
JP 2018-5312 A 2018.1.11

10

(57)【要約】
【課題】機器への出力対象として記憶されているデータ
の機器への転送によるネットワーク負荷を軽減すること
。
【解決手段】情報処理装置は、機器への出力対象のデー
タを記憶する第１の記憶部と、前記データが圧縮された
圧縮データを生成する圧縮部と、前記機器からの前記デ
ータの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データ
を前記機器に送信する送信部と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器への出力対象のデータを記憶する第１の記憶部と、
　前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮部と、
　前記機器からの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機
器に送信する送信部と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記データの圧縮に関する設定情報が記憶された第２の記憶部を有し、
　前記圧縮部は、前記第２の記憶部に記憶されている設定情報に従って、前記圧縮データ
を生成する、
ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記送信部は、前記機器からの前記データの一覧情報の取得要求に応じ、前記第２の記
憶部に記憶されている設定情報を含む、前記データの一覧情報を前記機器に送信し、
　前記圧縮部は、前記機器からの前記データの一覧情報に基づく前記データの取得要求に
応じ、当該取得要求に含まれる圧縮の要否を示す情報に従って、前記圧縮データを生成す
る、
ことを特徴とする請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　ネットワークを介して接続される端末から前記機器への出力対象のデータを受信して、
当該データを前記第１の記憶部に記憶する受信部を有し、
　前記圧縮部は、圧縮に関する設定情報が指定されて前記受信部によって受信されたデー
タについては、当該設定情報に従って圧縮データを生成する、
ことを特徴とする請求項１乃至３いずれか一項記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記圧縮部は、データの属性が所定の条件を満たす場合に、当該データの圧縮データを
生成し、
　前記送信部は、圧縮データが生成されたデータについては圧縮データを送信し、圧縮デ
ータが生成されないデータについては当該データを送信する、
ことを特徴とする請求項１乃至４いずれか一項記載の情報処理装置。
【請求項６】
　機器と情報処理装置とを含む情報処理システムであって、
　前記情報処理装置は、
　前記機器への出力対象のデータを記憶する第１の記憶部と、
　前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮部と、
　前記機器からの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機
器に送信する送信部とを有し、
　前記機器は、
　前記情報処理装置から受信される圧縮データを解凍する解凍部、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項７】
　機器への出力対象のデータを第１の記憶部に記憶する記憶手順と、
　前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮手順と、
　前記機器からの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機
器に送信する送信手順と、
をコンピュータが実行することを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　機器にネットワークを介して接続する情報処理装置が、
　前記機器への出力対象のデータを第１の記憶部に記憶する記憶手順と、
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　前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮手順と、
　前記機器からの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機
器に送信する送信手順とを実行し、
　前記機器が、
　前記情報処理装置から受信される圧縮データを解凍する解凍手順、
を実行することを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
　機器への出力対象のデータを第１の記憶部に記憶する記憶手順と、
　前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮手順と、
　前記機器からの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機
器に送信する送信手順と、
をコンピュータに実行することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、及びプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　プルプリント印刷と呼ばれる印刷方式がある。プルプリント印刷では、ユーザがＰＣ（
Personal Computer）等を利用して文書データの印刷指示を入力すると、当該文書データ
の印刷データが当該ＰＣ又は所定のサーバに保存される。その後、ユーザによる操作に応
じて、画像形成装置は、当該ＰＣ又は当該サーバに保存されている印刷データを取得（プ
ル）し、印刷ジョブを実行する。プルプリント印刷では、画像形成装置の傍にユーザが居
る時に印刷ジョブが実行されるため、機密情報等が印刷された用紙が放置されたり、他人
によって参照されたりするリクスを低減することができる。また、プルプリント印刷によ
れば、同じサーバを参照先とする複数の画像形成装置のいずれからも、同一の印刷データ
に関して印刷ジョブを実行することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、印刷データのサイズが大きかったり、ネットワークの帯域が小さい環境
では、ＰＣ又はサーバと画像形成装置との間の印刷データの転送によって、ネットワーク
負荷が高くなってしまうという問題が有る。
【０００４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、機器への出力対象として記憶され
ているデータの機器への転送によるネットワーク負荷を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで上記課題を解決するため、情報処理装置は、機器への出力対象のデータを記憶す
る第１の記憶部と、前記データが圧縮された圧縮データを生成する圧縮部と、前記機器か
らの前記データの取得要求に応じ、当該データに対する圧縮データを前記機器に送信する
送信部と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
　機器への出力対象として記憶されているデータの機器への転送によるネットワーク負荷
を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施の形態における印刷システムの構成例を示す図である。
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【図２】第１の実施の形態におけるプリントサーバのハードウェア構成例を示す図である
。
【図３】第１の実施の形態における画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図４】第１の実施の形態における印刷システムの機能構成例を示す図である。
【図５】クライアント端末における設定画面の表示例を示す図である。
【図６】第１の実施の形態において印刷指示に応じてクライアント端末が実行する処理手
順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態においてジョブ情報の受信に応じてプリントサーバが実行する
処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図８】ジョブ情報記憶部の構成例を示す図である。
【図９】保存先情報記憶部の構成例を示す図である。
【図１０】第１の実施の形態においてユーザのログイン時に画像形成装置が実行する処理
手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１１】ランチャー画面の表示例を示す図である。
【図１２】第１の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関し
て画像形成装置が実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１３】圧縮設定記憶部の構成例を示す図である。
【図１４】圧縮設定画面の表示例を示す図である。
【図１５】ジョブリスト表示画面の表示例を示す図である。
【図１６】設定変更画面の表示例を示す図である。
【図１７】ジョブ実行中画面の表示例を示す図である。
【図１８】第１の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関し
てプリントサーバが実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１９】第２の実施の形態において印刷指示に応じてクライアント端末が実行する処理
手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図２０】第２の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関し
てプリントサーバが実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図１は、第１の実施の形態にお
ける印刷システムの構成例を示す図である。図１の印刷システム１において、１以上のク
ライアント端末３０、プリントサーバ２０、認証サーバ４０、及び１以上の画像形成装置
１０等は、ＬＡＮ（Local Area Network）又はインターネット等のネットワークを介して
接続されている。
【０００９】
　クライアント端末３０は、ユーザによって印刷対象として指定された文書データ等の印
刷データ及びジョブ情報を生成する。すなわち、本実施の形態では、１つの印刷ジョブに
関して印刷データとジョブ情報とが生成される。印刷データとは、画像形成装置１０への
出力形式に従ったデータをいう。ジョブ情報とは、印刷データ（印刷ジョブ）の書誌情報
である。生成されたジョブ情報は、プリントサーバ２０に送信される。また、生成された
印刷データは、クライアント端末３０又はプリントサーバ２０に保存される。印刷データ
の保存先がクライアント端末３０及びプリントサーバ２０のいずれかであるかは、例えば
、印刷指示時におけるユーザによる指定に従う。なお、ＰＣ（Personal Computer）、ス
マートフォン、又はタブレット端末等が、クライアント端末３０として利用されてもよい
。
【００１０】
　プリントサーバ２０は、クライアント端末３０から送信されるジョブ情報や印刷データ
等を保存する１以上のコンピュータである。プリントサーバ２０は、画像形成装置１０か
らの要求に応じ、保存されているジョブ情報の一覧（以下、「ジョブリスト」という。）
を画像形成装置１０に返信する。
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【００１１】
　認証サーバ４０は、画像形成装置１０を操作するユーザの認証処理を実行する１以上の
コンピュータである。認証サーバ４０による認証に成功したユーザが、画像形成装置１０
を利用することができる。
【００１２】
　画像形成装置１０は、例えば、プリンタ又は複合機である。画像形成装置１０は、ユー
ザによる操作に応じ、プリントサーバ２０に対してジョブリストを要求する。画像形成装
置１０は、プリントサーバ２０から返信されたジョブリストの中からユーザによって選択
されたジョブ情報に対応する印刷データを、プリントサーバ２０又はクライアント端末３
０から取得する。ジョブ情報に対応する印刷データとは、当該ジョブ情報と同一の印刷ジ
ョブに係る印刷データをいう。
【００１３】
　図２は、第１の実施の形態におけるプリントサーバのハードウェア構成例を示す図であ
る。図２のプリントサーバ２０は、それぞれバスＢで相互に接続されているドライブ装置
２００、補助記憶装置２０２、メモリ装置２０３、ＣＰＵ２０４、及びインタフェース装
置２０５等を有する。
【００１４】
　プリントサーバ２０での処理を実現するプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体１０
１によって提供される。プログラムを記憶した記録媒体１０１がドライブ装置２００にセ
ットされると、プログラムが記録媒体１０１からドライブ装置２００を介して補助記憶装
置２０２にインストールされる。但し、プログラムのインストールは必ずしも記録媒体１
０１より行う必要はなく、ネットワークを介して他のコンピュータよりダウンロードする
ようにしてもよい。補助記憶装置２０２は、インストールされたプログラムを格納すると
共に、必要なファイルやデータ等を格納する。
【００１５】
　メモリ装置２０３は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置２０２から
プログラムを読み出して格納する。ＣＰＵ２０４は、メモリ装置２０３に格納されたプロ
グラムに従ってプリントサーバ２０に係る機能を実行する。インタフェース装置２０５は
、ネットワークに接続するためのインタフェースとして用いられる。
【００１６】
　なお、クライアント端末３０や認証サーバ４０も、図１に示したハードウェア構成を有
していてもよい。
【００１７】
　図３は、第１の実施の形態における画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である
。図３において、画像形成装置１０は、コントローラ１１、スキャナ１２、プリンタ１３
、モデム１４、操作パネル１５、ネットワークインタフェース１６、及びＳＤカードスロ
ット１７等のハードウェアを有する。
【００１８】
　コントローラ１１は、ＣＰＵ１１１、ＲＡＭ１１２、ＲＯＭ１１３、ＨＤＤ１１４、及
びＮＶＲＡＭ１１５等を有する。ＲＯＭ１１３には、各種のプログラムやプログラムによ
って利用されるデータ等が記憶されている。ＲＡＭ１１２は、プログラムをロードするた
めの記憶領域や、ロードされたプログラムのワーク領域等として用いられる。ＣＰＵ１１
１は、ＲＡＭ１１２にロードされたプログラムを処理することにより、各種の機能を実現
する。ＨＤＤ１１４には、プログラムやプログラムが利用する各種のデータ等が記憶され
る。ＮＶＲＡＭ１１５には、各種の設定情報等が記憶される。
【００１９】
　スキャナ１２は、原稿より画像データを読み取るためのハードウェア（画像読取手段）
である。プリンタ１３は、印刷データを印刷用紙に印刷するためのハードウェア（印刷手
段）である。モデム１４は、電話回線に接続するためのハードウェアであり、ＦＡＸ通信
による画像データの送受信を実行するために用いられる。操作パネル１５は、ユーザから
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の入力の受け付けを行うためのボタン等の入力手段や、液晶パネル等の表示手段等を備え
たハードウェアである。液晶パネルは、タッチパネル機能を有していてもよい。この場合
、当該液晶パネルは、入力手段の機能をも兼ねる。ネットワークインタフェース１６は、
ＬＡＮ等のネットワーク（有線又は無線の別は問わない。）に接続するためのハードウェ
アである。ＳＤカードスロット１７は、ＳＤカード８０に記憶されたプログラムを読み取
るために利用される。すなわち、画像形成装置１０では、ＲＯＭ１１３に記憶されたプロ
グラムだけでなく、ＳＤカード８０に記憶されたプログラムもＲＡＭ１１２にロードされ
、実行されうる。なお、他の記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ又はＵＳＢ（Universal Se
rial Bus）メモリ等）によってＳＤカード８０が代替されてもよい。すなわち、ＳＤカー
ド８０の位置付けに相当する記録媒体の種類は、所定のものに限定されない。この場合、
ＳＤカードスロット１７は、記録媒体の種類に応じたハードウェアによって代替されれば
よい。
【００２０】
　図４は、第１の実施の形態における印刷システムの機能構成例を示す図である。図４に
おいて、クライアント端末３０は、設定受付部３１、印刷指示受付部３２、印刷データ生
成部３３、ジョブ情報送信部３４、及びクライアントデータ管理部３５等を有する。これ
ら各部は、クライアント端末３０にインストールされた１以上のプログラムが、クライア
ント端末３０のＣＰＵに実行させる処理により実現される。クライアント端末３０は、ま
た、設定記憶部３０１及びクライアントデータ記憶部３０２等を有する。これら各記憶部
は、例えば、クライアント端末３０の補助記憶装置等を用いて実現可能である。
【００２１】
　設定受付部３１は、印刷システム１を利用可能とするための設定情報の入力を、ユーザ
から受け付ける。設定受付部３１は、例えば、図５に示されるような設定画面５１０を表
示し、設定画面５１０を介して設定情報の入力を受け付ける。
【００２２】
　図５は、クライアント端末における設定画面の表示例を示す図である。図５において、
設定画面５１０は、サーバ設定領域５１１と、ユーザ名設定領域５１３と、プリンタドラ
イバ設定領域５１４とを含む。
【００２３】
　サーバ設定領域５１１では、プリントサーバ２０のホスト名又はＩＰアドレスと、ポー
ト番号と、ＳＳＬ（Secure Socket Layer）通信の要否との設定が可能とされている。こ
れらの設定が行われた後、接続テスト５１２が押下されると、設定受付部３１は、設定内
容に従って、プリントサーバ２０との通信の接続を試行する。
【００２４】
　ユーザ名設定領域５１３では、ジョブ情報に含められるユーザ名が設定される。当該ユ
ーザ名は、ユーザごとの印刷ジョブの識別のために利用される。
【００２５】
　プリンタドライバ設定領域５１４では、印刷データの生成に利用されるプリンタドライ
バが選択される。
【００２６】
　なお、設定画面５１０に対して入力された設定情報は、設定記憶部３０１に記憶される
。
【００２７】
　印刷指示受付部３２は、クライアント端末３０に保存されている文書データ、又はクラ
イアント端末３０において編集中の文書データ等について、ユーザから印刷指示を受け付
ける。印刷指示においては、当該文書データに関して生成される印刷データの保存先も指
定される。
【００２８】
　印刷データ生成部３３は、印刷指示において印刷対象として指定された文書データに関
して、印刷データ及びジョブ情報を生成する。
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【００２９】
　ジョブ情報送信部３４は、印刷データ生成部３３によって生成されたジョブ情報を、設
定記憶部３０１に記憶されている設定情報に係るプリントサーバ２０に送信する。ジョブ
情報送信部３４は、また、印刷データの保存先としてプリントサーバ２０が指定された場
合には、印刷データをプリントサーバ２０に送信し、印刷データの保存先としてクライア
ント端末３０が指定された場合には、印刷データをクライアントデータ記憶部３０２に記
憶する。
【００３０】
　クライアントデータ管理部３５は、画像形成装置１０からの印刷データの取得要求に応
じ、当該印刷データをクライアントデータ記憶部３０２から取得する。クライアントデー
タ管理部３５は、取得された印刷データを、取得要求の送信元の画像形成装置１０に返信
する。
【００３１】
　プリントサーバ２０は、ジョブ情報受信部２１、ジョブリスト要求受信部２２、ジョブ
リスト返信部２３、圧縮設定受付部２４、及びサーバデータ管理部２５等を有する。これ
ら各部は、プリントサーバ２０にインストールされた１以上のプログラムが、ＣＰＵ２０
４に実行させる処理により実現される。プリントサーバ２０は、また、サーバデータ記憶
部２１１、ジョブ情報記憶部２１２、保存先情報記憶部２１３、及び圧縮設定記憶部２１
４等を有する。これら各記憶部は、例えば、補助記憶装置２０２を用いて実現可能である
。又は、プリントサーバ２０にネットワークを介して接続される記憶装置を用いて、これ
ら各記憶部が実現されてもよい。
【００３２】
　ジョブ情報受信部２１は、クライアント端末３０から送信されるジョブ情報を受信する
。ジョブ情報受信部２１は、受信したジョブ情報をジョブ情報記憶部２１２に記憶する。
ジョブ情報受信部２１は、また、クライアント端末３０から印刷データが受信された場合
には、当該印刷データをジョブ情報に関連付けてサーバデータ記憶部２１１に記憶する。
更に、ジョブ情報受信部２１は、印刷データの保存先に関する情報を保存先情報記憶部２
１３に記憶する。
【００３３】
　ジョブリスト要求受信部２２は、画像形成装置１０のログインユーザに係るジョブリス
トの取得要求を画像形成装置１０から受信する。ジョブリスト返信部２３は、ジョブ情報
記憶部２１２に記憶されているジョブ情報のうち、画像形成装置１０のログインユーザの
ユーザ名を含むジョブ情報を取得し、取得されたジョブ情報が構成するジョブリストを画
像形成装置１０に返信する。
【００３４】
　圧縮設定受付部２４は、サーバデータ記憶部２１１に記憶されている印刷データの圧縮
に関する設定情報（以下、「圧縮設定情報」という。）の入力を、ユーザから受け付ける
。圧縮設定受付部２４は、入力された圧縮設定情報を圧縮設定記憶部２１４に記憶する。
【００３５】
　サーバデータ管理部２５は、画像形成装置１０においてジョブリストの中から選択され
たジョブ情報に係る印刷データの取得要求に応じ、当該印刷データをサーバデータ記憶部
２１１から取得する。サーバデータ管理部２５は、取得された印刷データを、取得要求の
送信元の画像形成装置１０に返信する。サーバデータ管理部２５は、印刷データの返信に
際し、圧縮設定記憶部２１４に記憶されている圧縮設定情報に従って、当該印刷データを
圧縮する。
【００３６】
　画像形成装置１０は、入力制御部１２１、表示制御部１２２、ログイン制御部１２３、
ジョブリスト取得部１２４、データ取得部１２５、解凍部１２６、及びジョブ実行部１２
７等を有する。これら各部は、画像形成装置１０にインストールされた１以上のプログラ
ムが、画像形成装置１０のＣＰＵ１１１に実行させる処理により実現される。
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【００３７】
　入力制御部１２１は、例えば、操作パネル１５を介して入力されるユーザの指示を解釈
する。表示制御部１２２は、画像形成装置１０が実行する処理の進行において生成される
情報を、操作パネル１５に表示させる。ログイン制御部１２３は、画像形成装置１０に対
するユーザのログイン処理を制御する。
【００３８】
　ジョブリスト取得部１２４は、ログインユーザに係るジョブリストをプリントサーバ２
０から取得する。データ取得部１２５は、操作パネル１５に表示されたジョブリストの中
からユーザによって選択されたジョブ情報に係る印刷データをクライアント端末３０又は
プリントサーバ２０から取得する。
【００３９】
　解凍部１２６は、データ取得部１２５によって取得された印刷データが圧縮されている
場合に、当該印刷データを解凍する。
【００４０】
　ジョブ実行部１２７は、データ取得部１２５によって取得された印刷データ又は解凍部
１２６によって解凍された印刷データの印刷を制御する。
【００４１】
　以下、印刷システム１において実行される処理手順について説明する。図６は、第１の
実施の形態において印刷指示に応じてクライアント端末が実行する処理手順の一例を説明
するためのフローチャートである。
【００４２】
　ステップＳ１１０において、印刷指示受付部３２は、ユーザから印刷指示を受け付ける
。印刷指示においては、印刷対象の文書データや印刷データの保存先等が指定される。印
刷データの保存先は、例えば、印刷属性（印刷条件）の設定を受け付けるための画面等を
介して受け付けられてもよい。
【００４３】
　続いて、印刷データ生成部３３は、印刷対象として指定された文書データについて、印
刷データ及びジョブ情報を生成する（Ｓ１２０）。
【００４４】
　続いて、ジョブ情報送信部３４は、印刷データの保存先がプリントサーバ２０であるか
否かを判定する（Ｓ１３０）。印刷データの保存先がプリントサーバ２０である場合（Ｓ
２０３でＹｅｓ）、ジョブ情報送信部３４は、ジョブ情報と印刷データとをプリントサー
バ２０に送信する（Ｓ１４０）。ジョブ情報等の送信先のプリントサーバ２０は、設定記
憶部３０１に記憶されている設定情報に基づいて特定される。
【００４５】
　一方、印刷データの保存先がクライアント端末３０である場合（Ｓ１３０でＮｏ）、ジ
ョブ情報送信部３４は、ジョブ情報をプリントサーバ２０に送信する（Ｓ１５０）。続い
て、ジョブ情報送信部３４は、印刷データをクライアントデータ記憶部３０２に記憶する
（Ｓ１６０）。
【００４６】
　図７は、第１の実施の形態においてジョブ情報の受信に応じてプリントサーバが実行す
る処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【００４７】
　ジョブ情報受信部２１は、クライアント端末３０から送信されたジョブ情報を受信する
と（Ｓ２０１でＹｅｓ）、ジョブ情報記憶部２１２に新たなレコード（以下、「対象ジョ
ブレコード」という。）を生成し、対象ジョブレコードに当該ジョブ情報を記憶する。
【００４８】
　図８は、ジョブ情報記憶部の構成例を示す図である。図８には、ジョブ情報記憶部２１
２の１つのレコードを構成する各項目の項目名と値の例とが示されている。図８に示され
るように、ジョブ情報記憶部２１２の各レコードは、日時、文書ＩＤ、ユーザ名、ジョブ
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名、保存先ＩＤ、保存先パス名、言語、ページ数、面設定、色情報、及び部数等の項目を
含む。
【００４９】
　日時は、ジョブ情報が記憶された日時である。文書ＩＤは、ジョブ情報ごとの識別情報
である。ユーザ名は、印刷指示を行ったユーザのユーザ名である。当該ユーザ名は、設定
画面５１０（図５）を介して入力された値である。ジョブ名は、印刷対象とされた文書デ
ータの名前である。保存先ＩＤは、印刷データの保存先に対する識別情報であり、後述さ
れる保存先情報記憶部２１３のレコードに対するリンク情報である。保存先パス名は、印
刷データが格納されたファイルが配置されたフォルダのパス名である。言語は、印刷デー
タに使用されているＰＪＬ（Printer Job Language）の種別である。ページ数は、印刷デ
ータのページ数である。面設定は、各ページを印刷用紙の片面に印刷するのか両面に印刷
するのかを示す設定値である。色情報は、モノクロ印刷又はカラー印刷を示す設定値であ
る。部数は、印刷部数である。
【００５０】
　これらの項目のうち、文書ＩＤ、ユーザ名、ジョブ名、保存先パス名、言語、ページ数
、面設定、色情報、及び部数は、クライアント端末３０から送信されたジョブ情報にその
値が含まれている。但し、文書ＩＤは、ジョブ情報の受信に応じて割り当てられてもよい
。日時の値は、ジョブ情報受信部２１によって記憶される。保存先ＩＤの値は、後段の処
理において設定される。また、ジョブ情報と共に印刷データが受信されていない場合（す
なわち、印刷データの保存先がクライアント端末３０である場合）、保存先パス名は、ジ
ョブ情報に含まれていなくてよい。
【００５１】
　続いて、ジョブ情報受信部２１は、ジョブ情報と共に印刷データが受信されたか否かを
判定する（Ｓ２０３）。印刷データも受信されている場合（Ｓ２０３でＹｅｓ）、ジョブ
情報受信部２１は、当該印刷データをサーバデータ記憶部２１１に記憶する（Ｓ２０４）
。続いて、ジョブ情報受信部２１は、サーバデータ記憶部２１１における印刷データの保
存先のパス名を、対象ジョブレコードの保存先パス名に記憶すると共に、対象ジョブレコ
ードの保存先ＩＤに値を記憶する。保存先ＩＤとして記憶される値は、保存先情報記憶部
２１３において、プリントサーバ２０に対して割り当てられている保存先ＩＤである。
【００５２】
　図９は、保存先情報記憶部の構成例を示す図である。図９には、保存先情報記憶部２１
３の１つのレコードを構成する各項目の項目名と値の例とが示されている。図９に示され
るように、保存先情報記憶部２１３の各レコードは、保存先ＩＤ、ＩＰアドレス、ホスト
名、ポート番号、ポート番号（ｈｔｔｐｓ）、及び種別等の項目を含む。
【００５３】
　保存先ＩＤは、印刷データの保存先（プリントサーバ２０又はクライアント端末３０）
ごとの識別情報であると共に、保存先情報記憶部２１３のレコードごとの識別情報である
。ＩＰアドレスは、当該保存先のＩＰアドレスである。ホスト名は、当該保存先のホスト
名である。ポート番号は、当該保存先において印刷データの取得要求の受信用に開設され
ているポートのポート番号である。ポート番号（ｈｔｔｐｓ）は、当該保存先において印
刷データの取得要求のＨＴＴＰＳ（Hypertext Transfer Protocol Security）での受信用
に開設されているポート番号である。種別は、当該保存先がプリントサーバ２０であるの
か否かを示す項目である。種別の値は、１又は２である。１は、プリントサーバ２０を示
す。２は、プリントサーバ２０以外（本実施の形態ではクライアント端末３０）を示す。
【００５４】
　ステップＳ２０５では、保存先情報記憶部２１３において、種別の値が１であるレコー
ドが検索され、当該レコードの保存先ＩＤが、対象ジョブレコードの保存先ＩＤに設定さ
れる。なお、プリントサーバ２０は、印刷データの保存先の候補として既定の存在である
ため、プリントサーバ２０に対応するレコードは、予め保存先情報記憶部２１３に記憶さ
れている。
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【００５５】
　一方、印刷データが受信されていない場合（Ｓ２０３でＮｏ）、ジョブ情報受信部２１
は、保存先情報記憶部２１３に新たなレコード（以下、「対象保存先レコード」という。
）を生成し、対象保存先レコードに、ジョブ情報の送信元に関する情報を記憶する（Ｓ２
０６）。すなわち、クライアント端末３０のジョブ情報送信部３４は、印刷データを送信
しない場合、保存先情報記憶部２１３に記憶されるべき情報をプリントサーバ２０に送信
する。但し、同一のクライアント端末３０に対応するレコードが既に保存先情報記憶部２
１３に記憶されている場合には、新たなレコードは生成されなくてよい。
【００５６】
　続いて、ジョブ情報受信部２１は、対象保存先レコードの保存先ＩＤを、対象ジョブレ
コードの保存先ＩＤに設定する（Ｓ２０７）。
【００５７】
　その後、印刷指示を行ったユーザは、任意のタイミングで画像形成装置１０の設置場所
に移動し、画像形成装置１０を操作する。
【００５８】
　図１０は、第１の実施の形態においてユーザのログイン時に画像形成装置が実行する処
理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【００５９】
　ステップＳ３０１において、入力制御部１２１は、画像形成装置１０の操作パネル１５
に表示されているログイン画面を介してユーザ名及びパスワード（以下、「認証情報」と
いう。）の入力をユーザから受け付ける。続いて、ログイン制御部１２３は、認証情報を
認証サーバ４０に送信する（Ｓ３０２）。なお、ログイン名及びユーザ名が入力される代
わりに、ＩＣカードが画像形成装置１０に翳されてもよい。この場合、ＩＣカードから認
証情報（但し、この場合、認証情報の内容はユーザ名及びパスワードでなくてもよい。）
が読み出されればよい。
【００６０】
　認証サーバ４０は、当該認証情報を受信すると（Ｓ３０３）、正当なユーザごとにユー
ザ名、パスワード、及び画像形成装置１０の利用権限情報等（以下、「ユーザ情報」とい
う。）を含むレコードが記憶されているデータベースから、当該認証情報を含むユーザ情
報の検索を試みる（Ｓ３０４）。当該データベースは、例えば、Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅ
ｃｔｏｒｙであってもよい。また、利用権限情報とは、画像形成装置１０のアプリケーシ
ョンごと又は機能ごとに利用権限の有無を示す情報をいう。
【００６１】
　該当するユーザ情報が検索された場合（Ｓ３０５でＹｅｓ）、認証サーバ４０は、当該
ユーザ情報に含まれている利用権限情報を応答に設定する（Ｓ３０６）。一方、該当する
ユーザ情報が検索されなかった場合（Ｓ３０５でＮｏ）、利用権限情報は応答に設定され
ない。続いて、認証サーバ４０は、画像形成装置１０に対して応答を返信する（Ｓ３０７
）。
【００６２】
　画像形成装置１０のログイン制御部１２３は、認証サーバ４０からの応答を受信すると
（Ｓ３０８）、当該応答に利用権限情報が含まれているか否かを判定する（Ｓ３０９）。
当該応答に利用権限情報が含まれていない場合（Ｓ３０９でＮｏ）、ログイン制御部１２
３は、ログインは失敗であると判定し、ログイン画面を表示したままとする（Ｓ３１０）
。当該応答に利用権限情報が含まれている場合、ログイン制御部１２３は、ログインは成
功であると判定し、ログイン画面の表示を解除する（Ｓ３１１）。その結果、操作パネル
１５には、ランチャー画面が表示制御部１２２によって表示される。なお、ログインに成
功した場合、ステップＳ３０１において入力されたユーザ名は、ログインユーザ名として
、例えば、ＲＡＭ１１２に記憶される。
【００６３】
　図１１は、ランチャー画面の表示例を示す図である。図１１に示されるように、ランチ
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ャー画面５２０には、利用権限情報において利用権限が有ることが示されている各アプリ
ケーションのアイコンが表示される。図１１では、アイコン５２１～５２６が表示された
例が示されている。ここで、アイコン５２６が選択されると、図１２の処理手順が実行さ
れる。
【００６４】
　図１２は、第１の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関
して画像形成装置が実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【００６５】
　ステップＳ４０１において、ジョブリスト取得部１２４は、ログインユーザ名を指定し
て、ジョブリストの取得要求をプリントサーバ２０に送信する。当該取得要求に応じてロ
グインユーザ名を含むジョブ情報によって構成されたジョブリストがプリントサーバ２０
から返信される。ジョブリスト取得部１２４は、当該ジョブリストを受信する（Ｓ４０２
）。なお、当該ジョブリストに含まれている各ジョブ情報には、当該ジョブ情報の保存先
ＩＤによって関連付けられている保存先情報記憶部２１３のレコードの内容も追加されて
いる。また、当該ジョブリストに含まれている各ジョブ情報には、プリントサーバ２０の
圧縮設定記憶部２１４に記憶されている圧縮設定情報も追加されている。
【００６６】
　図１３は、圧縮設定記憶部の構成例を示す図である。図１３に示されるように、圧縮設
定記憶部２１４には、圧縮要否及び圧縮レベルが記憶されている。圧縮要否は、印刷デー
タの圧縮の要否を示す項目であり、その値はＴｒｕｅ（要）又はＦａｌｓｅ（否）である
。圧縮レベルは、圧縮率を示す項目であり、その値は、例えば、０～１０の間のいずれか
の整数である。例えば、ｇｚｉｐでは、圧縮率を指定することが可能であり、当該圧縮率
の値の範囲が、圧縮レベルの値の範囲とされる。すなわち、圧縮レベルの範囲は、使用さ
れる圧縮方式に依存する。
【００６７】
　なお、圧縮設定情報は、例えば、図１４に示されるような圧縮設定画面を介して予め設
定される。
【００６８】
　図１４は、圧縮設定画面の表示例を示す図である。図１４に示されるように、圧縮設定
画面５６０は、印刷要否及び圧縮レベルの設定が可能とされている。圧縮設定受付部２４
は、圧縮設定画面５６０を介して入力された圧縮設定情報を、圧縮設定記憶部２１４に記
憶する。なお、圧縮設定画面５６０は、プリントサーバ２０に接続される表示装置に表示
されてもよいし、プリントサーバ２０にネットワークを介して接続される端末において表
示されてもよい。
【００６９】
　続いて、画像形成装置１０の表示制御部１２２は、受信されたジョブリストを含むジョ
ブリスト表示画面を、画像形成装置１０の操作パネル１５に表示する（Ｓ４０３）。
【００７０】
　図１５は、ジョブリスト表示画面の表示例を示す図である。図１５において、ジョブリ
スト表示画面５３０は、リスト領域５３１、更新ボタン５３２、ジョブ数ラベル５３３、
圧縮設定ボタン５３４、設定変更ボタン５３５、削除ボタン５３６、及び印刷ボタン５３
７等を含む。
【００７１】
　リスト領域５３１は、ジョブリストに含まれているジョブ情報ごとに、ボタン（以下、
「ジョブボタン」という。）が表示される領域である。各ジョブボタンには、ジョブ情報
を構成する一部の項目の値が表示される。図１５では、日時、ページ数、部数、面設定、
及び色情報に加え、保存先の種別が表示される例が示されている。なお、保存先の種別は
、「Ｓｅｒｖｅｒ」又は「Ｃｌｉｅｎｔ」という文字列に変換されて表示されている。
【００７２】
　更新ボタン５３２は、ジョブリストの再取得の実行指示を受け付けるためのボタンであ
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る。ジョブ数ラベル５３３には、ジョブリストに含まれるジョブ情報の数が表示される。
【００７３】
　圧縮設定ボタン５３４は、リスト領域５３１において選択されているジョブ情報につい
て、印刷データの圧縮を行うか否かの設定を受け付けるためのトグルボタンである。すな
わち、圧縮設定ボタン５３４は、押されるたびに、圧縮を行うか（ＯＮ）否か（ＯＦＦ）
が切り替わる。
【００７４】
　削除ボタン５３６は、リスト領域５３１において選択されているジョブ情報の削除指示
を受け付けるためのボタンである。
【００７５】
　設定変更ボタン５３５は、リスト領域５３１において選択されているジョブ情報におけ
る印刷設定の変更指示を受け付けるためのボタンである。すなわち、設定変更ボタン５３
５が押下されると、表示制御部１２２は、設定変更画面を操作パネル１５に表示する。
【００７６】
　図１６は、設定変更画面の表示例を示す図である。図１６の設定変更画面５４０では、
部数、面設定、及び色情報について設定変更が可能とされた例が示されている。設定変更
画面５４０における変更は、対象のジョブ情報に反映される。部数に関するクリアボタン
５４１は、部数の変更後に、初期値（変更前の値）に戻すためのボタンである。
【００７７】
　設定変更画面５４０は、また、チェック印刷ボタン５４２を含む。チェック印刷ボタン
５４２が押下されると、１部のみの印刷がテスト的に行われる。
【００７８】
　図１５に戻る。印刷ボタン５３７は、リスト領域５３１において選択されているジョブ
情報について、印刷指示を受け付けるためのボタンである。
【００７９】
　ジョブリスト表示画面５３０を介して、ユーザによって一以上のジョブ情報が選択され
、印刷ボタン５３７が押下されることにより、印刷ジョブの実行指示が入力されると（Ｓ
４０４でＹｅｓ）、画像形成装置１０のデータ取得部１２５は、選択されたジョブ情報に
含まれている保存先ＩＤに係るＩＰアドレス及びポート番号宛に印刷データの取得要求を
送信する（Ｓ４０５）。当該取得要求には、印刷対象として選択されたジョブ情報ごとに
、当該ジョブ情報の保存先パス名及びジョブ名と、当該ジョブ情報に追加された圧縮設定
情報が含まれる。但し、圧縮設定ボタン５３４の操作によって、圧縮の要否の指定が行わ
れたジョブ情報については、当該ジョブ情報に追加されている圧縮設定情報の内容が当該
指定によって書き換えられる。具体的には、圧縮設定ボタン５３４において「ＯＮ」が選
択されたジョブ情報に追加されている圧縮設定情報の圧縮要否は、Ｔｒｕｅに変更される
。圧縮設定ボタン５３４において「ＯＦＦ」が選択されたジョブ情報に追加されている圧
縮設定情報の圧縮要否は、Ｆａｌｓｅに変更される。
【００８０】
　当該取得要求は、プリントサーバ２０のサーバデータ管理部２５又はクライアント端末
３０のクライアントデータ管理部３５によって受信される。なお、ジョブ情報ごとに、印
刷データの保存先が異なる可能性も有る。したがって、サーバデータ管理部２５及びクラ
イアント端末３０の双方に対して、異なる印刷データに対する取得要求が送信される可能
性も有る。
【００８１】
　当該サーバデータ管理部２５又は当該クライアントデータ管理部３５は、当該取得要求
に含まれている保存先パス名及びジョブ名によって特定される印刷データを返信する。こ
の際、印刷データの保存先がプリントサーバ２０である場合、圧縮された印刷データが返
信される可能性が有る。データ取得部１２５は、返信された印刷データを受信する（Ｓ４
０６）。
【００８２】
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　続いて、解凍部１２６は、受信された印刷データが圧縮されているか否かを判定する（
Ｓ４０７）。圧縮の有無は、例えば、印刷データのファイル名に基づいて判定されてもよ
い。印刷データが圧縮されている場合（Ｓ４０７でＹｅｓ）、解凍部１２６は、印刷デー
タを解凍する（Ｓ４０８）。続いて、ジョブ実行部１２７は、解凍された印刷データに関
する印刷ジョブを画像形成装置１０に実行させる（Ｓ４０９）。但し、受信された印刷デ
ータが圧縮されていない場合（Ｓ４０７でＮｏ）、当該印刷データに関する印刷ジョブが
実行される。なお、印刷ジョブの実行中において、表示制御部１２２は、図１７に示され
るようなジョブ実行中画面を操作パネル１５に表示してもよい。
【００８３】
　図１７は、ジョブ実行中画面の表示例を示す図である。図１７に示されるように、ジョ
ブ実行中画面５５０には、印刷ジョブの実行中の印刷データに係るジョブ名、日時、及び
ページ数等が表示される。ユーザは、ジョブ実行中画面５５０を参照することで、印刷ジ
ョブの状況を確認することができる。
【００８４】
　ジョブ実行部１２７は、各印刷データの印刷ジョブの実行が完了するたびに、完了した
印刷ジョブの実行結果を当該印刷データの取得先（当該印刷ジョブに係る印刷データの保
存先）に送信する（Ｓ４１０）。実行結果には、印刷ジョブの対象であるジョブ情報の文
書ＩＤや、印刷ジョブの成否を示す情報等が含まれる。
【００８５】
　図１８は、第１の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関
してプリントサーバが実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【００８６】
　ジョブリスト要求受信部２２が、図１２のステップＳ４０１において送信されたジョブ
リストの取得要求を受信すると（Ｓ５００でＹｅｓ）、ジョブリスト返信部２３は、当該
取得要求に指定されているユーザ名を含むジョブ情報をジョブ情報記憶部２１２から取得
する（Ｓ５１０）。続いて、ジョブリスト返信部２３は、取得されたジョブ情報ごとに、
圧縮設定記憶部２１４（図１３）に記憶されている圧縮設定情報を当該ジョブ情報に対し
て追加する（Ｓ５２０）。すなわち、共通の圧縮設定情報が、各ジョブ情報に追加される
。
【００８７】
　続いて、ジョブリスト返信部２３は、圧縮設定情報が追加されたジョブ情報によって構
成されるジョブリストを画像形成装置１０に送信する（Ｓ５３０）。
【００８８】
　一方、サーバデータ管理部２５が、図１２のステップＳ４０５において送信された印刷
データの取得要求を受信すると（Ｓ５４０でＹｅｓ）、当該取得要求において取得対象と
されている印刷データごとに含まれている保存先パス名及びジョブ名によって特定される
各印刷データをサーバデータ記憶部２１１から取得する（Ｓ５５０）。
【００８９】
　続いて、サーバデータ管理部２５は、当該取得要求において、圧縮要否の値がＴｒｕｅ
である圧縮設定情報が指定されている印刷データの有無を判定する（Ｓ５６０）。該当す
る印刷データが有る場合（Ｓ５６０でＹｅｓ）、サーバデータ管理部２５は、該当する印
刷データを当該圧縮設定情報の圧縮レベルに応じた圧縮率で圧縮する（Ｓ５７０）。その
結果、当該印刷データの圧縮データが生成される。なお、該当しない印刷データについて
は圧縮は行われない。続いて、サーバデータ管理部２５は、取得対象の各印刷データを、
取得要求の送信元の画像形成装置１０に送信する（Ｓ５８０）。なお、圧縮された印刷デ
ータについては、圧縮データが送信される。
【００９０】
　また、サーバデータ管理部２５は、図１２のステップＳ４１０において送信された印刷
ジョブの実行結果を受信すると（Ｓ５９０でＹｅｓ）、ジョブ情報記憶部２１２に記憶さ
れているジョブ情報のうち、当該実行結果に含まれている文書ＩＤを含むジョブ情報を更
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新する（Ｓ６００）。例えば、当該ジョブ情報に対して、印刷ジョブが実行されたことを
示すフラグ情報が付加される。なお、ステップＳ５１０では、当該フラグ情報が付加され
ているジョブ情報は、取得対象から除外されてもよい。
【００９１】
　なお、クライアント端末３０のクライアントデータ管理部３５も、ステップＳ５４０～
Ｓ６００と同様の処理手順を実行する。但し、第１の実施の形態において、クライアント
端末３０は、ジョブ情報記憶部２１２を有していない。したがって、ステップＳ６００に
おいて、クライアントデータ管理部３５は、受信した実行結果をプリントサーバ２０に転
送する。
【００９２】
　上述したように、第１の実施の形態によれば、画像形成装置１０において印刷対象とさ
れたジョブ情報に対応する印刷データは、圧縮されて画像形成装置１０に送信される。し
たがって、画像形成装置１０への出力対象として記憶されている印刷データの画像形成装
置１０への転送によるネットワーク負荷を軽減することができる。
【００９３】
　次に、第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態では第１の実施の形態と
異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第１の実施の
形態と同様でもよい。
【００９４】
　第２の実施の形態では、印刷システム１における一部のクライアント端末３０（以下、
「クライアント端末３０ａ」という。）の設定受付部３１は、図１４の圧縮設定画面５６
０をクライアント端末３０ａの表示装置に表示し、圧縮設定情報の入力を受け付け可能で
ある。設定受付部３１は、入力された圧縮設定情報を設定記憶部３０１に記憶する。当該
圧縮設定情報の構成は、図１３に示した通りである。一方、第２の実施の形態において、
第１の実施の形態と同じ機能を有するクライアント端末３０を「クライアント端末３０ｂ
」という。
【００９５】
　図１９は、第２の実施の形態において印刷指示に応じてクライアント端末が実行する処
理手順の一例を説明するためのフローチャートである。図１９中、図６と同一ステップに
は同一ステップ番号を付し、その説明は省略する。なお、図１９の処理手順を実行するの
はクライアント端末３０ａである。
【００９６】
　図１９では、ステップＳ１２０に続いてステップＳ１２１が実行される。ステップＳ１
２１において、クライアント端末３０ａの印刷データ生成部３３は、ステップＳ１２０に
おいて生成されたジョブ情報に、設定記憶部３０１に記憶されている圧縮設定情報を追加
する。ステップＳ１３０以降は、図６において説明した通りである。
【００９７】
　このように、第２の実施の形態では、一部のクライアント端末３０ａから送信されるジ
ョブ情報には、クライアント端末３０ａにおいて設定された圧縮設定情報が含まれている
。
【００９８】
　図２０は、第２の実施の形態においてプリントサーバに記憶されているジョブ情報に関
してプリントサーバが実行する処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
図２０中、図１８と同一ステップには同一ステップ番号を付し、その説明は省略する。
【００９９】
　図２０では、ステップＳ５１０に続いてステップＳ５１１が実行される。ステップＳ５
１１において、ジョブリスト返信部２３は、取得されたジョブ情報ごとに、圧縮設定情報
の有無を判定する（Ｓ５１１）。
【０１００】
　圧縮設定情報が含まれていないジョブ情報について（Ｓ５１１でＹｅｓ）、ジョブリス
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ト返信部２３は、プリントサーバ２０の圧縮設定記憶部２１４に記憶されている圧縮設定
情報を追加する（Ｓ５２０）。一方、圧縮設定情報が含まれているジョブ情報に対しては
（Ｓ５１１でＮｏ）、ステップＳ５２０は実行されない。
【０１０１】
　すなわち、クライアント端末３０ａから送信されたジョブ情報には圧縮設定情報が含ま
れており、クライアント端末３０ｂから送信されたジョブ情報には圧縮設定情報が含まれ
ていない。したがって、第２の実施の形態では、クライアント端末３０ａから送信された
ジョブ情報については、クライアント端末３０ａにおいて設定された圧縮設定情報が優先
的に適用される。一方、クライアント端末３０ｂから送信されたジョブ情報については、
プリントサーバ２０において設定されている圧縮設定情報が適用される。
【０１０２】
　このように、第２の実施の形態では、圧縮設定情報をジョブ情報に追加するクライアン
ト端末３０とそうでないクライアント端末３０とが混在する環境において、印刷システム
１を適切に動作させることができる。このような環境の一例として、クライアント端末３
０ａにインストールされているプログラムのバージョンと、クライアント端末３０ｂにイ
ンストールされているプログラムのバージョンとが異なる例が挙げられる。
【０１０３】
　次に、第３の実施の形態について説明する。第３の実施の形態では第１又は第２の実施
の形態と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第１
又は第２の実施の形態と同様でもよい。
【０１０４】
　第３の実施の形態において、サーバデータ管理部２５又はクライアントデータ管理部３
５は、圧縮された印刷データにパスワードを設定する。設定されるパスワードは、予め圧
縮設定情報の一つの項目の値として設定された文字列であってもよい。すなわち、第３の
実施の形態において、圧縮設定情報は、パスワードを含んでいてもよい。
【０１０５】
　または、パスワードは、クライアント端末３０における印刷指示の入力に伴って入力さ
れてもよい。この場合、ジョブ情報にパスワードが追加されてもよい。
【０１０６】
　画像形成装置１０の解凍部１２６は、圧縮データの解凍に際し、パスワードの入力を要
求する画面を操作パネル１５に表示する。解凍部１２６は、ユーザによって入力されたパ
スワードを適用して、圧縮データの解凍を行う。
【０１０７】
　第３の実施の形態によれば、第１又は第２の実施の形態によって得られる効果に加え、
ネットワーク上を流通する印刷データからの情報の漏洩を防止することができる。
【０１０８】
　次に、第４の実施の形態について説明する。第４の実施の形態では上記各実施の形態と
異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、上記各実施の
形態と同様でもよい。
【０１０９】
　第４の実施の形態では、画像形成装置１０に対して圧縮設定情報が設定される。設定さ
れた圧縮設定情報は、例えば、ＨＤＤ１１４等に記憶される。第４の実施の形態では、プ
リントサーバ２０及びクライアント端末３０に対して圧縮設定情報は設定されなくてもよ
い。
【０１１０】
　画像形成装置１０のデータ取得部１２５は、印刷データの取得要求の送信に際し、当該
画像形成装置１０において記憶されている圧縮設定情報を当該取得要求に含める。その結
果、画像形成装置１０において設定された圧縮レベルによって、印刷データが圧縮される
ようになる。
【０１１１】
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　次に、第５の実施の形態について説明する。第５の実施の形態では上記各実施の形態と
異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、上記各実施の
形態と同様でもよい。
【０１１２】
　第５の実施の形態では、圧縮設定情報の構成が上記各実施の形態と異なる。第５の実施
の形態における圧縮設定情報は、圧縮要否の項目の代わりに圧縮条件の項目を含む。圧縮
条件には、印刷データの属性に基づいて圧縮を実行する条件が設定される。例えば、デー
タサイズ（データ量）に対する閾値や、ページ数に対する閾値が圧縮条件とされてもよい
。この場合、当該閾値以上である印刷データが圧縮の対象とされ、そうでない印刷データ
は圧縮の対象とされない。
【０１１３】
　また、印刷データに対応するジョブ情報の項目の値に基づいて圧縮条件が設定されても
よい。例えば、ユーザ名が圧縮条件とされてもよい。この場合、圧縮条件に設定されてい
るユーザ名を含むジョブ情報に対応する印刷データが圧縮の対象とされ、そうでない印刷
データは圧縮の対象とされない。
【０１１４】
　また、印刷データの転送に利用されるネットワークの帯域に対する閾値が圧縮条件とし
て設定されてもよい。この場合、当該ネットワークの帯域の推定値が、当該閾値未満であ
れば印刷データの圧縮が実行され、そうでなければ印刷データの圧縮が実行されないよう
にしてもよい。ネットワークの帯域の推定値は、公知技術を利用して算出可能である。
【０１１５】
　第５の実施の形態によれば、圧縮の要否を印刷データごとや、印刷ジョブの実行時のネ
ットワークの負荷状況等に応じて動的に変化させることができる。その結果、印刷対象の
印刷データのデータサイズが小さい場合や、ネットワーク帯域が大きい場合において圧縮
及び解凍が行われる可能性を低下させることができ、圧縮及び解凍による処理負荷を削減
することができる。
【０１１６】
　なお、上記各実施の形態において、ジョブ情報は、プリントサーバ２０ではなくクライ
アント端末３０に記憶されるようにしてもよい。この場合、画像形成装置１０は、クライ
アント端末３０からジョブリストを取得してもよい。
【０１１７】
　また、画像形成装置１０以外の機器及び印刷データ以外の出力データに関して上記各実
施の形態が適用されてもよい。例えば、プロジェクタが、画像形成装置１０の代わりであ
ってもよい。この場合、プロジェクタによって投影（出力）されるデータが、印刷データ
の代わりであってもよい。その他のデータの出力機器に関して、上記各実施の形態が適用
されてもよい。
【０１１８】
　なお、上記各実施の形態において、プリントサーバ２０及びクライアント端末３０は、
情報処理装置の一例である。画像形成装置１０は、機器の一例である。サーバデータ記憶
部２１１及びクライアントデータ記憶部３０２は、第１の記憶部の一例である。サーバデ
ータ管理部２５及びクライアントデータ管理部３５は、圧縮部及び送信部の一例である。
圧縮設定記憶部２１４及び設定記憶部３０１は、第２の記憶部の一例である。ジョブ情報
受信部２１は、受信部の一例である。
【０１１９】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変
形・変更が可能である。
【符号の説明】
【０１２０】
１　　　　　　印刷システム



(17) JP 2018-5312 A 2018.1.11

10

20

30

40

50

１０　　　　　画像形成装置
１０　　　　　画像形成装置
１１　　　　　コントローラ
１２　　　　　スキャナ
１３　　　　　プリンタ
１４　　　　　モデム
１５　　　　　操作パネル
１６　　　　　ネットワークインタフェース
１７　　　　　ＳＤカードスロット
２０　　　　　プリントサーバ
２１　　　　　ジョブ情報受信部
２２　　　　　ジョブリスト要求受信部
２３　　　　　ジョブリスト返信部
２４　　　　　圧縮設定受付部
２５　　　　　サーバデータ管理部
３０　　　　　クライアント端末
３１　　　　　設定受付部
３２　　　　　印刷指示受付部
３３　　　　　印刷データ生成部
３４　　　　　ジョブ情報送信部
３５　　　　　クライアントデータ管理部
４０　　　　　認証サーバ
８０　　　　　ＳＤカード
１１１　　　　ＣＰＵ
１１２　　　　ＲＡＭ
１１３　　　　ＲＯＭ
１１４　　　　ＨＤＤ
１１５　　　　ＮＶＲＡＭ
１２１　　　　入力制御部
１２２　　　　表示制御部
１２３　　　　ログイン制御部
１２４　　　　ジョブリスト取得部
１２５　　　　データ取得部
１２６　　　　解凍部
１２７　　　　ジョブ実行部
２００　　　　ドライブ装置
２０１　　　　記録媒体
２０２　　　　補助記憶装置
２０３　　　　メモリ装置
２０４　　　　ＣＰＵ
２０５　　　　インタフェース装置
２１１　　　　サーバデータ記憶部
２１２　　　　ジョブ情報記憶部
２１３　　　　保存先情報記憶部
２１４　　　　圧縮設定記憶部
３０１　　　　設定記憶部
３０２　　　　クライアントデータ記憶部
Ｂ　　　　　　バス
【先行技術文献】
【特許文献】



(18) JP 2018-5312 A 2018.1.11

【０１２１】
【特許文献１】特開２０１５－０８８０１９号公報
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】
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