタンが押下されると、該データなし画面を閉じ、ステ
ップＳ４１９に処理を進めるように制御するものとする。
【０１６０】
なお、図１９に示す印刷データ一覧画面は、当該複合機３００にログインしているユー
ザに対応し、且つ、当該複合機３００で印刷処理可能な印刷データ（詳細には、当該複合
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機３００で印刷処理可能な（又は印刷を許可された）印刷データに対応する書誌情報デー
タ）を一覧表示する画面に対応する。
【０１６１】
次に、ステップＳ４１９において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷データ一覧画
面での印刷データ選択，印刷指示，消去指示，画面切替え指示等の入力を待機し、印刷デ
ータ一覧画面での入力を検知すると、ステップＳ４２０に処理を進める。
【０１６２】
ステップＳ４２０において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷データ一覧画面で、
画面切換ボタン１００２により画面切替えが指示されたか否かを判定し、画面切替えが指
示されたと判定した場合には、ステップＳ４２１に処理を進め、他の処理用画面（図２０
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）を操作部３０８の表示部に表示するように制御し、他の処理へ移行する。
【０１６３】
一方、ステップＳ４２０で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、印刷データ一覧画面で、
画面切換ボタン１００２により画面切替えが指示されていないと判定した場合には、ステ
ップＳ４２２において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷データ一覧画面で、印刷ボ
タン１００３により印刷指示がなされたか否かを判定する。ステップＳ４２２で、複合機
３００のＣＰＵ３０１が、印刷指示がなされたと判定した場合には、ステップＳ４２３に
進み、印刷データ一覧１００１で選択された印刷データの印刷要求（図２１（ｂ）に示す
ように、印刷要求コマンド識別子「１」，ユーザＩＤ，印刷データ一覧１００１で選択さ
れた印刷データのタイムスタンプ（複数可））を印刷管理サーバ４００に送信し（図４の

10

（６））、ステップＳ４１５の処理に戻る。なお、印刷データ一覧１００１で印刷データ
が選択されていない状態で印刷指示がなされた場合には、印刷データを選択する旨のメッ
セージを表示した後に、そのままステップＳ４１５に処理を戻すものとする。
【０１６４】
一方、ステップＳ４２２で、複合機３００のＣＰＵ３０１が、印刷データ一覧画面で、
印刷ボタン１００３により印刷指示なされていないと判定した場合には、ステップＳ４２
４に処理を進め、複合機３００のＣＰＵ３０１は、印刷データ一覧画面で、消去ボタン１
００４により消去指示がなされたか否かを判定する。ステップＳ４２４で、複合機３００
のＣＰＵ３０１が、消去指示がなされたと判定した場合には、ステップＳ４２５において
、印刷データ一覧１００１で選択された印刷データの削除要求（図２１（ｂ）に示すよう
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に、削除要求コマンド識別子「２」，ユーザＩＤ，印刷データ一覧１００１で選択された
印刷データのタイムスタンプ（複数可））を印刷管理サーバ４００に送信し、ステップＳ
４１５に処理を戻す。なお、印刷データ一覧１００１で印刷データが選択されていない状
態で消去指示がなされた場合には、印刷データを選択する旨のメッセージを表示した後に
、そのままステップＳ４１５に処理を戻すように制御するものとする。
【０１６５】
なお、図１５のフローチャートには示していないが、印刷管理サーバ４００からコマン
ド受信に失敗した旨のエラー通知を受信した場合には、複合機３００のＣＰＵ３０１は、
コマンドを印刷管理サーバ４００へ再送信するように制御する。
【０１６６】
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以下、図２３〜図２９を参照して、図１に示した印刷管理サーバ４００における処理に
ついて説明する。
【０１６７】
図２３は、本発明のプリントシステムにおける第５の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における複合機からの要求処理ルー
チンに対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した印刷管理サーバ４０
０のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実行することに
より実現される。また、図中、Ｓ５０１〜Ｓ５１０は各ステップを示す。
【０１６８】
まず、ステップＳ５０１において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、終了指示が有る
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か否かを判定し、終了指示があると判定した場合には、そのまま処理を終了する。
【０１６９】
一方、ステップＳ５０１で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、終了指示が無いと判定
した場合には、ステップＳ５０２において、複合機３００から送信されるコマンドの受信
を検知したか否かを判定し、コマンドの受信を検知していないと判定した場合には、ステ
ップＳ５０１に処理を戻す。
【０１７０】
一方、ステップＳ５０２で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、複合機３００から送信
されるコマンドの受信を検知したと判定した場合には、ステップＳ５０３において、コマ
ンド受信が正常に終了したか（受信ＯＫか）否かを判定する。ステップＳ５０３で、印刷
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管理サーバ４００のＣＰＵが、コマンド受信に失敗したと判定した場合には、ステップＳ
５０４において、エラー通知を複合機３００に行い、ステップＳ５０１に処理を戻す。
【０１７１】
一方、ステップＳ５０３で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、コマンド受信が正常に
終了した（受信ＯＫ）と判定した場合には、ステップＳ５０５において、受信したコマン
ドを解析する。
【０１７２】
次に、ステップＳ５０６において、ステップＳ５０５のコマンド解析結果に基づいてコ
マンド別の処理に分岐させる。
【０１７３】
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まず、ステップＳ５０６でコマンドが印刷物一覧要求コマンドであると判定した場合に
は、ステップＳ５０７の印刷物一覧要求処理（詳細は図２４に示す）を実行し、ステップ
Ｓ５０１に処理を戻す。
【０１７４】
また、ステップＳ５０６でコマンドが印刷要求コマンドであると判定した場合には、ス
テップＳ５０８の印刷要求処理（詳細は図２６に示す）を実行し、ステップＳ５０１に処
理を戻す。
【０１７５】
また、ステップＳ５０６でコマンドが削除要求コマンドであると判定した場合には、ス
テップＳ５０９の削除要求処理（詳細は図２８に示す）を実行し、ステップＳ５０１に処
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理を戻す。
【０１７６】
また、ステップＳ５０６でコマンドが認証要求コマンドであると判定した場合には、ス
テップＳ５１０の認証要求処理（詳細は図２９に示す）を実行し、ステップＳ５０１に処
理を戻す。
【０１７７】
図２４は、本発明のプリントシステムにおける第６の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における複合機からの印刷データ一
覧要求処理（図２３のステップＳ５０７）に対応する。なお、このフローチャートの処理
は、図１に示した印刷管理サーバ４００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムを
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ＲＡＭ上にロードして実行することにより実現される。また、図中、Ｓ６０１〜Ｓ６１１
は各ステップを示す。
【０１７８】
まず、ステップＳ６０１において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、印刷データ一覧
要求コマンド（図２１）内の「プリンタ機種名」で、図１３に示したプリンタグループテ
ーブルを検索して、該「プリンタ機種名」に紐付けられた「出力制御（制限）」，「カラ
ー属性」を取得する。
【０１７９】
次に、ステップＳ６０２において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、印刷データ一覧
要求コマンド（図２１（ａ））内の「ユーザＩＤ」とステップＳ６０１で取得した「出力
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制御（制限）」，「カラー属性」で、書誌情報ＤＢを検索する。以下、図２５を参照して
、書誌情報ＤＢの検索方法について説明する。
【０１８０】
図２５は、図１４に示した書誌情報ＤＢの検索方法を説明する図である。なお、ここで
は、説明を簡単にするために、検索条件として「ユーザＩＤ」は省略し、「出力制御（制
限）」，「カラー属性」のみに注目して説明する。
【０１８１】
図２５に示すように、例えば、「出力制御（制限）」が「Ｙ」，「カラー属性」が「Ｃ
１Ｍ１」の条件で書誌情報ＤＢを検索すると、この場合、「カラー属性」の「Ｃ１Ｍ１」
から、Ｊｏｂ−Ｎｏ（１），（２），（９）が候補となる。しかし、検索条件の「出力制
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御（制限）」が「Ｙ」であるため、カラーｍｏｄｅ「ＯＦＦ」のＪｏｂ−Ｎｏ（１），（
９）は該当しないものとなる。即ち、ＪｏｂＮｏ（２）が検索結果としてセレクトされる
。
【０１８２】
また、「出力制御（制限）」が「

」，「カラー属性」が「Ｃ２Ｍ２」の条件で書誌情

報ＤＢを検索すると、この場合、「カラー属性」の「Ｃ２Ｍ２」から、Ｊｏｂ−Ｎｏ（３
），（４），（１０）が候補となる。そして、検索条件の「出力制御（制限）」が「

」

であるので、そのまま、ＪｏｂＮｏ（３），（４），（１０）が検索結果としてセレクト
される。
10

【０１８３】
さらに、「出力制御（制限）」が「

」，「カラー属性」が「Ｃ３Ｍ３」の条件で書誌

情報ＤＢを検索すると、同様に、ＪｏｂＮｏ（５），（６），（１１）が検索結果として
セレクトされる。また、「出力制御（制限）」が「

」，「カラー属性」が「Ｃ４

」の

条件で書誌情報ＤＢを検索すると、ＪｏｂＮｏ（７），（８）が検索結果としてセレクト
される。
【０１８４】
さらに、「出力制御（制限）」が「

」，「カラー属性」が「

報ＤＢを検索すると、この場合、「カラー属性」の「

Ｍ１」の条件で書誌情

Ｍ１」から、カラー属性「

Ｍ１

」のＪｏｂ−Ｎｏ（９）と、カラー属性「Ｃ１Ｍ１」且つカラーｍｏｄｅ「ＯＦＦ」のＪ
ｏｂ−Ｎｏ（１）が候補となる。なお、Ｊｏｂ−Ｎｏ（１）はカラー属性が「Ｃ１Ｍ１」
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でありＪｏｂ−Ｎｏ（２）と同一であるがカラーｍｏｄｅ「ＯＮ」のためカラー属性「
Ｍ１」のモノクロ機種の候補には含まれない。そして、検索条件の「出力制御（制限）」
が「

」であるため、そのまま、ＪｏｂＮｏ（１），（９）が検索結果としてセレクトさ

れる。
【０１８５】
また、「出力制御（制限）」が「

」，「カラー属性」が「

Ｍ２」の条件で書誌情報

ＤＢを検索すると、同様に、ＪｏｂＮｏ（３），（１０）が検索結果としてセレクトされ
る。
【０１８６】
さらに、「出力制御（制限）」が「Ｙ」，「カラー属性」が「
報ＤＢを検索すると、この場合、「カラー属性」の「

Ｍ３」の条件で書誌情

Ｍ３」から、カラー属性「
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Ｍ３

」のＪｏｂ−Ｎｏ（１１）と、カラー属性「Ｃ３Ｍ３」且つカラーｍｏｄｅ「ＯＦＦ」の
Ｊｏｂ−Ｎｏ（５）が候補となる。なお、Ｊｏｂ−Ｎｏ（６）はカラー属性が「Ｃ３Ｍ３
」でありＪｏｂ−Ｎｏ（５）と同一であるがカラーｍｏｄｅ「ＯＮ」のためカラー属性「
Ｍ３」のモノクロ機種の候補には含まれない。そして、検索条件の「出力制御（制限）
」が「Ｙ」であるため、カラーｍｏｄｅ「ＯＦＦ」のＪｏｂ−Ｎｏ（５）は該当しないも
のとなる。即ち、ＪｏｂＮｏ（１１）が検索結果としてセレクトされる。
【０１８７】
また、「出力制御（制限）」が「Ｙ」，「カラー属性」が「

Ｍ４」の条件で書誌情報

ＤＢを検索すると、同様に、ＪｏｂＮｏ（１２）が検索結果としてセレクトされる。
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【０１８８】
以上のように、「出力制御（制限）」，「カラー属性」で、書誌情報ＤＢを検索するこ
とにより、印刷物一覧要求を行った印刷装置と互換性のある（印刷処理可能な、及び／又
は、印刷を許可された）印刷データに対応する書誌情報みを書誌情報ＤＢから取得するこ
とができる。なお、実際には、さらに「ユーザＩＤ」を条件として検索しているため、さ
らに、印刷物一覧要求を行ったユーザの印刷データに対応する書誌情報のみを書誌情報Ｄ
Ｂから取得することができる。
【０１８９】
以下、図２４のフローチャートの説明に戻る。
【０１９０】
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次に、ステップＳ６０３において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ６０
２の検索結果から最初のデータを取得する。
【０１９１】
次に、ステップＳ６０４において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、書誌情報ＤＢの
検索結果より取得したデータがあるか否かを判定し、データがあると判定した場合には、
ステップＳ６０５において、転送数（複合機３００に送信する印刷データ一覧の数）が予
め設定されたＭＡＸ未満か否かを判定する。この判定はバッファ内に格納された応答文字
データに対応する印刷データの数で判断するものである。「ユーザ名」「出力制御」「カ
ラー属性」で検索される印刷データは複数存在することが考えられ、取得したデータを印
刷データ単位で処理するものである。

10

【０１９２】
ステップＳ６０５で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、転送数がＭＡＸ未満であると
判定した場合には、ステップＳ６０６において、印刷データに関する書誌情報をＲＡＭ内
に設けられたバッファ内の応答文字列に追加する。
【０１９３】
次に、ステップＳ６０７において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、印刷データ一覧
要求コマンド（図２１（ａ））内の「ユーザＩＤ」とステップＳ６０１で取得した「出力
制御（制限）」，「カラー属性」で、書誌情報ＤＢを検索し、ステップＳ６０８で次のデ
ータを取得し、ステップＳ６０４に処理を戻す。
【０１９４】
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一方、ステップＳ６０４で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、書誌情報ＤＢより取得
したデータがない（「ユーザＩＤ」，「出力制御（制限）」，「カラー属性」での書誌情
報ＤＢ検索の結果、データを取得できなかった）と判定した場合には、ステップＳ６０９
に処理を進める。
【０１９５】
また、ステップＳ６０５で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、転送数がＭＡＸ未満で
ないと判定した場合にも、ステップＳ６０９に処理を進める。
【０１９６】
ステップＳ６０９において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ＲＡＭ内に設けられた
バッファ内に応答文字列データがあるか否かを判定し、応答文字列データがあると判定し
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た場合には、ステップＳ６１０において、応答文字列データ（即ち、印刷データ一覧）を
複合機３００に送信（返信）し（図４の（５）−２）、図２３のフローチャートへ処理を
戻す。
【０１９７】
一方、ステップＳ６０９で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、ＲＡＭ内に設けられた
バッファ内に応答文字列データがないと判定した場合には、ステップＳ６１１において、
データなしのメッセージを複合機３００に送信（返信）し、図２３のフローチャートへ処
理を戻す。
【０１９８】
図２６は、本発明のプリントシステムにおける第７の制御処理手順の一例を示すフロー
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チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における印刷要求処理（図２３のス
テップＳ５０８）に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した印刷管
理サーバ４００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実
行することにより実現される。また、図中、Ｓ７０１〜Ｓ７０８は各ステップを示す。
【０１９９】
まず、ステップＳ７０１において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、印刷要求コマン
ド（図２１（ｂ））内の印刷データの識別用タイムスタンプのうち処理していないタイム
スタンプがまだあるか否かを判定し、処理していないタイムスタンプがまだあると判定し
た場合には、ステップＳ７０２に処理を進め、該印刷データの識別用タイムスタンプとユ
ーザＩＤで、書誌情報ＤＢを検索する。
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【０２００】
次に、ステップＳ７０３において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ７０
２の検索結果に基づいて、書誌情報ＤＢに上記印刷データの識別用タイムスタンプとユー
ザＩＤに対応するデータがあるか否かを判定し、書誌情報ＤＢに上記印刷データの識別用
タイムスタンプとユーザＩＤに対応するデータがないと判定した場合には、ステップＳ７
０４に処理を進める。ステップＳ７０４において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、複
合機３００に対応するデータがない旨のエラーメッセージを送信（返信）し、ステップＳ
７０１に処理を戻す。
【０２０１】
一方、ステップＳ７０３で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、書誌情報ＤＢに上記印

10

刷データの識別用タイムスタンプとユーザＩＤに対応する書誌情報データがあると判定し
た場合には、ステップＳ７０５において、検索され書誌情報データの書誌情報ＤＢ上での
ステータスを「印刷指示済み」に変更する。
【０２０２】
次に、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ７０６において、本フローチャー
トのタスク毎にＲＡＭ内に設けられた、プリント出力スレッドの印刷キューに、書誌情報
ＤＢより取得した書誌情報データを格納し、ステップＳ７０１に処理を戻す。
【０２０３】
一方、ステップＳ７０１で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、印刷要求コマンド（図
２１（ｂ））内の印刷データの識別用タイムスタンプに処理していないタイムスタンプが

20

もうないと判定した場合には、ステップＳ７０７に処理を進める。ステップＳ７０７にお
いて、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、上記印刷キューにデータがあるか否かを判定し
、印刷キューにデータがあると判定した場合には、ステップＳ７０８に処理を進める。
【０２０４】
次に、ステップＳ７０８において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、上記印刷キュー
の先頭の書誌情報データを取得し、ステップＳ７０９において、該書誌情報データ内のＩ
Ｐアドレスに対応するプリントサーバ２００内のデーモンプログラムに対して該書誌情報
データに対応する印刷データに対するリモートシェル（ｒｓｈ）のＬＰＲコマンド（図２
７に示すようなＬＰＲ印刷を指示するコマンド）を発行して印刷指示を行う（図４の（７
））。
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【０２０５】
図２７は、本発明のプリントシステムにおいて、印刷管理サーバ４００からプリントサ
ーバ２００のデーモンプログラムに対して発行するコマンドの一例を示す図である。ここ
で示したコマンドは、対応する書誌情報データ内の「ＩＰアドレス／コンピュータ名」が
「192.168.1.1」で且つ「印刷データのパス名」が「spool¥qStore1¥20040729211401015ｑ
Print1‑0001.prs」となる場合に対応する。
【０２０６】
以下、フローチャートの説明に戻る。
【０２０７】
次に、ステップＳ７１０において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ７０
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９で発行した印刷指示が完了したか否かを判定する。この判定は、印刷装置から送信され
る印刷完了又は印刷失敗を示す「印刷完了通知」（図４（９））により行う。
【０２０８】
ステップＳ７１０で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、印刷指示が完了したと判定し
た場合には、ステップＳ７１１において、ステップＳ７０９で印刷指示した印刷データフ
ァイルの削除指示をネットワーク上でのファイル共有の仕組みを用いてプリントサーバ２
００に対して行い、さらに、削除指示した印刷データファイルに対応する書誌情報データ
の書誌情報ＤＢ上でのステータスを「削除済み」に変更し、ステップＳ７０７に処理を戻
す。
【０２０９】
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一方、ステップＳ７１０で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、ステップＳ７０９で発
行した印刷指示が完了しなかった（印刷されなかった（印刷失敗等））と判定した場合に
は、ステップＳ７１２において、ステップＳ７０９で印刷指示した印刷データに対応する
書誌情報データの書誌情報ＤＢ上でのステータスを「印刷指示待ち」に変更し、ステップ
Ｓ７０７に処理を戻す。なお、ステップＳ７１０で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、
ステップＳ７０９で発行した印刷指示が完了しなかった（印刷されなかった（印刷失敗等
））と判定した場合には、その旨を、予め登録されている管理者の通知先に通知（例えば
、メール通知）するように構成してもよい。さらに、印刷指示完了の有無を印刷管理サー
バ４００の外部メモリに格納されるログに記録するようにしてもよい。
【０２１０】

10

一方、ステップＳ７０７で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、上記印刷キューにデー
タがないと判定した場合には、そのまま処理を図２３のフローチャートへ処理を戻す。
【０２１１】
図２８は、本発明のプリントシステムにおける第８の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における削除要求処理（図２３のス
テップＳ５０９）に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した印刷管
理サーバ４００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実
行することにより実現される。また、図中、Ｓ８０１〜Ｓ８０６は各ステップを示す。
【０２１２】
まず、ステップＳ８０１において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、削除要求コマン
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ド（図２１（ｂ））内の印刷データの識別用タイムスタンプのうち処理していないタイム
スタンプがまだあるか否かを判定し、処理していないタイムスタンプがまだあると判定し
た場合には、ステップＳ８０２に処理を進め、該印刷データの識別用タイムスタンプとユ
ーザＩＤで、書誌情報ＤＢを検索する。
【０２１３】
次に、ステップＳ８０３において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ８０
２の検索結果に基づいて、書誌情報ＤＢに上記印刷データの識別用タイムスタンプとユー
ザＩＤに対応するデータがあるか否かを判定し、書誌情報ＤＢに上記印刷データの識別用
タイムスタンプとユーザＩＤに対応するデータがないと判定した場合には、ステップＳ８
０４に処理を進める。ステップＳ８０４において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、複

30

合機３００に対応するデータがない旨のエラーメッセージを送信（返信）し、ステップＳ
８０１に処理を戻す。
【０２１４】
一方、ステップＳ８０３で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、書誌情報ＤＢに上記印
刷データの識別用タイムスタンプとユーザＩＤに対応する書誌情報データがあると判定し
た場合には、ステップＳ８０５において、検索され書誌情報データの書誌情報ＤＢ上での
ステータスを「削除済み」に変更する。
【０２１５】
次に、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ８０６において、検索され書誌情
報データに対応する印刷データファイルの削除指示をネットワーク上でのファイル共有の

40

仕組みを用いて、該書誌情報データ内のＩＰアドレスに対応するプリントサーバ２００に
対して行い、ステップＳ８０１に処理を戻す。
【０２１６】
一方、ステップＳ８０１で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、削除要求コマンド（図
２１（ｂ））内の印刷データの識別用タイムスタンプのうち処理していないタイムスタン
プがもうない（全て処理済み）と判定した場合には、そのまま処理を図２３のフローチャ
ートへ処理を戻す。
【０２１７】
図２９は、本発明のプリントシステムにおける第９の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図１に示した印刷管理サーバ４００における認証要求処理（図２３のス
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テップＳ５１０）に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した印刷管
理サーバ４００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実
行することにより実現される。また、図中、Ｓ９０１〜Ｓ９０４は各ステップを示す。
【０２１８】
まず、ステップＳ９０１において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、認証要求コマン
ド（図２１（ｃ））内のカード製造番号をキーにして、ＩＣカード認証用テーブル（図２
２）からユーザデータを検索する。
【０２１９】
ステップＳ９０２において、印刷管理サーバ４００のＣＰＵは、ステップＳ９０１の検
索処理で、ＩＣカード認証用テーブル（図２２）にユーザデータがあるか否かを判定し、

10

ユーザデータがあると判定した場合には、ステップＳ９０３に進み、認証が成功した旨を
示すデータ（認証ＯＫデータ）としてクライアントＰＣ１００のログインユーザＩＤを複
合機３００に返信し、図２３のフローチャートに処理を戻す。
【０２２０】
一方、ステップＳ９０２で、印刷管理サーバ４００のＣＰＵが、ステップＳ９０１の検
索処理で、ＩＣカード認証用テーブル（図２２）にユーザデータがなかったと判定した場
合には、ステップＳ９０４に進み、認証が失敗した旨を示すデータ（データなしのエラー
通知）を複合機３００に返信し、図２３のフローチャートに処理を戻す。
【０２２１】
図３０は、本発明のプリントシステムにおける第１０の制御処理手順の一例を示すフロ

20

ーチャートであり、図１に示したプリントサーバ２００内のデーモンプログラムによるプ
リントサーバ印刷処理に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したプ
リントサーバ２００のＣＰＵが外部メモリに格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードし
て実行することにより実現される。また、図中、Ｓ１００１〜Ｓ１００３は各ステップを
示す。
【０２２２】
まず、プリントサーバ２００のＣＰＵは、ステップＳ１００１において、
印刷管理サーバ４００からリモートシェル（ｒｓｈ）のＬＰＲコマンドを受信したか否か
を監視し、受信したと判定した場合には、ステップＳ１００２において、該受信したＬＰ
Ｒコマンドを実行して印刷実行する（図４の（８））。これにより、リモートシェル（ｒ

30

ｓｈ）のＬＰＲコマンドで指定されたプリントサーバ２００内に格納された印刷データが
、プリントサーバ２００から該コマンドで指定された複合機３００に送信され、該複合機
３００で印刷される。即ち、複合機３００では、プリントサーバ２００から送信される上
記印刷データを受信して印刷処理を行う。なお、複合機３００では、この印刷処理が正常
終了したか否かを印刷完了通知として印刷管理サーバ４００に通知する（図４（９））も
のとする。
【０２２３】
次に、ステップＳ１００３において、プリントサーバ２００のＣＰＵは、終了指示が有
るか否かを判定し、終了指示がないと判定した場合には、ステップＳ１００１に処理を戻
す。

40

【０２２４】
一方、ステップＳ１００３で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、終了指示が有ると判
定した場合には、そのまま処理を終了する。
【０２２５】
一方、ステップＳ１００１で、プリントサーバ２００のＣＰＵが、印刷管理サーバ４０
０からリモートシェル（ｒｓｈ）のＬＰＲコマンドを受信していないと判定した場合には
、ステップＳ１００３に処理を進める。
【０２２６】
なお、本実施形態の印刷管理サーバ４００は、外部記憶装置内に設定ファイルを記憶し
ており、該設定ファイル内に「印刷データの保存期間」を記憶している。そして、印刷管
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理サーバ４００は、所定のタイミングで（例えば、１日１回、深夜に）、書誌情報ＤＢ内
に記憶された書誌情報データのうち、上記設定ファイル内に「印刷データの保存期間」を
過ぎたものを検索し、該「印刷データの保存期間」を超えるものについては、該書誌情報
データに対応する印刷データファイルの削除指示をネットワーク上でのファイル共有の仕
組みを用いて、該書誌情報データ内のＩＰアドレスに対応するプリントサーバ２００に対
して行い、印刷データの保存期間を過ぎた印刷データを削除するように制御する。
【０２２７】
また、印刷管理サーバ４００は、所定のタイミングで（例えば、１日１回深夜に）、書
誌情報ＤＢ内に記憶された書誌情報データのうち、ステータスが「削除済み」となった書
誌情報データを削除するように制御する。

10

【０２２８】
さらに、印刷管理サーバ４００は、印刷データ一覧要求処理、印刷要求処理、削除処理
、認証処理、上記印刷データの保存期間を過ぎた印刷データの削除処理、ステータスが「
削除済み」となった書誌情報データの削除処理等の各処理のログ情報を、印刷管理サーバ
４００の外部記憶装置に記憶するように制御する。
【０２２９】
また、本実施形態では、プリンタ（複合機３００）からの印刷データ一覧要求する際、
該プリンタ（複合機３００）の機種名（例：ｑPrint）を一覧要求コマンドに含め、該要
求したプリンタ（複合機３００）の機種名に対応する「出力制御」「カラー属性」をプリ
ンタグループテーブル（図１３）から取得し、該取得した「出力制御」「カラー属性」を
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用いて書誌情報ＤＢ（図１４）を検索し、当該プリンタで印刷処理可能な（又は印刷許可
された）印刷データの書誌情報のみを印刷管理サーバ４００が送信する構成について説明
した。しかし、プリンタから「機種名」のみでなくプリンタの各種オプションの情報（用
紙サイズ，ソータ，製本機，ステイプル装置，パンチ装置の有無等）も一覧要求コマンド
に含め、該オプション情報をも用いて書誌情報ＤＢを検索し、当該プリンタで印刷処理可
能な（又は印刷許可された）印刷データの書誌情報のみを印刷管理サーバ４００が送信す
るように構成してもよい。
【０２３０】
この構成の場合、プリンタサーバ２００では、書誌情報データを生成する際に、上述の
印刷装置の機能に依存する印刷設定情報（ソート指示情報，製本指示情報，ステイプル指
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示情報，パンチ指示情報等）も書誌情報データ内に格納するものとする。
【０２３１】
以上説明したように、本実施形態のプリントシステムによれば、本実施形態のプルプリ
ント設定された論理プリンタを指定して印刷指示するだけで、印刷管理サーバ４００によ
り書誌情報データのみ一括記憶管理され、印刷ジョブ（印刷データ）自体については、各
印刷指示された論理プリンタに対応する各プリントサーバ２００にそれぞれ分散して格納
され、印刷時のプリンタ（複合機３００）への印刷データの出力処理も、各プリントサー
バ２００によりそれぞれ処理されるので、印刷管理サーバ４００に負荷をかけることがな
く、プルプリントシステムにおいて、負荷分散を実現することが出来る。
【０２３２】

40

また、どこのクライアントＰＣ１００から印刷指示しても、どこのプリンタ（複合機３
００）からでも（事業所Ａからでも、事業所Ｂからでも）、上記印刷管理サーバ４００に
アクセスするのみで、クライアントＰＣ１００から印刷指示した印刷データのプルプリン
トが可能となる。特に、印刷管理サーバ４００の一箇所で書誌情報データを管理すること
で各複合機に設定するコマンドの送信先のアドレス管理が容易になり、更にはクライアン
トＰＣから送信する書誌情報ファイルの送信先管理も容易になるものである。
【０２３３】
さらに、プリンタ（複合機３００）からの印刷データ一覧要求した際、該要求したプリ
ンタ（複合機３００）で印刷処理可能な（又は印刷許可された）印刷データの書誌情報の
みを印刷管理サーバ４００がプリンタに返信する（即ち、不要な印刷データの書誌情報デ
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ータは送信されない）ので、該要求したプリンタ（複合機３００）で印刷不可能な（印刷
が許可されていない）印刷データは、該プリンタの印刷データ一覧には表示されないため
、ユーザが誤って印刷不可能な印刷データを印刷指示することを防止可能である。
【０２３４】
従って、管理者は、図１３に示したプリンタグループテーブルの設定により、機種間の
互換性や印刷許可を管理するように、本プリンタシステムを運用することが可能となる。
【０２３５】
以上のように、プルプリントシステムにおいて、印刷データを保存するプリントサーバ
の負荷を軽減しつつ、印刷データを所望の印刷装置から出力することができるフレキシブ
ルなプリントシステムを構築することができる。

10

【０２３６】
従って、蓄積印刷（プルプリント）に関する印刷データの書誌情報を印刷管理サーバ４
００で一元管理することで、どの印刷装置（複合機３００）からも容易に印刷要求を実行
することができ、さらに蓄積印刷に関する印刷データの蓄積処理とプリンタへの送信処理
をプリントサーバ２００へ分散することで特定のサーバに対して処理が集中しないために
各サーバの負荷を軽減することができるといった格別の効果を奏する。
【０２３７】
また、本実施形態のプリントシステムは、プルプリントであるため、印刷物の出しっ放
しを防止することもできる。
【０２３８】

20

〔第２実施形態〕
上記第１実施形態では、ユーザがクライアントＰＣ１００から印刷指示した印刷データ
をプリントサーバ２００に格納するとともに、該印刷データの書誌情報データを印刷管理
サーバ４００で一括管理させ、所望の複合機３００から印刷データ一覧を呼び出して印刷
させる構成について説明したが、ユーザが複合機３００で所望の原稿をスキャンさせ、該
スキャンされた印刷データをプリントサーバ２００に格納させるとともに、該印刷データ
の書誌情報データを印刷管理サーバ４００で一括管理させ、所望の複合機３００から印刷
データ一覧を呼び出して印刷させるように構成してもよい。以下、その実施形態について
説明する。
【０２３９】

30

上記第１実施形態では、図１９に示した印刷データ一覧画面の画面切換ボタン１００２
が押下されると、他の処理用画面（図２０）に遷移する構成であったが、本実施形態では
、以下の図３１に示す本実施形態の「原稿読み取り及び蓄積印刷画面」に遷移するように
構成する。
【０２４０】
図３１は、図１に示した複合機３００の操作部３０８の表示部にＣＰＵ３０１の制御に
より表示される、本実施形態の原稿読み取り及び蓄積印刷画面の模式図である。
【０２４１】
図３１において、２６０１は画面切換ボタンで、このボタンが押下されると、複合機３
００のＣＰＵ３０１は、他の処理用画面（図２０）を操作部３０８の表示部に表示するよ

40

うに制御する。
【０２４２】
また、２６０２は原稿読み取り開始ボタンで、このボタンが押下されると、複合機３０
０のＣＰＵ３０１は、図３２に示すフローチャートの本実施形態のスキャン処理を実行す
る。
【０２４３】
図３２は、本発明のプリントシステムにおける第１１の制御処理手順の一例を示すフロ
ーチャートであり、図１に示したクライアントＰＣ１００における本実施形態の読み取り
処理に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示した複合機３００のＣＰ
Ｕ３０１がＲＯＭ３０３又はＨＤＤ３０４に格納されたプログラムをＲＡＭ３０２上にロ
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ードして実行することにより実現される。また、図中、Ｓ１１０１〜Ｓ１１０４は各ステ
ップを示す。
【０２４４】
まず、ステップＳ１１０１において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、図３１に示した
本実施形態の原稿読み取り画面での設定に基づいて、複合機３００の図示しない原稿台に
載置された原稿の読み取りを行う。
【０２４５】
次に、ステップＳ１１０２において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１１
０１で読み取った原稿画像データから、図３１に示した本実施形態の原稿読み取り画面で
の設定に基づく印刷データを生成する。

10

【０２４６】
次に、ステップＳ１１０３において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ＬＰＲプロトコ
ルを用いて所定のプリントサーバ２００（例えば、複合機３００と同一フロアに設置され
るプリントサーバ）プリントサーバ２００に接続して、ステップＳ１１０２で生成した印
刷データを送信して（（２）−１）、プリントサーバ２００の所定の格納場所（予め設定
されているスプール領域）に格納させる（（２）−２）。
【０２４７】
そして、ステップＳ１１０４において、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１
１０３で送信した印刷データの送信完了まで待機し、送信完了したと判定した場合には、
処理を終了する。
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【０２４８】
なお、上記処理により、複合機３００からプリントサーバ２００に送信された印刷デー
タは、クライアントＰＣ１００から送信された印刷データと同様に、図８に示したＬＰＲ
データ処理により処理される。
【０２４９】
以上説明したように、本実施形態のプリントシステムによれば、どこのスキャナ（複合
機３００）で原稿を読み取っても、どこのプリンタ（複合機３００）からでも（事業所Ａ
からでも、事業所Ｂからでも）、上記印刷管理サーバ４００にアクセスするのみで、どの
複合機３００から原稿読み取りした印刷データのプルプリントが可能となる。
【０２５０】
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また、本実施形態の複合機３００で原稿読み取りするだけで、印刷管理サーバ４００に
より書誌情報のみ一括記憶管理され、印刷ジョブ（印刷データ）自体は、所定のプリント
サーバ２００（例えば、同一フロアに設置されるプリントサーバ）に格納され、またプリ
ンタ（複合機３００）への出力処理も、各プリントサーバ２００によりそれぞれ処理され
るので、プリントサーバの負荷分散を実現することが出来る。
【０２５１】
以上のように、印刷データを保存するプリントサーバの負荷を軽減しつつ、印刷データ
を所望の読み取り装置で原稿を読み取り且つ所望の印刷装置から出力することができるフ
レキシブルなプリントシステムを構築することができる。
【０２５２】
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〔第３実施形態〕
上記第１実施形態では、ＩＣカードを複合機３００からプルプリントを実行する際のユ
ーザ認証にのみ用いる構成について説明したが、ＩＣカード（例えば、ソニー社のフェリ
カ）に金額データを記憶させておき、複合機３００からプルプリントを実行する際、印刷
完了時に、印刷枚数及び印刷属性（カラー属性、印刷用紙の種別）等に基づく金額を、該
ＩＣカード内の金額データから差し引くように、ＩＣカード内の金額データを複合機３０
０のＣＰＵ３０１が書き換え制御するように構成してもよい。
【０２５３】
なお、複合機３００のＣＰＵ３０１は、ＩＣカード認証時から印刷完了まで、ＩＣカー
ドを常に検知しておき、印刷完了前にＩＣカードが検知されなくなった際には、処理を中
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断するように制御する。
【０２５４】
また、ユーザが複合機３００から印刷指示した際に、ＩＣカード内に記憶された金額デ
ータが、該印刷処理に基づく金額より少なかった場合には、ＩＣカードにチャージを行う
旨をメッセージで表示し、印刷処理自体を行わないように制御してもよいし、ＩＣカード
内に記憶された金額データで可能な枚数の印刷処理のみを実行し、その後、ＩＣカードに
チャージを行う旨をメッセージで表示するように制御するように構成してもよい。
【０２５５】
さらに、印刷開始時に、印刷枚数及び印刷属性等に基づく金額を、該ＩＣカード内の金
額データから差し引くように、ＩＣカード内の金額データを複合機３００のＣＰＵ３０１

10

が書き換え制御するように構成してもよい。
【０２５６】
なお、この構成の場合、印刷に失敗し、印刷完了できない場合、再度、ＩＣカードをカ
ードリーダ３１９にかざすようなメッセージを操作部３０８の表示部に表示させ、ＩＣカ
ードがカードリーダ３１９に検知された際に、印刷できなかった印刷データに対応する料
金を返金するように、ＩＣカード内の金額データを複合機３００のＣＰＵ３０１が書き換
え制御するように構成する。
【０２５７】
例えば、図１に示した印刷システムを利用したプリントサービスを実現する場合、会員
登録したユーザにＩＣカード（例えば、ソニー社のフェリカ（登録商標））を配布し、各
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会員は該ＩＣカードに金額データを記憶させておく。また、各会員は、自宅や各種拠点等
からクライアントＰＣによりプリントサーバ２００に印刷データを送信させる（なお、こ
のとき、該印刷データの書誌情報データが生成され、印刷管理サーバ４００に送信される
、即ち、図６に示したフローチャートの処理を実行させる）。
【０２５８】
そして、各会員は、コンビニエンスストアや各拠点に設置された複合機３００から第１
実施形態に示したプルプリントを実行する。この際、印刷実行した複合機３００のＣＰＵ
３０１は、該印刷処理に基づく金額を、ユーザ認証に使用されたＩＣカード内の金額デー
タから差し引くように、ＩＣカード内の金額データを書き換え制御する。
【０２５９】

30

以上示したように、本実施形態のプリントシステムによれば、どこのクライアントＰＣ
から印刷指示しても、どこのプリンタ（複合機３００）からでも（契約されたコンビニエ
ンスストアからでも、他の拠点からでも）、上記印刷管理サーバ４００にアクセスするの
みで、どの複合機３００からでも印刷データのプルプリントが可能となるとともに、認証
時に使用したＩＣカードでそのまま金額の支払いを行うことができる。
【０２６０】
なお、上記第１実施形態〜第３実施形態を合わせた構成も全て本実施形態に含まれるも
のである。
【０２６１】
また、上記図９，図１１，図１４，図１３，図２１，図２２，図２５の各種データ、及
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び、その他各種画面の構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途や目的に
応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
【０２６２】
以上、第１〜第３実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方
法、プログラムもしくは記録媒体等としての実施態様をとることが可能であり、具体的に
は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる
装置に適用しても良い。
【０２６３】
以上説明したように、プリントサーバ２００は、クライアントＰＣ１００から受信した
印刷データを格納しておくとともに、該印刷データから書誌情報データを抽出し、さらに
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プリントサーバ２００のＩＰアドレスおよび前記抽出した印刷データの書誌情報，印刷デ
ータのパス等を含む書誌情報データを印刷管理サーバ４００に送信し、また、プリントサ
ーバ２００は、受信した印刷データを格納しておき、さらに、印刷管理サーバ４００は、
受信した書誌情報データを記憶管理し、複合機３００からの印刷要求コマンドに基づいて
、印刷データを格納するプリントサーバ２００を特定し、該プリントサーバ２００に対し
て、前記複合機３００および印刷データを指定した印刷コマンドを出力し、プリントサー
バ２００は、この印刷コマンドに基づいて、前記複合機３００に対して前記印刷データを
出力することにより、印刷データの保存はプリントサーバに分散し、印刷データの書誌情
報については印刷管理サーバで一元管理し、負荷分散したプルプリントシステムを構築す
ることができる。
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【０２６４】
以下、図３３に示すメモリマップを参照して本発明に係るプリントシステムを構成する
各装置で読み取り可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０２６５】
図３３は、本発明に係るプリントシステムを構成する各装置（プリントサーバ２００，
印刷管理サーバ４００，印刷装置３００等）で読み取り可能な各種データ処理プログラム
を格納する記録媒体（記憶媒体）のメモリマップを説明する図である。
【０２６６】
なお、特に図示しないが、記録媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
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情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０２６７】
さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、インストールするプログラムやデータが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等
も記憶される場合もある。
【０２６８】
本実施形態における図８，図１０，図１２，図１５，図２３，図２４，図２６，図２８
，図２９，図３０，図３２に示す機能が外部からインストールされるプログラムによって
、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、ＣＤ−ＲＯＭや
フラッシュメモリやＦＤ等の記録媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記録
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媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用される
ものである。
【０２６９】
以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実
行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０２７０】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
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なる。
【０２７１】
従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
【０２７２】
プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０２７３】
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この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０２７４】
その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記憶媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプロ
グラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異
なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明
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の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対して
ダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれるものであ
る。
【０２７５】
また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ−ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０２７６】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
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施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【０２７７】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
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【０２７８】
また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給す
ることによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明
を達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体を該シス
テムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果
を享受することが可能となる。
【０２７９】
本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から排除する
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ものではない。
【図面の簡単な説明】
【０２８０】
【図１】本発明のプリントサーバおよび印刷管理サーバおよび印刷装置を適用可能なプリ
ントシステムの構成の一例を示すシステム構成図である。
【図２】図１に示したクライアントＰＣ，プリントサーバ，印刷管理サーバ，ログインサ
ービスＰＣ，ディレクトリサービスサーバに適用可能な情報処理装置のハードウェア構成
を示すブロック図である。
【図３】図１に示した複合機のコントローラユニットのハードウェア構成の一例を示すブ
ロック図である。
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【図４】本実施形態のプリントシステムにおけるプルプリントの全体の流れ説明する模式
図である。
【図５】図１に示したクライアントＰＣにインストールされた論理プリンタにおけるポー
ト設定画面の一例を示す図である。
【図６】図１に示したクライアントＰＣ１００上で動作するアプリケーションプログラム
の印刷画面の一例を示す模式図である。
【図７】図１に示したクライアントＰＣ上で動作するプリンタドライバプログラムのユー
ザインタフェース（印刷設定画面）の一例を示す模式図である。
【図８】本発明のプリントシステムにおける第１の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
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【図９】本発明のプリントシステムにおけるスプール領域のディレクトリ構成の一例を示
す図である。
【図１０】本発明のプリントシステムにおける第２の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１１】本発明のプリントシステムにおける書誌情報ファイルの構成を示す図である。
【図１２】本発明のプリントシステムにおける第３の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１３】本発明のプリントシステムにおけるプリンタグループテーブルの構成の一例を
示す図である。
【図１４】本発明のプリントシステムにおける書誌情報ＤＢのデータ構成の一例を示すデ
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ータ構成図である。
【図１５】本発明のプリントシステムにおける第４の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１６】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される画面の
模式図である。
【図１７】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される画面の
模式図である。
【図１８】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される画面の
模式図である。
【図１９】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される画面の

30

模式図である。
【図２０】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される画面の
模式図である。
【図２１】図１に示した複合機から印刷管理サーバに送信されるコマンドのデータ構造の
一例を示すデータ構成図である。
【図２２】図１に示した印刷管理サーバ４００の外部記憶装置に記憶されるＩＣカード認
証テーブルのデータ構造の一例を示すデータ構成図である。
【図２３】本発明のプリントシステムにおける第５の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２４】本発明のプリントシステムにおける第６の制御処理手順の一例を示すフローチ
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ャートである。
【図２５】図１４に示した書誌情報ＤＢの検索方法を説明する図である。
【図２６】本発明のプリントシステムにおける第７の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２７】本発明のプリントシステムにおいて印刷管理サーバからプリントサーバのデー
モンプログラムに対して発行するコマンドの一例を示す図である。
【図２８】本発明のプリントシステムにおける第８の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２９】本発明のプリントシステムにおける第９の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
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【図３０】本発明のプリントシステムにおける第１０の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３１】図１に示した複合機の操作部の表示部にＣＰＵの制御により表示される本実施
形態の原稿読み取り及び蓄積印刷画面の模式図である。
【図３２】本発明のプリントシステムにおける第１１の制御処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３３】本発明に係るプリントシステムを構成する各装置で読み取り（読み出し）可能
な各種データ処理プログラムを格納する記録媒体（記憶媒体）のメモリマップを説明する
図である。
10

【符号の説明】
【０２８１】
１００

クライアントＰＣ

２００

プリントサーバ

３００

複合機

４００

印刷管理サーバ

５００

ログインサービスＰＣ

６００

ディレクトリサービスサーバ

７００

ＬＡＮ

８００

ＷＡＮ
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