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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作終了処理が要求された際に、自装置内に処理が完了していない未完了印刷ジョブが
存在するか否かを検出する未完了ジョブ検出手段と、
　検出された未完了印刷ジョブが、通信可能に接続された他の情報処理装置の印刷ジョブ
と関連づけされているグループジョブであるか否かを検出するグループジョブ検出手段と
、
　前記検出された未完了印刷ジョブを代替処理可能な他の情報処理装置を決定する代替装
置決定手段と、
　前記決定された代替処理可能な他の情報処理装置に対し、前記未完了印刷ジョブを転送
する転送手段と、
　前記転送の終了後、前記動作終了処理を行う終了手段と、を有し、
　前記代替装置決定手段が、前記グループジョブに対しては、そのグループジョブと関連
づけされた印刷ジョブを有する他の情報処理装置を優先的に前記代替処理可能な他の情報
処理装置として決定することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置と通信可能な他の情報処理装置に関する情報を記憶するデータベース
手段をさらに有し、
　前記代替装置決定手段が前記データベース手段を用いて前記代替処理可能な他の情報処
理装置を決定することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記代替装置決定手段が、前記情報処理装置が通信可能に接続された他の情報処理装置
から取得した情報に基づいて前記代替処理可能な他の情報処理装置を決定することを特徴
とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記未完了印刷ジョブが複数存在した場合、前記代替装置決定手段が前記複数の未完了
印刷ジョブのそれぞれについて前記代替処理可能な他の情報処理装置を決定することを特
徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記転送手段が、前記転送処理中であることを示す情報、前記転送処理が終了したこと
を示す情報及び前記代替処理可能な他の情報処理装置に関する情報のうち少なくとも１つ
を、前記情報処理装置と通信可能に接続された予め定められた他の情報処理装置に送信す
ることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　動作終了処理が要求された際に、自装置内に処理が完了していない未完了印刷ジョブが
存在するか否かを検出する未完了ジョブ検出ステップと、
　検出された未完了印刷ジョブが、通信可能に接続された他の情報処理装置の印刷ジョブ
と関連づけされているグループジョブであるか否かを検出するグループジョブ検出ステッ
プと、
　前記検出された未完了印刷ジョブを代替処理可能な他の情報処理装置を決定する代替装
置決定ステップと、
　前記決定された他の情報処理装置に対し、前記未完了印刷ジョブを転送する転送ステッ
プと、
　前記転送の終了後、前記動作終了処理を行う終了ステップと、を有し、
　前記代替装置決定ステップが、前記グループジョブに対しては、そのグループジョブと
関連づけされた印刷ジョブを有する他の情報処理装置を優先的に前記代替処理可能な他の
情報処理装置として決定することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項７】
　前記情報処理装置が、前記情報処理装置と通信可能な他の情報処理装置に関する情報を
記憶するデータベース手段をさらに有し、
　前記代替装置決定ステップが前記データベース手段を用いて前記代替処理可能な他の情
報処理装置を決定することを特徴とする請求項６記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項８】
　前記代替装置決定ステップが、前記情報処理装置が通信可能に接続された他の情報処理
装置から取得した情報に基づいて前記代替処理可能な他の情報処理装置を決定することを
特徴とする請求項６記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項９】
　前記未完了印刷ジョブが複数存在した場合、前記代替装置決定ステップが前記複数の未
完了印刷ジョブのそれぞれについて前記代替処理可能な他の情報処理装置を決定すること
を特徴とする請求項６乃至請求項８のいずれか１項に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記転送ステップが、前記転送処理中であることを示す情報、前記転送処理が終了した
ことを示す情報及び前記代替処理可能な他の情報処理装置に関する情報のうち少なくとも
１つを、前記情報処理装置と通信可能に接続された予め定められた他の情報処理装置に送
信することを特徴とする請求項６乃至請求項９のいずれか１項に記載の情報処理装置の制
御方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至請求項１０のいずれか１項に記載の情報処理装置の制御方法を、コンピュ
ータに実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
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　請求項６乃至請求項１０のいずれか１項に記載の情報処理装置の制御方法を、コンピュ
ータに実行させるためのプログラムを格納したコンピュータ読みとり可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、印刷ジョブを他の情報処理装置に転送可能な情報処理装置及びその制御方法に
関し、特に終了処理時に未処理状態の印刷ジョブを継続処理させることの可能な情報処理
装置及びその制御方法に関する。
本発明はまた、他の情報処理装置から受け取った印刷ジョブを引き継いで処理可能な情報
処理装置及びその制御方法に関する。
本発明はさらに、他の情報処理装置からの印刷ジョブ要求を管理する情報処理装置及びそ
の制御方法に関し、特に印刷ジョブの要求元変更に対応可能な情報処理装置及びその制御
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の情報処理装置を適用可能な印刷システムは、所定の通信媒体を介して印刷
装置とクライアントコンピュータ（ＰＣ）、サーバコンピュータ等が通信可能に構成され
、各クライアントコンピュータからのジョブ処理要求に応じて受信する印刷ジョブを受信
順にジョブスプーラに蓄積して、順次印刷ジョブを解析処理して印刷装置で印刷するよう
に構成されている。
【０００３】
また、近年の印刷システムでは、サーバにスプールされている印刷ジョブのジョブ名など
をクライアントに表示できるようになっており、クライアントにインストールされている
ネットワークユーティリティーソフトウェアを用いることにより、印刷ジョブを指定し、
クライアントの権限に応じて、指定された印刷ジョブの印刷中断や印刷中止、更には順序
制御を行えるものが存在している。
【０００４】
また、近年のクライアント上で動作するソフトウェアとして、プリンタドライバで生成さ
れたＰＤＬ形式の印刷ジョブをプリントサーバに印刷要求することなく保持しておき、複
数の印刷ジョブをまとめてプリントサーバに印刷要求として送信することにより、まとめ
印刷を実現できるものが存在している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、処理が完了していないジョブをスプールした状態で、クライアントやプリ
ントサーバのシャットダウンなどの終了処理が実行されると、従来の印刷システムを構成
する情報処理装置では、ジョブを削除してしまったり、終了後の再起動時にスプーラに再
登録するなど、印刷処理を続行することはできなかった。また、上記従来技術のユーティ
リティーソフトウェアでは、サーバ（プリントサーバ）にスプールされている印刷ジョブ
の順序制御は行えるものの、複数のジョブをグループ化して、他の印刷ジョブがグループ
ジョブ内に割り込まれないようにグループジョブの印刷を制御することはできなかった。
【０００６】
また、ネットワークやプリントサーバの負荷軽減のために、クライアントから印刷要求と
ジョブ情報だけをプリントサーバに送信し、プリントサーバで順序制御を管理し、印刷ジ
ョブ自体は印刷依頼元のクライアントでスプールすることが考えられるが、複数の異なる
クライアントから同じプリンタに出力すべくプリントサーバ及びクライアントの両方に分
けてスプールされた複数のジョブをまとめて印刷することや、あるいは同じグループ内ク
ライアントスプールされているジョブの処理順序を異なるクライアント側から指定するこ
とはできなかった。
【０００７】
また、印刷ジョブをグルーピングする際には、グループ化すべきすべての印刷ジョブの準
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備ができているとは限らず、またクライアントコンピュータを使用しているユーザが常に
クライアントコンピュータから即座に次の印刷順の印刷ジョブの印刷依頼を行えるとは限
らず、ユーザが席を外しており、かなりの時間がたってから印刷要求されることも考えら
れる。その場合、グループ化されているすべての印刷ジョブが印刷できる状態、つまり、
プリンタに対して印刷ジョブを送信できる状態にならない限り印刷処理を開始させること
ができないため、プリントサーバにおけるサーバスプーラと各クライアントにおけるクラ
イアントスプーラにスプールされている印刷ジョブはそのまま待機していなければならな
いが、従来の印刷キューでは印刷要求がなされた印刷ジョブは印刷できる状態であること
が前提となっているため、印刷キューにおいて印刷順になるとプリンタに対して印刷ジョ
ブを送信しなければならなかった。
【０００８】
また、従来のまとめ印刷を実現するソフトウェアでは、１つのクライアントからの印刷ジ
ョブはまとめて印刷することが可能であるが、複数のクライアントにより生成された印刷
ジョブをまとめてグループ化することができなかった。
【０００９】
さらに、従来はグループ印刷という処理を考慮していないためにそれぞれの印刷ジョブの
出力が終わるとその依頼元のクライアントに終了通知がされてしまうため、同一グループ
で印刷されたすべてのジョブの印刷処理状況を確認し、一連の印刷が正常に終了したこと
を確認した後に各クライアントに終了通知することもなされていなかった。
【００１０】
また、グループ内のすべてのジョブの印刷終了の確認がとれないうちに、プリンタのエラ
ーなどで、印刷が失敗した場合、グループ内の全てのジョブがクライアントに通知されな
いと、印刷要求元のユーザあるいはサーバは印刷先を変更することができず、かようなエ
ラー発生に対して、迅速、かつ柔軟な対応がとれず、グループ印刷処理が中断したままの
状態となり、意図する印刷処理結果を迅速に得ることができないという問題点があった。
【００１１】
また、単体の印刷ジョブでは、印刷先の変更をすることも近年の印刷システムでは考えら
れているが、前述したようなグルーピングジョブに関しては印刷先の変更が考慮されてい
ない。そのため、単体の印刷ジョブでは印刷先が変更になった場合でも、ＰＤＬが同一で
あれば、排紙面を気にする必要がない。なぜなら、プリンタ自体の機能により、印刷ジョ
ブを内部的にスプールし、ページ順を逆順にして印刷することが実現できるからである。
しかしながらプリンタ自体の機能により実現できるのは単体のジョブまでであり、本発明
で考慮するグルーピングジョブに関しては対応できないでいる。
【００１２】
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、本発明の第１の目的は、複数
のクライアントから印刷要求された複数の印刷ジョブをグループ化して印刷させる場合に
、通常の印刷ジョブが混在してプリントサーバにスプールされても、同じプリンタに対し
て、グループ印刷ジョブに通常の印刷ジョブが混在することない印刷制御を可能とするこ
とである。
【００１３】
また、本発明の第２の目的は、プリンタからは印刷ジョブごとの印刷確認しか取得できな
くとも、印刷終了された印刷ジョブが、まとめて印刷、排紙されたことを確認し、各印刷
ジョブのホストコンピュータにまとめて印刷されたことを通知することである。
【００１４】
また、本発明の第３の目的は、印刷されたジョブが、まとめて印刷、排紙される前に、プ
リンタにエラーが発生した場合、別のプリンタにまとめて印刷先を変更することである。
【００１５】
また、本発明の第４の目的は、排紙面が異なるプリンタに印刷先が変更された場合にも、
プリンタは受信された順序で印刷ジョブの処理を行うことにより、グルーピングジョブと
して正しい印刷順序を保てる仕組みを提供することである。



(5) JP 4420421 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【００１６】
また、本発明の第５の目的は、クライアントからの印刷要求時に、複数のクライアントか
らの印刷ジョブをグループ化して印刷させるグルーピングジョブの指定を行わせる仕組み
を提供することである。
【００１７】
また、本発明の第６の目的は、未完了印刷ジョブが存在する状態で終了指示がなされた場
合に、他の情報処理装置に未完了印刷ジョブを転送して、印刷処理を継続することの可能
な情報処理装置及びその制御方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明の要旨は、動作終了処理が要求された際に、自装置内に処理が完了し
ていない未完了印刷ジョブが存在するか否かを検出する未完了ジョブ検出手段と、　検出
された未完了印刷ジョブが、通信可能に接続された他の情報処理装置の印刷ジョブと関連
づけされているグループジョブであるか否かを検出するグループジョブ検出手段と、検出
された未完了印刷ジョブを代替処理可能な他の情報処理装置を決定する代替装置決定手段
と、決定された代替処理可能な他の情報処理装置に対し、未完了印刷ジョブを転送する転
送手段と、転送の終了後、動作終了処理を行う終了手段と、を有し、代替装置決定手段が
、グループジョブに対しては、そのグループジョブと関連づけされた印刷ジョブを有する
他の情報処理装置を優先的に代替処理可能な他の情報処理装置として決定することを特徴
とする情報処理装置に存する。
【００２０】
　また、本発明の別の要旨は、動作終了処理が要求された際に、自装置内に処理が完了し
ていない未完了印刷ジョブが存在するか否かを検出する未完了ジョブ検出ステップと、　
検出された未完了印刷ジョブが、通信可能に接続された他の情報処理装置の印刷ジョブと
関連づけされているグループジョブであるか否かを検出するグループジョブ検出ステップ
と、検出された未完了印刷ジョブを代替処理可能な他の情報処理装置を決定する代替装置
決定ステップと、決定された他の情報処理装置に対し、未完了印刷ジョブを転送する転送
ステップと、転送の終了後、動作終了処理を行う終了ステップと、を有し、代替装置決定
ステップが、グループジョブに対しては、そのグループジョブと関連づけされた印刷ジョ
ブを有する他の情報処理装置を優先的に代替処理可能な他の情報処理装置として決定する
ことを特徴とする情報処理装置の制御方法に存する。
【００２７】
　また、本発明の別の要旨は、本発明の情報処理装置の制御方法を、コンピュータに実行
させるためのプログラムに存する。
【００２８】
　また、本発明の別の要旨は、本発明の情報処理装置の制御方法を、コンピュータに実行
させるためのプログラムを格納したコンピュータ装置読みとり可能な記録媒体に存する。
【００３０】
【発明の実施の形態】
〔第１実施形態〕
図１は、本発明を適用可能な情報処理システムの構成を説明するブロック図である。なお
、本システムにおけるクライアントコンピュータは、ｎ台接続されていることを仮定して
いる。
【００３１】
図において、１０２、１０３、１０４はクライアントコンピュータ（クライアント）とし
ての情報処理装置であり、イーサネットなどのネットワークケーブルによって、ネットワ
ーク１０６に接続され、アプリケーションプログラム等の各種のプログラムを実行可能で
あり、印刷データをプリンタに対応するプリンタ言語に変換する機能を有するプリンタド
ライバを搭載している。なお、プリンタドライバは複数のプリンタドライバをサポートす
るものとする。
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【００３２】
１０１は本発明のサーバ（以下、プリントサーバと呼ぶ）としての情報処理装置であり、
ネットワークケーブルによって、ネットワーク１０６に接続され、ネットワークで使用さ
れるファイルを蓄積したり、ネットワーク１０６の使用状態を監視したりする。プリント
サーバ１０１は、ネットワーク１０６に接続されている複数のプリンタを管理している。
構成としては、クライアント１０２～１０４とプリントサーバ１０１は、一般的な情報処
理装置であり、クライアントとプリントサーバには、それぞれ異なる制御を行う印刷制御
プログラムが実行可能に格納されている。
【００３３】
本実施形態におけるプリントサーバ１０１は、さらにクライアントコンピュータ１０２、
１０３、１０４から印刷要求が出された、印字データを含む印刷ジョブを格納して印刷し
たり、または、クライアントコンピュータ１０２、１０３、１０４から印字データを含ま
ないジョブ情報のみ受け取り、クライアントコンピュータ１０２、１０３、１０４の印刷
順序を管理し、印刷順序になったクライアントに対して印字データを含む印刷ジョブの送
信許可を通知したり、ネットワークプリンタ１０５のステータスや印刷ジョブの各種情報
を取得し、クライアントコンピュータ１０２、１０３、１０４に通知したりする機能を揃
えている。
【００３４】
１０５は印刷制御装置であるネットワークプリンタであり、図示省略したネットワークイ
ンタフェースを介してネットワーク１０６と接続されており、クライアントコンピュータ
から送信され、る印字データを含む印刷ジョブを解析して１ページずつドットイメージに
変換して、１ページ毎に印刷する。１０６はネットワークであり、クライントコンピュー
タ１０２、１０３、１０４、サーバ１０１、ネットワークプリンタ１０５等を相互に接続
している。
【００３５】
図２は、本発明の情報処理装置の構成を説明するブロック図であり、情報処理装置である
クライントコンピュータ１０２、１０３、１０４も同じ構成であり、さらにサーバ１０１
も同様あるいは同等のハードウエア構成とする。よって、クライアントとサーバの構成を
説明するブロック図として説明する。
【００３６】
図２において、２００は情報処理装置の制御手段であるＣＰＵであり、ハードディスク（
ＨＤ）２０５に格納されているアプリケーションプログラム、プリンタドライバプログラ
ム、ＯＳや本発明のネットワークプリンタ制御プログラム等を実行し、ＲＡＭ２０２にプ
ログラムの実行に必要な情報、ファイル等を一時的に格納する制御を行う。
【００３７】
２０１は記憶手段であるＲＯＭであり、内部には、基本Ｉ／Ｏプログラム等のプログラム
、文書処理の際に使用するフォントデータ、テンプレート用データ等の各種データを記憶
する。２０２は一時記憶手段であるＲＡＭであり、ＣＰＵ２００の主メモリ、ワークエリ
ア等として機能する。
【００３８】
２０３は記憶媒体読み込み手段としてのフロッピーディスク（ＦＤ）ドライブであり、後
述する図５に示すようにＦＤドライブ２０３を通じて記憶媒体としてのＦＤ２０４に記憶
されたプログラム等を本コンピュータシステムにロードすることができる。
【００３９】
２０４は記憶媒体であるフロッピーディスク（ＦＤ）であり、コンピュータが読み取り可
能なプログラムが格納された記憶媒体である。なお、本発明に用いることのできる記憶媒
体は、ＦＤにの様な磁気記録媒体に限らず、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＭＯ等の光（磁気）記録媒体や、ＩＣメモリカード等の着脱可
能な半導体記憶装置等も含まれる。このＦＤ２０４には、本実施形態で説明するネットワ
ークプリンタ制御プログラムおよび関連データを格納している。その記憶されている内容



(7) JP 4420421 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

の構成を図４で後述する。
【００４０】
２０５は外部記憶手段の一つであり、大容量メモリとして機能するハードディスクドライ
ブ（ＨＤ）であり、アプリケーションプログラム、プリンタドライバプログラム、ＯＳ、
ネットワークプリンタ制御プログラム、関連プログラム等を格納している。さらにスプー
ル手段であるスプーラはＨＤ２０５に確保される。スプール手段は、クライアントではク
ライアントスプーラのことであり、プリントサーバではサーバスプーラのことである。ま
た、プリントサーバでは、クライアントから受けたジョブ情報を格納し、順序制御を行う
ためのテーブルもこのＨＤ２０５に生成されて格納される。
【００４１】
２０６、２１０は指示入力手段であるキーボード及びマウスであり、ユーザがクライアン
トコンピュータに対して、また、オペレータや管理者がプリントサーバに対して、制御コ
マンド等の命令、指示を入力するものである。
２０７は表示手段であるディスプレイであり、キーボード２０６から入力したコマンドや
、プリンタの状態等を表示したりするものである。
【００４２】
２０８はシステムバスであり、クライアントやプリントサーバであるコンピュータ内のデ
ータの流れを司るものである。
２０９は入出力手段であるインタフェースであり、該インタフェース２０９を介して情報
処理装置は外部装置とのデータのやり取りを行う。
【００４３】
図３は、図２に示したＲＡＭ２０２のメモリマップの一例を示す図であり、ＦＤ２０４か
らロードされる上記ネットワークプリンタ制御プログラムが、ＲＡＭ２０２にロードされ
実行可能となった状態のメモリマップである。
【００４４】
本実施形態では、ＦＤ２０４からネットワークプリンタ制御プログラムおよび関連データ
を直接ＲＡＭ２０２にロードして実行させる例を示すが、これ以外にも、ＦＤ２０４から
ネットワークプリンタ制御プログラムを動作させる度に、既にネットワークプリンタ制御
プログラムがインストールされているＨＤ２０５からＲＡＭ２０２にロードするようにし
てもよい。
【００４５】
また、本ネットワークプリンタ制御プログラムを記憶する媒体は、記憶媒体は、ＦＤにの
様な磁気記録媒体に限らず、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、Ｄ
ＶＤ－Ｒ、ＭＯ等の光（磁気）記録媒体や、ＩＣメモリカード等の着脱可能な半導体記憶
装置等も含まれる。さらに、本ネットワークプリンタ制御プログラムをＲＯＭ２０１に記
憶しておき、これをメモリマップの一部となすように構成し、直接ＣＰＵ２００で実行す
ることも可能である。
【００４６】
また、本ネットワークプリンタ制御プログラムのことを、簡単に印刷制御プログラムと呼
ぶこともある。印刷制御プログラムは、クライアントにおいて、グルーピングジョブ（グ
ループ化の指定のある印刷ジョブのこと）の指定を行ったり、印刷先の変更を指示したり
する制御を行わせるためのプログラムを含み、また、プリントサーバにおいて、グルーピ
ングジョブの順序制御を行い、グルーピングジョブ内のすべての印刷ジョブのスプールを
管理したり、グルーピングジョブの印刷終了や印刷先変更要求などを通知するためのプロ
グラムを含んでいる。
【００４７】
また、このような制御を行う本発明の印刷制御プログラムは、クライアントにインストー
ルされるモジュールと、プリントサーバにインストールされるモジュールを別々に分けて
もよいし、１回のインストールにより印刷制御プログラムがインストールされ、実行され
る環境によりクライアント用として機能したり、またプリントサーバ用として機能するよ
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うに実行部分を選択してもよい。本実施形態でいう印刷制御プログラムとは、両方の意味
を含むものとする。
【００４８】
３０１は基本Ｉ／Ｏプログラムであり、本発明の情報処理装置の電源がＯＮされたときに
、ＨＤ２０５からＲＡＭ２０２に読み込まれ、ＯＳの動作を開始させるＩＰＬ（イニシャ
ルプログラムローディング）機能などを有しているプログラムが入っている領域である。
【００４９】
３０２はオペレーティングシステム（ＯＳ）であり、３０３はネットワークプリンタ制御
プログラムで、ＲＡＭ２０２上に確保される領域に記憶される。３０４は関連データで、
ＲＡＭ２０２上に確保される領域に記憶される。３０５はワークエリアで、ＣＰＵ２００
が本プリンタ制御プログラムを実行する領域が確保されている。
【００５０】
図４は、図２に示したＦＤ２０４のメモリマップの一例を示す図である。
図４において、４００は前記ＦＤ２０４のデータ内容であり、４０１はデータの情報を示
すボリューム情報であり、４０２はディレクトリ情報、４０３は本実施形態で説明する印
刷制御プログラムであるネットワークプリンタ制御プログラム、４０４はその関連データ
である。４０３のネットワークプリンタ制御プログラムは、実施形態で説明するフローチ
ャートに基づいてプログラム化したものであり、本実施形態では、クライアント用、サー
バ用共、同様の構成をとっている。
【００５１】
図５は、図２に示したＦＤドライブ２０３に対して挿入されるＦＤ２０４との関係を示す
図であり、図２と同一のものには同一の符号を付してある。
図５において、ＦＤ２０４には、本実施形態で説明するネットワークプリンタ制御プログ
ラムおよび関連データを格納している。
【００５２】
図６は、本発明の情報処理装置のプリント制御モジュール構成を説明するブロック図であ
り、図１と同一のものには同一の符号を付してある。
図において、６００はクライアントマシンで、後述するフローチャートで示す手順を実行
する印刷制御プログラムであるネットワークプリンタ制御プログラムに含まれるクライア
ントモジュールが動作するマシンを指す。
【００５３】
本図において、６０１は、文書や表などを作成するためのアプリケーションソフトウェア
であり、表示や印刷時にグラフィックエンジン６０２に対して描画データを出力する。グ
ラフィックエンジン６０２はＯＳの提供する描画手段であり、Ｗｉｎｄｏｗｓ（米国マイ
クロソフト社の登録商標）ＯＳではＧＤＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）になる。グラフィックエンジン６０２は、アプリケーション６０１から出力さ
れる描画データであるＧＤＩ関数を出力すべきデバイスドライバ６０３が解釈可能な描画
データであるＤＤＩ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）関数に変換し
、ＤＤＩ関数を印刷時はプリンタ用のデバイスドライバであるプリンタドライバ６０３に
出力する。
【００５４】
プリンタドライバ６０３は、グラフィックエンジン６０２から受け取ったＤＤＩ関数に基
づいてプリンタが解釈可能なＰＤＬ（Ｐａｇｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａ
ｇｅ）を含む印刷データに変換し、ＪＬ（Ｊｏｂ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）を付加した印刷ジ
ョブとしてＯＳの提供するスプーラ６０４（Ｗｉｎｄｏｗｓの場合、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓ
ｐｏｏｌｅｒ）に出力する。また、アプリケーション６０１は、印刷設定時にプリンタド
ライバ６０３に処理を移管し、プリンタドライバ６０３は、グラフィカルユーザインタフ
ェース画面を表示部であるディスプレイ２０７（図２）に表示して、ユーザにクライアン
トスプール、サーバスプールの選択を始め、各種印刷設定を行わせる。
【００５５】
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ＯＳのスプーラ６０４は、プリンタドライバから受け取った印刷ジョブを順次クライアン
トスプーラ６０６に受け渡す。クライアントマネージャ６０５は、クライアントスプーラ
６０６を監視し、クライアントスプーラ６０６に印刷ジョブのスプールが開始されると、
印刷ジョブの設定を判断して、クライアントスプールの場合は印刷ジョブからジョブ情報
を抽出してプリントサーバ６１０に印刷要求を発行してクライアントスプーラ６０６に印
刷ジョブをスプールさせておき、一方サーバスプールの場合はクライアントスプーラ６０
６にスプールされる印刷ジョブをプリントサーバ６１０に印刷要求として発行してクライ
アントとしての印刷処理を終了する。
【００５６】
また、クライアントマネージャ６０５は、プリントサーバ６１０から印刷ジョブの送信許
可通知を受けると、クライアントスプーラ６０６にスプールしている印刷ジョブをネット
ワークプリンタ１０５に対して直接送信を開始する。このとき、プリンタ１０５に送信し
た印刷ジョブは削除せずにクライアントスプール６０６に保持しておき、プリントサーバ
６１０からの印刷完了通知をクライアントマネージャ６０５が受けることにより削除する
ことが可能となる。
【００５７】
次に、６１０はプリントサーバで、後述するフローチャートで示す手順を実行する印刷制
御プログラムであるネットワークプリンタ制御プログラムに含まれるプリントサーバモジ
ュールが動作するコンピュータ（マシン）を指す。６１１はサーバマネージャであり、ネ
ットワーク１０６を介して各クライアントからの印刷要求を受け付ける。印刷要求が印刷
データを含む印刷ジョブである場合は、印刷ジョブをサーバスプーラ６１２にスプールし
、印刷要求を受けたジョブ情報をジョブ管理テーブル６１３（ジョブ管理手段）で管理す
る。一方、印刷要求が印刷データを含まないジョブ情報である場合は、ジョブ情報に基づ
いてジョブ管理テーブル６１３を更新する。
【００５８】
また、サーバマネージャ６１１は、各ネットワークプリンタ６５０（１０５）におけるジ
ョブの処理状況を監視しており、印刷ジョブの出力が終了する度にジョブ管理テーブル６
１３を更新し、後続する印刷ジョブの送信を開始する。このとき、送信すべき印刷ジョブ
をサーバスプーラ６１２でスプールしている場合は、そのままプリントサーバ６１０がプ
リンタに送信するが、送信すべき印刷ジョブをクライアントスプーラ６０６がスプールし
ている場合は、依頼元のクライアントに対して印刷ジョブの送信許可通知を発行する。
【００５９】
また、ジョブ管理テーブル６１３は、クライアントから受けたジョブ情報に基づいて印刷
順序の制御を行い、順次印刷ジョブの送信許可を発行する順番を管理するための印刷キュ
ー６１５と、さらに、グループジョブについて、そのグループジョブ内のすべての印刷ジ
ョブのジョブ情報の準備ができたかを管理するためのグループジョブ管理テーブル６１６
とを有している。
１０５及び６５０はネットワークプリンタである。
【００６０】
なお、図６において、各機能ブロックの配置は便宜的なものであり、同一の情報処理装置
（マシン）上にサーバモジュール、クライアントモジュールの両方が存在する場合、すな
わち、クライアントが印刷を依頼するプリントサーバが同一マシン上であれば、ネットワ
ークを介さずに同一マシン上のプロセス間通信で実行するし、他のマシンであれば、１ク
ライアントとして動作する。
【００６１】
また、これらの機能は、ＯＳのスプーラが内部的に、同等の機能を包含してもよい。
【００６２】
図７は、図６で説明したようにクライアントで生成されプリントサーバで管理されるジョ
ブ情報のデータ構造の一例を示す図である。このジョブ情報は、クライアントのプリンタ
ドライバ６０３で生成された印刷ジョブに基づいてクライアントマネージャ６０５により
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生成される印刷ジョブの種別を示す情報であり、印刷要求としてプリントサーバ６１０に
送信されるものである。
【００６３】
図７に示すように、本実施形態におけるジョブ情報は、印刷ジョブをプリントサーバから
クライアントへ識別するためのジョブＩＤ７０１、出力先のデバイスを指定するためのプ
リンタ名７０２、クライアントのホスト名であるマシン名７０３、印刷ジョブのステータ
ス７０４、印刷ジョブの元となる文書から抽出されるドキュメント名７０５（一般にアプ
リケーションで付けられている文書名となる）、印刷ジョブのデータサイズ７０６、印刷
ジョブをクライアントスプーラを用いてスプールするかサーバスプーラを用いてスプール
するかを指定するスプール方法７０７（０または１のビット表現でよい）、印刷ジョブを
グループ化してグルーピングジョブとして印刷制御するか否かを示すグループ印刷可否７
０８、グルーピングジョブとして印刷させる際のグループ名７０９、グループ化して印刷
する際のグループ内での印刷順序を示すグループ内印刷順７１０、グループ化して印刷す
る際のグループ内に含まれる印刷ジョブ数を示すグループ内ジョブ数７１１等から構成さ
れている。
【００６４】
図８は、図６に示したクライアント６００で管理されるグループ指定情報の一例を示す図
である。このグループ指定情報は、本実施形態では、後述するようにクライアントマネー
ジャ６０５が印刷ジョブを受けたときに生成するが、アプリケーションからの印刷指定時
にプリンタドライバ６０３が提供するユーザインタフェース画面によりユーザが指定した
値に基づいて、プリンタドライバ６０３により生成されてもよい。
【００６５】
図８に示すように、本実施形態におけるグループ指定情報は、自身のクライアントのホス
ト名であるクライアント名８０１、印刷ジョブをグループ化して印刷する際のグループ名
を示すグループ名（ＩＤ）８０２、グループ化して印刷する際のグループ内における印刷
順序を示す印刷順８０３、及びグループのジョブ総数８０４等から構成されている。
【００６６】
図９は、３台のクライアントからの印刷ジョブをグループ化して印刷する際の、クライア
ント及びプリントサーバの動作を示すシーケンス図である。
図９は、クライアント１、２、３がそれぞれの印刷ジョブ（印刷ジョブ１、印刷ジョブ２
、印刷ジョブ３）をクライアントスプールし、また、各クライアントからプリントサーバ
に対してジョブ情報の通知を行い、プリントサーバではジョブ情報に基づいて印刷ジョブ
をグループ化し、各クライアントから指定された印刷順序、例えば、印刷ジョブ３、印刷
ジョブ２、印刷ジョブ１の順で印刷する場合の手順を示している。
【００６７】
まず、クライアント１で、グループ化して印刷したい印刷ジョブの生成とクライアントス
プール処理が行われる（ステップＳ９０１、Ｓ９０２）。グループ内の最初のジョブを生
成する場合は印刷ジョブの生成と同時に図８に示すグループ指定情報と図７に示すジョブ
情報とを生成し、プリントサーバに対して、グループ指定情報とジョブ情報とを用いてグ
ループ印刷であることを指示する（ステップＳ９０３）。このとき、プリントサーバでは
受け取ったグループ指定情報とジョブ情報とに基づいてグループ情報を作成し、前述した
グループジョブ管理テーブル６１６に新規グループジョブを追加して管理する（ステップ
Ｓ９０５）。
【００６８】
このグループジョブ管理テーブルは、グループジョブ内の総ジョブ数分のセルを有してお
り、各クライアントから受け取るジョブ情報に含まれるグループ内印刷順の情報に基づい
て該当するセルにジョブ情報を受けて「印刷待ち状態」であることを書き込み、更新する
。サーバマネージャ６１１はジョブ管理テーブル６１３内のグループジョブ管理テーブル
６１６を監視することにより、グループジョブ内の総ジョブ数分のセルのステータスがす
べて「印刷待ち」状態になったかを判断し、同一グループ内のすべての印刷ジョブが「印
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刷待ち」状態、つまりクライアントもしくはサーバによりスプールされたと判断すると、
グループジョブの印刷処理を開始するために、出力先のプリンタに対する印刷キュー６１
５に印刷要求を発行し、他の印刷ジョブとの順序制御を開始する。
【００６９】
次に、クライアント３、及びクライアント２から図７に示すジョブ情報が入力され（グル
ープ名の指定がされている）、それぞれグループジョブ管理テーブル６１３が更新される
ことになり、前述したように印刷キュー６１５に印刷要求が発行される。なお、グループ
内の印刷順序はクライアント３、２、１の順であるが、プリントサーバにジョブ情報が発
行されるタイミングや、各クライアントスプーラにスプールされるタイミングは任意で構
わない。なぜなら、各印刷ジョブのジョブ情報内にグループ内の印刷順が規定されている
からである。
【００７０】
図９のクライアント１で、プリンタドライバがグループ化する印刷ジョブの印刷処理を開
始すると、スプーラ６０４で一度スプールされた後、ＯＳから見ると通常の印刷と同様ス
プーラ６０４から印刷ジョブが出力される。本実施形態においては、この出力された印刷
ジョブがプリントサーバに送信される前に、クライアントマネージャ６０５によってクラ
イアントスプーラ６０６にスプールさせる。そして、印刷ジョブの設定を検出して、クラ
イアントスプールの場合、クライアントマネージャ６０５は、印刷ジョブをクライアント
スプーラ６０６にスプールさせたままジョブ情報を生成し、プリントサーバ６１０に印刷
要求として発行する。
【００７１】
ここで、ジョブ情報の生成はプリンタドライバ６０３が行ってもよい。一方、サーバスプ
ールが設定されていた場合、クライアントマネージャ６０５は、クライアントスプーラ６
０６にスプールされている印刷ジョブを印刷要求としてプリントサーバ６１０に発行し、
プリントサーバのサーバスプーラ６１２に印刷ジョブをスプールする。
【００７２】
図１０は、本発明に係る情報処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図６に示したクライアント６００によるスプール処理手順に対応する。
なお、Ｓ１００１～Ｓ１００６は各ステップを示す。
【００７３】
ステップＳ１００１において、アプリケーション６０１が印刷処理を始める際にプリンタ
ドライバ６０３が提供する印刷設定用のグラフィカルユーザインタフェース（図１９）を
用いてユーザに印刷設定を行わせる。なお、プリンタドライバ６０３は、この図１９に示
す印刷設定用のグラフィカルユーザインタフェース画面を提供し、ＯＳを介してディスプ
レイ２０７（図２）に表示させる。図１９において、１９０１は印刷ジョブの種別を設定
できるメニューであり、「印刷」は通常の印刷処理として印刷ジョブが生成され、印刷要
求とともに印刷ジョブはプリントサーバもしくはプリンタに送信されることになる。
【００７４】
一方、「グループ印刷」はグループ印刷ジョブ（グルーピングジョブとも呼ぶ）として印
刷ジョブが生成され、この印刷ジョブはプリントサーバもしくはクライアントでスプール
されることになり、ジョブ情報はプリントサーバに出力されることになる。
【００７５】
ユーザにより印刷設定値が設定され、印刷開始が指示されると、アプリケーション６０１
がグラフィックエンジン６０２に対して描画データの出力、つまり印刷処理を開始する。
これにより、前述したようにグラフィックエンジンは描画データであるＧＤＩ関数を受け
取り、それをＤＤＩ関数に変換し、プリンタドラバ６０３に渡す。プリンタドライバ６０
３は、受けたＤＤＩ関数に基づいてページ記述言語で記述された印刷データを生成して印
刷ジョブをスプーラ６０４に発行する。スプーラ６０４は受けた印刷ジョブをクライアン
トマネージャ６０５に出力する。
【００７６】
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クライアントマネージャ６０５は、スプーラ６０４から受け取った印刷ジョブのクライア
ントスプーラ６０６へのスプール処理を開始すると、プリントサーバ６１０のサーバマネ
ージャ６１１からジョブＩＤを取得し、例えば、ＷｉｎｄｏｗｓのＪＯＢ＿ＩＮＦＯ＿２
のような、図７に示したようなジョブ情報を作成する。「ジョブＩＤ」７０１以外は、ク
ライアント内の情報により生成可能である。たとえば、「プリンタ名」７０２は出力先に
指定されているプリンタの名称やパスでよく、「ドキュメント名」７０５はアプリケーシ
ョン６０１からドキュメントの名称を取得すればよく、また、「グループ印刷可否」７０
８は、前述したように、図１９に示した設定用グラフィカルユーザインタフェース画面に
おけるプルダウンメニュー１９０１の設定が「グループ印刷」となっているか「印刷」と
なっているかを判断することにより生成可能となる。
【００７７】
また、「スプール方法」７０７は、図１９のスプール方法を設定する「サーバスプーラを
用いる」のチェックボックス１９０２がチェックされているかを判断し、チェックされて
いる場合はサーバスプーラを用いることを示し、チェックされていない場合はクライアン
トスプーラを用いることを示す情報を生成可能である。
【００７８】
なお、クライアントとサーバ間の通信方法は、例えば、ＲＰＣのようなマルチプロトコル
の関数でもよいし、ＷｉｎｓｏｃｋやＷｉｎ３２ＡＰＩの通信関数を用いた処理でもよく
、特定の通信方法に依存しない。
【００７９】
図１０に戻って、ステップＳ１００２において、クライアントマネージャ６０５は、この
ジョブがグループ印刷のジョブなのか、通常の印刷ジョブなのかを判断する。これは、印
刷ジョブの印刷設定を取得するか、生成したジョブ情報の「グループ印刷可否」７０９を
参照することにより判断する。
【００８０】
また、上述の説明において、「グループ印刷可否」７０８はプリンタドライバ６０３の印
刷設定用グラフィカルユーザインタフェースを用いて印刷指示時にユーザにより指定させ
てから印刷指示させたが、このグラフィカルユーザインタフェース画面の表示は、プリン
タドライバ６０３とスプーラ６０４との接点であるポート（図示せず）にデータが流れる
たびに、スプーラ６０４のポートモニタとして登録されるＤＬＬや、クライアントでダイ
アログを表示する方法や、ポートごとにグループ印刷専用ポートとして指定されていても
よい。さらに、アプリケーションが用いる特定のドキュメント名やスプーラ６０４が一意
に割り振るジョブＩＤ等、本発明による印刷システムを構成する情報処理装置がグループ
化すべき印刷ジョブを特定できる情報をもとに、自動的にグループ印刷を行ってもよい。
【００８１】
この指定は、各ジョブのジョブ情報にグループ印刷に関する指定情報を付加する点のみが
、通常のジョブと異なる点であるので、クライアント上のポートごとの設定として登録可
能であるが、他のクライアントとの共有資源であるプリンタやプリンタサーバの設定には
特別な設定の必要はない。
【００８２】
ステップＳ１００２の判断で、グループ印刷の印刷ジョブであると判断されると、ステッ
プＳ１００３において、クライアントマネージャ６０５は、ユーザからの指定を受け付け
るためのダイアログボックス（図１７）をＯＳに提供してディスプレイ２０７に表示させ
る。この図１７のダイアログボックスは、図８に示すような、グループ印刷を指定するグ
ループ名（ＩＤでもよい）とグループ内のジョブの総数とジョブの印刷順序を指定するこ
とが可能であり、キーボード２０６やマウス等を用いてグループ名と印刷順をユーザに指
定させる。
【００８３】
グループ印刷の指定方法は、ジョブごとにグループ指定情報が指定されればよいので、ジ
ョブを特定できる情報（ドキュメント名や、ジョブＩＤ等）に対してグループ指定情報の
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内容が一意に定まる方法であればどのような方法でもよい。また、ダイアログボックスを
表示してユーザに手入力させなくても、レジストリやＩＮＩファイルなどのクライアント
が保有する指定値を使用したり、複数の情報を保持していて、ユーザに選択させることも
可能である。
【００８４】
次にステップＳ１００４では、ステップＳ１００３で表示された図１７のダイアログに対
してユーザが入力したグループ名に基づいて、クライアントマネージャ６０５は、このグ
ルーピングジョブが新規のグルーピングジョブなのかすでにプリントサーバ６１０に登録
されているグルーピングジョブであるのかを判断する。すなわち、図１７のグループ名の
指定において、新規名称がユーザにより入力された場合は新規グルーピングジョブである
と判断し、また、「参照ボタン」１７０１が押され、プリントサーバ６１０に登録されて
いるグルーピングジョブのグループ名を参照する場合は、登録済みのグループ印刷である
と判断する。新規グループ印刷であると判断された場合は、ステップＳ１００５に処理を
進める。
【００８５】
ステップＳ１００５において、クライアントマネージャ６０５は、ユーザに対して、手動
で新規グループジョブ内の印刷順、及び、新規グループジョブ内の印刷ジョブの総数の情
報の入力を促す。また、クライアントマネージャ６０５は、図７のジョブ情報に、グルー
プ名、グループ内印刷順、グループ内ジョブ数であるグループ印刷指定情報を追加する。
【００８６】
次にステップＳ１００６において、クライアントマネージャ６０５は、ダイアログボック
スの入力に基づいて、この印刷ジョブのジョブ情報に図８に示したグループ印刷を指定す
るグループ名（ＩＤでもよい）、印刷順序、ジョブの総数等の情報を追加する。本実施形
態は、ジョブ情報にグループ印刷用のメンバーがあることを前提に説明するが、例えば、
コメント情報やドキュメント名に、グループ印刷であることを判別できる情報を埋め込ん
で、特別なメンバーを用意しなくても実現できる。例えば、コメントやドキュメント名に
、Ｇｒｏｕｐ０１＿１＿５（グループ名＿印刷順＿総ジョブ数）という文字列を付加すれ
ばよい。
【００８７】
次にステップＳ１００７で、クライアントマネージャ６０５は、印刷ジョブのスプール処
理を行う。スプール処理は、以下のように行われる。まず、クライアントマネージャ６０
５は、ジョブ情報（図７）の「スプール方法」７０７を参照することにより、クライアン
トスプールの印刷ジョブなのか、サーバスプールの印刷ジョブなのかを判断する。クライ
アントスプールと判断された場合は、クライアントマネージャ６０５はスプーラ６０４か
ら受けた印刷ジョブをクライアントスプーラ６０６にグループ指定情報と対応付けてスプ
ールし、その印刷ジョブのジョブ情報とグループ指定情報（図８）をプリントサーバ６１
０に送信する。一方、サーバスプールと判断された場合は、クライアントマネージャ６０
５は、印刷ジョブとジョブ情報とグループ指定情報とをプリントサーバ６１０に送信して
、クライアント６００における印刷処理を開放する。
【００８８】
次にクライアント２、３のスプール手順、つまり、グルーピングジョブの設定が行われた
後に、残りの印刷ジョブを該当するグルーピングジョブに追加する手順について説明する
。
【００８９】
ステップＳ１００１からステップＳ１００３までの手順は、上記処理と同じなので省略す
る。ステップＳ１００４において、クライアントマネージャ６０５は、ステップＳ１００
３で表示された図１７のダイアログに対してユーザが入力したグループ名に基づいて、ク
ライアントマネージャ６０５は、このグルーピングジョブが新規のグルーピングジョブな
のかすでにプリントサーバ６１０に登録されているグルーピングジョブであるのかを判断
する。図１７のダイアログにおいて、「参照」ボタン１７０１が例えばユーザの操作する
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マウス２１０のポインタにより指示された状態でマウス２１０がクリックされ、プリント
サーバ６１０に登録されているグルーピングジョブのグループ名参照を指示された場合は
、登録済みのグループ印刷への追加であると判断して、ステップＳ１００９に処理を進め
る。
【００９０】
ステップＳ１００９で、クライアントマネージャ６０５はプリントサーバ６１０のサーバ
マネージャ６１１に対して、プリントサーバ６１０でスプールしているグルーピングジョ
ブのリストを問い合わせる。この問合せの手段は、例えば、Ｗｉｎ３２ＡＰＩのＥｎｕｍ
ＪｏｂｓのようなＡＰＩをＲＰＣで処理するなどの一般的なプロセス間通信でよい。
【００９１】
この問合せに対して、プリントサーバ６１０では以下の処理が行われる。まずサーバマネ
ージャ６１１は、クライアントマネージャ６０５からグルーピングジョブのリストの問合
せを受け付けると、ジョブ管理テーブル６１３で管理しているグループジョブ管理テーブ
ル６１６を参照し、クライアントマネージャ６０５に返答するためのグルーピングジョブ
のリストを生成する。そして、サーバマネージャ６１１は、生成したリストをクライアン
トマネージャ６０５に返信する。また、問合せ以外の場合は各種のスプール処理が行われ
る。
【００９２】
まず、ジョブ情報を含む印刷依頼がクライアントから受け取った場合は、サーバマネージ
ャ６１１は印刷依頼があったとして、ジョブ管理テーブル６１３に印刷順序の管理を行わ
せる。このときジョブ情報を解析することにより、この印刷依頼がグループ印刷ジョブで
あると判断された場合は、ジョブ管理テーブル６１３はグループジョブ管理テーブル６１
６に新規ジョブもしくはすでに登録されているグルーピングジョブ内に該当する印刷順序
のジョブがスプールされたこと示すように更新し、同時にサーバマネージャ６１１はサー
バスプーラ６１２に印刷ジョブをスプールする。また、スプール方法がクライアントスプ
ールの場合は、ジョブ情報の管理のみ行い、スプール処理はクライアントに任せることに
なる。
【００９３】
ステップＳ１００９において、前述した問合せに応じて、クライアントマネージャ６０５
は、サーバマネージャ６１１からグルーピングジョブのリストを取得し、表示用のデータ
を生成し、ＯＳを介してディスプレイ２０７に図１８に示すように表示させる。
【００９４】
図１８は、グループジョブ管理テーブル６１３によって管理されているグルーピングジョ
ブのリストに基づいてクライアントマネージャ６０５により生成される表示画面の一例で
ある。
１８０１は、プリントサーバ６１０により管理されているグルーピングジョブのグループ
名称を示している。１８０２は、それぞれのグループ内に含まれる印刷ジョブの印刷順を
示しており、印刷順序／総ジョブ数という形式で表示されている。また、１８０３は、そ
の印刷ジョブのステータスであり、「印刷待ち」はすでにその印刷ジョブのスプールが完
了していることを示しており、「未処理」はまだ該当する印刷順に対応する印刷ジョブの
スプールが完了していないことを示している。１８０４は、スプール方法を示しており、
「クライアント」とは印刷データを含む印刷ジョブがクライアントスプーラ６０６にスプ
ールされていることを示し、「サーバ」とは印刷データを含む印刷ジョブがサーバスプー
ラ６１２にスプールされていることを示している。１８０５は、対応する印刷ジョブの印
刷依頼を行ったクライアント名を示している。
【００９５】
このグラフィカルユーザインタフェースにおいて、ユーザは、キーボード２０６やマウス
２１０などのポインティングデバイスを用いて、それぞれの印刷ジョブ毎に選択状態を決
めることが可能となっている。図１８の例では、１８０６に示す範囲にある、Ｇｒｏｕｐ
２の印刷順が２番目の印刷ジョブが選択状態となっている。この選択状態にある場合に、
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ＯＫボタン１８０７を指定することにより、図１７に示したグループ印刷指定のダイアロ
グの各項目が自動選択される。例えば、１８０６の範囲を選択している状態でＯＫボタン
１８０７が指定されると、図１７におけるグループ名は「Ｇｒｏｕｐ２」となり、印刷順
は「２／５」と自動的に入力される。
【００９６】
このように、ステップＳ１０１０では、クライアントマネージャ６０５は、図１８に示し
たように、ユーザにより印刷ジョブが指定されると、指定された印刷ジョブのグループ名
を判断して、判断されたグループ名を図１７のグループ名の項目に入力する。続いて、ス
テップＳ１０１１では、クライアントマネージャ６０５は、図１８に示したように、ユー
ザにより印刷ジョブが指定されると、指定された印刷ジョブの印刷順と総印刷ジョブ数を
判断して、それぞれを図１７の各項目に入力する。
【００９７】
このように、本実施形態では、グラフィカルユーザインタフェース画面を用いてユーザに
グルーピングジョブ内の印刷ジョブを指定させて、各項目を自動入力したが、これに限る
ものではない。例えば、クライアントマネージャ６０５が、グルーピングジョブのグルー
プ名だけ、プリントサーバ６１０から取得し、その中からグルーピングジョブを指定させ
、その後、ユーザの手入力により、印刷順等を指定させることも考えられる。
【００９８】
グループ印刷ジョブにおける各種の指定が行われると、ステップＳ１００６に処理を進め
る。ステップＳ１００６以降は前述した処理と同様なので説明を省略する。
【００９９】
図１６は、図６に示したプリントサーバ６１０のサーバマネージャ６１１により作成され
るグループ印刷情報のデータ構造の一例を示す図である。このグループ印刷情報は、クラ
イアントから受け取るジョブ情報とグループ指定情報とに基づいて生成される。
【０１００】
図１６に示すように、本実施形態では、グループ名、ジョブ総数、印刷先プリンタ名、プ
リンタステータス、代替プリンタ名をヘッダとし、その後にジョブＩＤ、印刷順、ステー
タス、クライアント名等からなるジョブ毎の情報を含むように構成されている。
【０１０１】
次に、図１１に示すフローチャートを参照して、図６に示したプリントサーバ６１０上で
動作するサーバマネージャ６１１によるスプール処理について説明する。
図１１は、本発明に係る情報処理装置における第２のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図６に示したプリントサーバ６１０上で動作するサーバマネージャ６１
１によるスプール処理に対応する。なお、Ｓ１１０１～Ｓ１１１２は各ステップを示す。
【０１０２】
ステップＳ１１０１において、クライアントマシン６００からのジョブのスプール処理が
開始されると、サーバマネージャ６１１は、ジョブＩＤを作成して、ジョブＩＤをクライ
アントマネージャ６０５に渡し、ステップＳ１１０２において以下のスプール処理を行う
。
【０１０３】
ステップＳ１１０２で、サーバマネージャ６１１は、クライアントマネージャ６０５から
ジョブ情報を受け取り、印刷要求を受ける。またサーバマネージャ６１１は、必要に応じ
てクライアントマネージャ６０５からグループ指定情報も受け取る。印刷要求を受け付け
ると、サーバマネージャ６１１は、ジョブ管理テーブル６１３内の印刷キュー６１５に新
規ジョブを受けたことによる印刷順序の管理を始めるため、印刷キューを更新し、クライ
アントから受け取る印刷ジョブをサーバスプーラ６１２にスプールする。また、クライア
ントから印刷ジョブを受け取らない場合、つまりクライアントスプール処理を行う印刷ジ
ョブの場合は、クライアントにスプールさせ、プリントサーバ６１０は印刷順序管理を行
うことになる。
【０１０４】
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続いて、ステップＳ１１０３において、サーバマネージャ６１１は、クライアントマネー
ジャ６０５から渡されたジョブ情報内を検索する。そして、ステップＳ１１０４において
、サーバマネージャ６１１は、そのジョブがグループ印刷を指定した印刷ジョブであるグ
ルーピングジョブかどうかをジョブ情報内のグループ印刷指定の情報の有無で判断する。
【０１０５】
ここで、グループ印刷指定の印刷ジョブであると判断した場合、同一グループ内の最初の
ジョブのスプールか、２つめ以降のジョブのスプールかで処理が異なる。
【０１０６】
そこで、ステップＳ１１０５において、サーバマネージャ６１１は、ジョブ情報とグルー
プ指定情報に基づいて、受け取った印刷ジョブがグループ内の最初の印刷ジョブであるか
否かを判断する。新規グループ印刷であると判断された場合はステップＳ１１０６に、ま
た図１６に示したグループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）が記憶装置（ＨＤ２０５）上で既
に作成されているか場合は、ステップＳ１１０７に処理を進める。
【０１０７】
ステップＳ１１０６で、サーバマネージャ６１１は、グループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ
）を作成して、ジョブ管理テーブル６１３のグループジョブ管理テーブル６１６に新規の
グループ印刷情報を格納する。このグループ印刷情報ＧＰ－ＩＮＦＯは、印刷を指定する
プリンタ毎にリストデータで管理される。
【０１０８】
次に、ステップＳ１１０７で、サーバマネージャ６１１は、作成されているグループ印刷
情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）に、ジョブ情報から抽出した、印刷要求元クライアント名（また
は、アドレス）や、グループ内の印刷順序等、ジョブ固有の情報を記録する。
【０１０９】
次に、ステップＳ１１０８において、サーバマネージャ６１１は、同一グループ内で最初
のジョブかどうか判断する。ここで、最初のジョブの場合は、そのジョブのスプール順が
グループの印刷順になるので、ジョブの位置は変更せずに、ステップＳ１１１０に進んで
スプール処理を終了する。
次に、ステップＳ１１０８の判断において、ジョブの印刷順がグループ内で最初に設定さ
れた印刷ジョブでないと判断された場合は、ステップＳ１１０９に進み、同一グループ内
の指定された順番に揃うように印刷ジョブのジョブ情報を整列し、必要に応じてサーバス
プーラ６１２における印刷ジョブのスプール順序を整列する。
【０１１０】
印刷ジョブのスプール順序について説明する。この処理はサーバスプールの印刷ジョブの
スプール処理のときに実行される。具体的には、グループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）の
中で既にスプールされているジョブのうち、自分の順番より前のものがあれば、その直後
に移動し、自分の順番よりも後ろのジョブばかりスプールされているのであれば、先頭に
くるように移動して、ステップＳ１１１０に移り、スプール処理を終了する。このように
印刷順序に従ってスプールしておくことにより、グルーピングジョブの印刷時に印刷ジョ
ブの読み出しが容易になる。しかしながら、印刷ジョブのスプール順序が印刷順でなくて
も、印刷順に従った印刷処理は可能である。
【０１１１】
一方、ステップＳ１１０４において、グループ印刷のジョブでない印刷ジョブのスプール
であると判断された場合は、ステップＳ１１１１に移る。ステップＳ１１１１で、サーバ
マネージャ６１１は、現在のスプール位置が同一グループ内の複数の印刷ジョブの中に割
り込んでないか確認し、もし、プライオリティ等、別の順序変更の指定のために同一グル
ープのグループ印刷指定のジョブの間に割り込んでしまったと判断した場合（ＹＥＳの場
合）は、前後のジョブがグループ印刷指定かどうかをジョブ情報から判断し、ステップＳ
１１１２において、その後ろにスプールされるように位置を変更し、ステップＳ１１１１
で、通常のスプール位置でグループ印刷のジョブの間に入っていなければ、そのままステ
ップＳ１１１０に進んでスプール処理を終了する。
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【０１１２】
次に、スプールされたジョブの印刷処理について、プリントサーバ６１０のサーバマネー
ジャ６１１の処理を図１２に示すフローチャートを参照して説明する。
図１２は、本発明に係る情報処理装置における第３のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートであり、図６に示したプリントサーバ６１０におけるサーバマネージャ６１１の
処理手順に対応する。この処理は、サーバマネージャ６１１が、ネットワークに接続され
ている管理下のプリンタのステータスを監視する一方、スプールされたジョブを管理し、
該当するプリンタに対して順番に印刷ジョブの送信を開始していくという、例えばＷｉｎ
ｄｏｗｓにおけるスレッドのような処理単位で実行される。なお、Ｓ１２０１～Ｓ１２０
８は各ステップを示す。
【０１１３】
先ず、ステップＳ１２０１において、サーバマネージャ６１１は、管理下のプリンタのス
テータスを監視し、監視しているプリンタに対して印刷ジョブの送信が行えると判断され
ると、この処理が起動される。そして、ステップＳ１２０２において、サーバマネージャ
６１１は、ジョブ管理テーブル６１３にスプールされているジョブ情報を検索する。そし
てステップＳ１２０３では、ジョブ管理テーブル６１３に該当するプリンタに対して送信
すべき印刷ジョブの中で、印刷待ちの印刷ジョブがあるかを判断する。この状態が定常状
態であり、印刷待ちの印刷ジョブがひとつもない場合は、ステップＳ１２０３で、印刷待
ちジョブありと判断され、ジョブがスプールされるまで待ち続ける。
【０１１４】
一方、ステップＳ１２０３において、印刷待ちジョブがあると判断された場合、ステップ
Ｓ１２０４において、サーバマネージャ６１１は、印刷待ちの印刷ジョブがグループ印刷
ジョブかどうか判断する。もし、グループ印刷指定のジョブであれば、ステップＳ１２０
４で、サーバマネージャ６１１は、グループジョブ管理テーブル６１６を解析することに
より、同一グループのすべての印刷ジョブがスプールされているかどうか判断する。
【０１１５】
ここで、グループ内のすべての印刷ジョブがスプールされていると判断した場合は、ステ
ップＳ１２０６において、サーバマネージャ６１１は、そのグルーピングジョブの印刷処
理を行う。具体的には、サーバマネージャ６１１は、グループジョブ管理テーブル６１６
に基づいて、グループ内の印刷順に従って順次スプールしている印刷ジョブをプリンタに
送信する。
【０１１６】
この送信処理において、サーバマネージャ６１１は、印刷順の印刷ジョブのスプール方法
を認識し、サーバスプールの場合は、サーバスプーラ６１２に保存されている該当印刷ジ
ョブを読み出して、ネットワークを介してプリンタに印刷ジョブを送信する。また、クラ
イアントスプールの場合は、サーバマネージャ６１１は、図１８に示すグループジョブ管
理テーブル６１６から、依頼元のクライアント１８０５を認識し、該当するクライアント
に対してジョブＩＤを指定する情報を含む印刷ジョブ送信許可情報を発行する。
【０１１７】
プリントサーバ６１０またはクライアント６００からプリンタ１０５への印刷データの送
信処理が終了すると、ステップＳ１２０７において、サーバマネージャ６１１は、グルー
プジョブ管理テーブル６１６で管理しているグループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）のステ
ータス情報と図１８に示すグループジョブ管理テーブル６１６のステータス１８０３を「
送信終了」に変更して、次の印刷順に対応する印刷ジョブの処理に移る。この印刷手順を
繰り返すことによって、同一グループのジョブをプリンタ１０５に連続して送信し、印刷
を行う。
【０１１８】
一方、ステップＳ１２０５において、同一グループのジョブがすべてスプールされる前に
同じグループの最初のジョブの印刷順になってしまい、同一グループのすべての印刷ジョ
ブがスプールされていないと判断された場合は、ステップＳ１２０８に進んで、サーバマ
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ネージャ６１１は、該当するプリンタに対する印刷キューにおける次の印刷ジョブに制御
を移し、ステップＳ１２０３に戻って、次のジョブも同様に処理を続ける。
【０１１９】
一方、ステップＳ１２０４において、印刷キュー６１５における印刷順の印刷ジョブが（
グループ印刷ジョブでない）通常の印刷ジョブであると判断された場合は、そのままステ
ップＳ１２０６に移り、サーバマネージャ６１１は、前述したような印刷処理（印刷ジョ
ブの配信制御）を行う。以上の手順でプリントサーバ６１０における印刷処理を行う。
なお、印刷確認を行わない場合は、データ転送終了後、ジョブを削除するときにグループ
印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）も削除する。
【０１２０】
これらの手順を実行することにより、複数のホストコンピュータから任意のタイミングで
印刷された複数の一連の印刷ジョブを、通常の印刷ジョブが混在してプリントサーバにス
プールされても、また、クライアントでスプールされても、同じプリンタに対して指定さ
れた順にまとめて連続印刷することができる。
【０１２１】
〔第２実施形態〕
以下、第１実施形態で示した手順に従って印刷した後から、プリントサーバ６１０のサー
バマネージャ６１１は、プリンタ１０５から通常の印刷ジョブと同様に各印刷ジョブの印
刷確認を行い、グループ印刷情報に記録し、グループ印刷情報内のすべての印刷ジョブの
印刷終了を確認後、各ジョブをスプールしたクライアント６００のクライアントマネージ
ャ６０５に印刷終了を通知す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。
【０１２２】
図１３は、本発明の第２実施形態を示す情報処理装置における第４のデータ処理手順の一
例を示すフローチャートであり、図６に示したサーバマネージャ６１１による印刷確認ス
レッド（印刷確認処理の詳細手順）に対応する。なお、Ｓ１３０１～Ｓ１３１２は各ステ
ップを示す。
【０１２３】
先ず、ステップＳ１３０１において、この印刷確認スレッドが開始されるが、このスレッ
ドはサーバマネージャ６１１の起動時から開始されてサーバマシン６１０の電源が落とさ
れるまで常駐しても、印刷処理の後から、印刷確認が取れるまでの間のみの起動でもよく
、任意のタイミングで動作を終了する。
【０１２４】
そして、該スレッド開始後、ステップＳ１３０２において、サーバマネージャ６１１は、
ネットワークを介して管理下のプリンタのステータスを監視することにより、プリンタ１
０５から印刷の確認通知を待つ。
【０１２５】
この確認方法は、プリンタ１０５が例えば、ＴＣＰ／ＩＰをネットワークプロトコルとし
て用いるネットワークプリンタの場合は、ＳＮＭＰのｇｅｔ等のコマンドを用いてプリン
トサーバ６１１がポーリングしてもよいし、ｔｒａｐなどで、プリンタ１０５からの通知
をうけてもよい。
また、プリンタが直接ケーブルを介してローカル接続される場合は、ケーブルを介した通
信でもよく、プロトコルや情報の取得方法はいかなる方法でもよい。
【０１２６】
このようにしてプリンタ１０５から、印刷確認通知を取得すると、ステップＳ１３０３に
おいて、サーバマネージャ６１１は、プリンタ１０５から印刷ジョブのエラーが通知され
たかどうかを判断する。エラーが通知されたと判断した場合は、ステップＳ１３１２に移
り、サーバマネージャ６１１は、関連する印刷ジョブの依頼元のクライアントを図１８に
示すグループジョブ管理テーブルを用いて認識し、該当するクライアント６００のクライ
アントマネージャ６０５に対してエラーを通知する。
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【０１２７】
一方、ステップＳ１３０３で、エラーが通知されていないと判断した場合は、ステップＳ
１３０４において、サーバマネージャ６１１は、印刷終了が確認された印刷ジョブのジョ
ブ情報からグループ印刷のジョブであるかどうか判断し、グループ印刷のジョブであると
判断した場合は、ステップＳ１３０５においてグループ印刷ジョブ情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ
）の該当する印刷ジョブのステータス１８０３を「印刷中」から「印刷終了」に変更する
。
【０１２８】
次に、ステップＳ１３０６において、サーバマネージャ６１１は、グループ印刷ジョブ情
報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）内におけるすべての印刷ジョブの印刷終了が確認できたかどうかを
判断し、まだ、印刷中のジョブが残っていると判断した場合は、ステップＳ１３０２に戻
り、プリンタ１０５からの印刷確認通知を待つ。
【０１２９】
一方、ステップＳ１３０６で、もし、グループ内で最後のジョブの印刷確認通知であると
判断した場合は、ステップＳ１３０７に進み、サーバマネージャ６１１は、該グループ内
の印刷ジョブを印刷要求した依頼元のクライアント６００のクライアントマネージャ６０
５に通知する。各クライアントに通知後、ステップＳ１３０８で、サーバマネージャ６１
１は、同一グループのジョブ情報をすべて削除する。
【０１３０】
なお、印刷後もサーバスプーラ６１２に印刷データを含む印刷ジョブが残っている場合は
、サーバマネージャ６１１は、ジョブ情報と同時に印刷データも削除する。
【０１３１】
このようにしてグループ内のジョブ情報を削除後、ステップＳ１３０９において、サーバ
マネージャ６１１は、印刷が終了したグループ印刷情報を削除し、ステップＳ１３０２に
戻る。
【０１３２】
一方、ステップＳ１３０４において、通常のジョブの印刷確認通知であると判断された場
合は、ステップＳ１３１０において、サーバマネージャ６１１は、各クライアントマシン
のクライアント６０１に通知し、ステップＳ１３１１でジョブ情報及び印刷データを削除
して、ステップＳ１３０２に戻る。
【０１３３】
このような手順で、通常のジョブの印刷確認の手順に、余分な処理をほとんど追加せずに
、グループ印刷の印刷確認も行うことができる。
これにより、プリンタ１０５からはジョブごとの印刷確認しか取得できなくとも、印刷さ
れたジョブがまとめて印刷して排紙されたことを確認し、各印刷ジョブの印刷要求を発行
したホストコンピュータにまとめて印刷されたことを通知することができる。
【０１３４】
〔第３実施形態〕
上記第２実施形態では、印刷要求された印刷ジョブがまとめて印刷処理されたことを確認
し、各印刷ジョブの印刷要求を発行したクライアント（又はホストコンピュータ）にまと
めて印刷されたことを通知する場合について説明したが、印刷処理中にプリンタ１０５に
何らかのエラーが発生する場合があり、印刷要求された印刷ジョブが、まとめて印刷、排
紙される前に、プリンタにエラーが発生した場合には、ネットワーク上の別のプリンタに
まとめて印刷先を変更す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
。
【０１３５】
図１４は、本発明の第３実施形態に係る情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示
すフローチャートであり、プリントサーバ６１０におけるサーバマネージャ６１１による
印刷先変更の手順に対応する。なお、Ｓ１４０１～Ｓ１４１４は各ステップを示す。また
、本実施形態では、第１実施形態の手順で印刷を行い、プリントサーバが印刷確認待ちの



(20) JP 4420421 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

状態からの処理を説明する。
【０１３６】
先ず、ステップＳ１４０１において、印刷確認用の処理を開始すると、ステップＳ１４０
２で、サーバマネージャ６１１は、プリンタ１０５からの通知を基に、プリンタ１０５や
印刷ジョブのステータスを取得したり、クライアント６０１からの通知を受け付けるウエ
イト（ｗａｉｔ）状態である。
【０１３７】
次に、ステップＳ１４０２において、サーバマネージャ６１１は、プリンタ１０５から印
刷ジョブのエラーが通知された場合、ステップＳ１４０３においてデータ転送後のジョブ
のエラーかどうかを判断する。この判断は、ジョブごとのステータスをプリンタ１０５か
ら直に取得してもよいし、印刷確認がとれないうちにプリンタ１０５がエラーになった場
合もジョブのエラーと判断するなど、ジョブの正常な印刷完了が確認できない場合もジョ
ブのエラーとして判断してもよい。
【０１３８】
このステップＳ１４０３で、プリンタ１０５に転送後のジョブのエラーと判断した場合は
、ステップＳ１４０４において、サーバマネージャ６１１は、通知されたジョブＩＤから
ジョブ情報を検索し、グループ印刷のジョブかどうかジョブ情報を基に判断する。ここで
、グループ印刷の印刷ジョブでないと判断された場合は、ステップＳ１４０５において、
サーバマネージャ６１１は、印刷ジョブのステータスを「エラー」に設定し、ステップＳ
１４０６において、ジョブを印刷したクライアント６００のクライアントマネージャ６０
５に対して通知して、ステップＳ１４０２の次の確認待ち処理に戻る。
【０１３９】
一方、ステップＳ１４０４において、グループ印刷のジョブであると判断された場合は、
ステップＳ１４０７で、サーバマネージャ６１１は、グループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ
）の印刷ジョブのステータスを「エラー」とする。
【０１４０】
次に、ステップＳ１４０８において、サーバマネージャ６１１は、エラー時のプリンタの
変更先が指定されているジョブであるかどうかを判定する。この判定処理は、後述するよ
うにエラー時にクライアントから指定されることにより判定するが、予め図８に示すグル
ープ指定情報内に、代替プリンタ名の情報を付加しておき、図１６に示すグループ印刷情
報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）に代替プリンタ名を管理することにより、サーバマネージャ６１１
が判定してもよい。
【０１４１】
ここで、プリンタの変更先が指定されていないプリンタであると判定した場合は、通常の
ジョブと同様に、ステップＳ１４０５、Ｓ１４０６で、サーバマネージャ６１１は、印刷
ジョブのステータスを変更するだけで、クライアント６００のクライアントマネージャ６
０５に通知する。この場合は、印刷先の変更はクライアント６００のクライアントマネー
ジャ６０５から指示がくるまでは、実行されない。
【０１４２】
一方、ステップＳ１４０８で、もし、エラー時の変更先プリンタが指定されているジョブ
であると判断された場合は、ステップＳ１４０９に進み、サーバマネージャ６１１は、変
更先のプリンタ、例えばプリンタ６５０のリストデータにグループ内のジョブ情報をすべ
て移動する。また、グループ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）の管理も新しいプリンタのグル
ープ印刷情報リストに移す。この場合は、プリントサーバ６１１が自動的にスプールして
いるプリンタを変更した後に、ステップＳ１４１０において、サーバマネージャ６１１は
、印刷先の変更を各クライアントマシンのクライアントマネージャ６０５に通知し、印刷
先の変更後は、第１実施形態と同様にグループ印刷のジョブとして印刷される。
【０１４３】
一方、ステップＳ１４０２でエラー通知でない場合、ステップＳ１４１１で印刷先変更指
示かどうかがチェックされる。印刷先変更指示である場合、ステップＳ１４１２において
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、サーバマネージャ６１１は、クライアントから印刷先変更を指定された印刷ジョブがグ
ループ印刷のジョブであるかどうか、ジョブ情報を元に判断し、グループ印刷のジョブで
なければ、ステップＳ１４１３において、サーバマネージャ６１１は、指定された印刷ジ
ョブのみを移動し、グループ印刷のジョブであれば、ステップＳ１４１４において、グル
ープ印刷情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）を更新し、ステップＳ１４０９、Ｓ１４１０と進み、サ
ーバマネージャ６１１は、グループ内におけるすべての印刷ジョブの出力先を変更先の代
替プリンタに変更し、該当するプリンタにおける印刷キューに印刷ジョブのジョブ情報を
スプールする。また、ステップＳ１４０３で転送後ジョブ以外のエラーの場合には、ステ
ップＳ１４１５でエラーに対応する処理を行う。
【０１４４】
なお、印刷変更先のプリンタの指定方法は、レジストリやＩＮＩファイル、プリントサー
バがプリンタを管理する情報で指定しておいてもよいし、同じプリンタドライバを使用可
能なプリンタをランダムに指定する、など、印刷したドキュメントが正常に印刷されるプ
リンタの指定方法であれば任意の方法でよい。以下、エラー発生時に、プリントサーバ６
１０からの印刷確認通知後、クライアント６００上のユーザ指示により、ジョブの印刷先
を他のプリンタに変更する場合の処理について説明する。
【０１４５】
図１５は、本発明の第３実施形態に係る情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示
すフローチャートであり、クライアントマネージャ６０５の印刷確認手順、および、クラ
イアントマネージャ６０５におけるグループ印刷の印刷先変更手順（ジョブのエラー通知
後の印刷先変更手順）に対応する。なお、Ｓ１５０１～Ｓ１５１１は各ステップを示す。
【０１４６】
先ず、ステップＳ１５０１で、クライアントマネージャ６０５の起動時または印刷処理後
に当該処理が開始されると、ステップＳ１５０２で、クライアントマネージャ６０５は、
指示待ちとなり、サーバマネージャ６１１から何らかの指示があると、ステップＳ１５０
３で、クライアントマネージャ６０５は、印刷確認通知であるかどうか判断する。なお、
印刷先変更後であろうとなかろうと、印刷確認通知は同様である。
【０１４７】
ステップＳ１５０３で、印刷確認通知がなされたと判断した場合は、ステップＳ１５０４
において、クライアントマネージャ６０５は、例えばジョブの印刷確認をダイアログボッ
クスや、Ｗｉｎｄｏｗｓにおけるプリントマネージャのようなステータスの変化等を示す
グラフィカルユーザインタフェース画面を提供し、ＯＳを介してディスプレイ２０７に表
示させることによりユーザに通知する。この通知後、ステップＳ１５０２へ戻る。
【０１４８】
ここで、グループ印刷の場合、クライアントへの通知処理が終了後に、ジョブ情報が削除
されるので、この表示処理に、ジョブ情報やグループ印刷情報をプリントサーバ６１０の
サーバマネージャ６１１から取得して、グループ印刷の印刷確認が終了したことを示す特
別な表示を行ってもよい。
【０１４９】
一方、ステップＳ１５０３で、印刷確認通知でなかったと判断した場合は、ステップＳ１
５０５で、クライアントマネージャ６０５は、通知がエラー通知であるかどうかを判定し
て、エラー通知であると判断した場合は、ステップＳ１５０６に進み、クライアントマネ
ージャ６０５は、ジョブのエラーであることを示すダイアログなどを提供し、ＯＳを介し
てディスプレイ２０７に表示させることによりユーザに通知する。この表示は、特別な通
知メッセージを表示せずに、Ｗｉｎｄｏｗｓのプリントマネージャのように印刷ジョブの
ステータスの変化としてクライアントマネージャ６０５からユーザに通知してもよい。
【０１５０】
そして、エラー通知の表示後、ステップＳ１５０７において、クライアントマネージャ６
０５は、ダイアログボックスのような印刷先変更用のユーザインタフェース（ＵＩ）を提
供し、ＯＳを用いて図２に示したディスプレイ２０７上に表示する。
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【０１５１】
次に、ステップＳ１５０８において、クライアントマネージャ６０５は、ユーザの指示に
よりジョブの印刷先変更指示がなされているかどうかを判定し、印刷先変更指示がなされ
ていると判断した場合は、ステップＳ１５０９に進み、クライアントマネージャ６０５は
、変更先をサーバ６１０のサーバマネージャ６１１に通知して、ステップＳ１５０２へ戻
る。なお、グループ印刷のジョブであっても印刷先変更する印刷ジョブに対し、変更する
印刷先を指定するだけでよい。
【０１５２】
また、サーバマネージャ６１１によって印刷先が変更された場合は、サーバマネージャ６
１１から印刷先変更の通知が届く。この場合は、ステップＳ１５０２の指示待ちからステ
ップＳ１５０３、Ｓ１５０５と進み、ステップＳ１５１０で、クライアントマネージャ６
０５は、印刷先変更通知かどうかを判定し、印刷先変更通知でない場合は、ステップＳ１
５０２へ戻り、印刷先変更通知であると判断した場合は、ステップＳ１５１１に進み、変
更された印刷先を図２に示したディスプレイ２０７上にダイアログボックス等でユーザに
通知して、ステップＳ１５０２へ戻る。この場合は、ジョブの印刷先変更処理の終了後で
あるので、変更結果の通知のみである。
【０１５３】
このようにしてクライアント６００のクライアントマネージャ６０５から印刷先の変更を
指示されたプリントサーバ６１０のサーバマネージャ６１１は、図１４に示したステップ
Ｓ１４０２、Ｓ１４１１と進み印刷先変更指示である場合、ステップＳ１４１２において
、クライアントから印刷先変更を指定されたジョブがグループ印刷のジョブであるかどう
か、ジョブ情報を元に判断し、グループ印刷のジョブでなければ、ステップＳ１４１３に
おいて、指定されたジョブのみを移動し、グループ印刷のジョブであれば、ステップＳ１
４１４において、ＧＰ－ＩＮＦＯを更新し、ステップＳ１４０９、Ｓ１４１０と進み、グ
ループ内のすべてのジョブを変更先のプリンタにスプールする。
【０１５４】
また、グルーピングジョブの印刷先が変更された場合、サーバマネージャ６１１は、以下
の判断を行う。
まず、サーバマネージャ６１１は、変更された印刷先のプリンタがフェイスアッププリン
タであるかフェイスダウンプリンタであるかを判断する。印刷先のプリンタがフェイスダ
ウンプリンタである場合は、印刷ジョブの先頭から印刷すればよいのでグループジョブ管
理テーブル６１６に管理されているグループ指定情報（ＧＰ－ＩＮＦＯ）の印刷順に従っ
て印刷ジョブの送信を制御すればよい。一方、印刷先のプリンタがフェイスアッププリン
タである場合は、印刷ジョブの後ろから印刷しなければならない。
【０１５５】
ここで、１つの印刷ジョブ内のページ順序はプリンタの機能を用いて、印刷ジョブをプリ
ンタ内にスプールして最終ページから印刷動作を行えばよいが、複数の印刷ジョブをグル
ープ化してあたかも１つの印刷ジョブとして扱うべきグルーピングジョブの場合は、グル
ープ指定情報の印刷順の後ろから順に送信制御を行う必要がある。よって、フェイスアッ
ププリンタに印刷先が変更された場合は、グループ指定情報で指定される印刷順序の最後
の印刷ジョブから順に、スプール方法を判断する。そして、サーバスプーラ６１２を用い
ていると判断された場合は、サーバスプーラにスプールされている印刷ジョブを送信し、
クライアントスプーラ６０６を用いていると判断された場合は、印刷すべき印刷ジョブの
印刷要求を発行したクライアントのクライアントマネージャ６０５に対して送信許可情報
を通知する。
【０１５６】
また、フェイスアッププリンタからフェイスダウンプリンタに印刷先が変更された場合は
、サーバマネージャ６１１は、印刷逆順から印刷順に送信制御を行えばよい。このように
制御することにより、排紙方法が異なるプリンタに対して印刷先が変更された場合であっ
ても、グルーピングジョブの排紙順序を保った印刷処理を行うことが可能となる。
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【０１５７】
なお、印刷先変更の指定は、どのクライアントからも指示することができるが、同一グル
ープに含まれる印刷ジョブを要求した他のクライアントから先に指示が出された場合は、
プリントサーバの印刷先自動変更処理と同様に、残りの各クライアントには、変更結果の
表示のみ行われる。
【０１５８】
以上のような手順により、プリントサーバ６１１は、グループ内のすべてのジョブの印刷
の終了を確認する前に、プリンタ１０５のエラーなどで、印刷が続行できない場合は、デ
フォルトで指定されている印刷先に自動的に印刷先を変更したり、またはクライアント６
００のクライアントマネージャ６０５からの指示で、まとめて印刷先変更することが可能
となる。
【０１５９】
〔第４実施形態〕
次に本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態は、本発明の情報処理装置が
、スプーラに印刷ジョブがスプールされた状態でシャットダウン（電源断）処理を指示さ
れた場合に、印刷ジョブを他のマシンに転送し、正しく印刷できる状態にしてからシャッ
トダウンを行う処理に対応する。
【０１６０】
図２１は、本実施形態において、印刷ジョブを転送するマシン１と、転送された印刷ジョ
ブを引き継ぐマシン２の処理手順を示すシーケンス図である。なお、本実施形態において
、マシン１及びマシン２はプリントサーバ、クライアントのいずれであってもよい。
【０１６１】
図２１において、マシン１は、印刷ジョブをその内部に有するスプーラ（クライアントス
プーラ６０６もしくはサーバスプーラ６１２）に保持している。この印刷ジョブは、その
ままでプリンタが展開、印字できるような、生データでスプールされていても、例えば、
ＷｉｎｄｏｗｓのＥＭＦのような、プリンタドライバによってさらに別のページ記述言語
に変換可能なファイル形式でスプールしていてもよい。
【０１６２】
このように、ジョブがスプールされている状態で、マシン１が、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ
におけるシャットダウンのような終了処理を指示されたとする。シャットダウン処理が開
始（ステップＳ２１０１）すると、ＯＳから、クライアントマネージャもしくはサーバマ
ネージャに終了が指示される。クライアントマネージャもしくはサーバマネージャは、終
了指示に応答して終了処理を開始し（ステップＳ２１０２）、スプーラに印刷ジョブがス
プールされていることを検出すると、予め登録されている、転送可能なマシンの情報テー
ブルを参照し、ジョブの転送先を本発明の情報処理装置であるマシン２に決定する（ステ
ップＳ２１０３）。
【０１６３】
次に、マシン２に対し印刷ジョブを転送し（ステップＳ２１０４）、転送に成功すると、
マシン１は、ジョブを削除（ステップＳ２１０７）した後、マシン１の終了処理を続行し
て（ステップＳ２１０８）シャットダウン処理を終了する（ステップＳ２１０９）。
【０１６４】
一方、印刷ジョブを転送されたマシン２では、このジョブを受信し（ステップＳ２１０５
）、マシン２における他の印刷ジョブと同様に、すなわち自らのスプール印刷ジョブとし
て送信処理する（ステップＳ２１０６）。すなわち、マシン２がプリントサーバであれば
、サーバスプーラにスプールし、マシン２がクライアントであればアプリケーションから
印刷指示を受けたジョブと同様に処理する。ただし、転送される印刷ジョブがクライアン
トスプールを選択されていた印刷ジョブの場合、すでに印刷要求及びジョブ情報はプリン
トサーバに送られているので、そのプリントサーバに対してジョブの存在場所が変更にな
ったことを通知する。あるいは、ジョブの転送先であるマシン２がジョブ情報を先に送信
したプリントサーバであれば、ジョブ情報におけるスプール方法（７０７）をサーバスプ
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ールに変更する。転送先が他のプリントサーバであれば、先にジョブ情報を送信したプリ
ントサーバにおけるジョブ情報を削除する。
【０１６５】
また、転送される印刷ジョブがサーバスプールされていた印刷ジョブである場合には、転
送先であるマシン２もまたプリントサーバである。この場合、クライアントスプールされ
ている印刷ジョブについてのジョブ情報も、サーバスプールされている印刷ジョブと同様
に転送する。そして、必要であれば転送された印刷ジョブの要求元クライアントに、プリ
ンタサーバが変更になった旨の通知を行う。
【０１６６】
次に、図２２のフローチャートを用いて、本実施形態におけるマシン１の処理手順につい
て説明する。
まず、ステップＳ２２０１において、マシン１がシャットダウンによる終了処理を開始す
ると、ステップＳ２２０２において、印刷ジョブが残っているかどうか、スプーラ（及び
ジョブ管理テーブル）内を検索する。未処理の印刷ジョブが残っていることが検出される
と、マシン１と同等の機能を有する印刷制御プログラムが動作するマシンを、あらかじめ
ＵＩなどでユーザーに指定されている転送先マシンのテーブルから検索する（ステップＳ
２２０３）。
【０１６７】
検索の結果、ジョブを転送可能なクライアントが存在すると、転送先をジョブごとに記録
する。この記録方法は、転送するジョブごとに、ジョブ情報に追加してもよいし、転送ジ
ョブのＩＤと、転送先クライアントの一覧を示すテーブルを作成するなどの方法でもよい
。
【０１６８】
転送先は、グループ印刷を行うジョブの関連によって、ジョブごとに転送先が異なる場合
や、個々のジョブを印刷する条件が整わない（プリンタへの転送方法が異なる、印刷確認
の仕組みが異なる、画像データを加工できない等、印刷処理を続行し、完了するためのな
んらかの条件が整わない）場合があるため、ステップＳ２２０４において、あるジョブに
ふさわしい転送先がなかったとしても、ステップＳ２２０２にもどり、すべてのジョブの
転送先の問い合わせを個別に行う。
【０１６９】
ステップＳ２２０２において、転送先が未決定のジョブがなくなれば、ステップＳ２２０
６において、転送先の決定しているジョブを判断し、ステップＳ２２０７において、ジョ
ブごとの転送先に対し転送処理を行う。以下、転送ジョブがなくなるまで、ステップＳ２
２０６の判断と、ステップＳ２２０７の転送処理を繰り返し、ステップＳ２２０６におい
て、転送先の決定している転送ジョブがなくなると、ステップＳ２２０８に進み、本プリ
ントシステム自身の終了処理を行い、ステップＳ２２０９において本実施形態の終了処理
が終了する。このときに、正常な印刷が実行できる環境がない場合などのように、転送先
が決定されなかったジョブについては、プリントシステムが削除してもよいし、例えば、
Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラのように、再起動後に、再びスプーラに登録されても、どちら
でもよい。
【０１７０】
次に図２３を用いて、ジョブを受信するマシン２の処理について説明する。
Ｓ２３０１において、マシン１から、ジョブの送信処理が行われると、ステップＳ２３０
２においてマシン２はジョブを印刷データを受信する。次に、ステップＳ２３０３におい
て、ジョブ情報を受信し、印刷データとジョブ情報の両方の転送が終了すると、ステップ
Ｓ２３０４において転送処理を終了する。
【０１７１】
次にステップＳ２３０５に進み、マシン２のスプーラのスケジュールに、受信した印刷ジ
ョブを追加する。この手順では、確実なデータ受信後にスプーラにジョブを追加している
が、先にジョブの管理情報をスケジュールに追加してから、印刷データを受信してもよい



(25) JP 4420421 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

。ジョブを追加されたスプーラは、ステップＳ２３０６において、同じプリンタに送信す
るジョブが他になければ、すぐにプリンタにジョブを転送し、印刷待ちの他のジョブがあ
れば、スケジュールに追加前に存在するジョブがスプーラからなくなり、受信したジョブ
の順番になると、ステップＳ２３０７においてジョブをプリンタに転送する。
【０１７２】
ステップＳ２３０８においてプリンタが印刷することにより、マシン２の受信印刷処理を
終了する。このとき、スプーラのスケジュールや他のジョブとの転送順の関係は、例えば
、Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラのようにプライオリティなどによって、必ずしもスケジュー
ル前のジョブが、すべて転送された後でなくてもよいし、スプール形式や、プリンタへの
転送方法は、プリンタが印刷可能であればよく、特に限定されない。
【０１７３】
本実施形態では、転送先マシンを予め指定された転送先マシンテーブル等から決定する例
を説明したが、転送先マシンに複数のプリンタへの転送手段がある場合は（例えば、Ｗｉ
ｎｄｏｗｓの共有プリンタのように複数のプリンタに対する印刷手段を有する場合など）
、転送先のマシンだけでなく、転送先プリンタを特定する情報も同時に指定してもよい。
【０１７４】
また、転送先マシンをユーザーの指示により決定する例を示したが、転送先マシンを、指
定したデータベースを有するサーバーマシンから取得してもよいし、ネットワーク上を検
索し、自動的に転送先マシンを決定してもよい。さらに、ジョブの転送前に動作確認をし
てから、ジョブの転送先を決定してもよい。
【０１７５】
また、全ての処理未完了ジョブを同一の転送先に送信する場合を説明したが、ジョブ毎に
転送先を決定してもよい。その場合、処理未完了ジョブ毎に転送先を検索し、転送先の有
無をジョブ毎に記録しておいて、転送先があるジョブのみを転送した後、転送先の無いジ
ョブに関して上述のエラー処理を行うように構成すればよい。
【０１７６】
〔第５実施形態〕
次に、本発明の第５の実施形態に係る情報処理装置について説明する。
図２４は、本発明の第５の実施形態にかかる情報処理装置において、クライアントスプー
ルされたグループ印刷待ちの印刷ジョブを有するクライアントマシンが終了する場合のス
プール先変更手順を示すシーケンス図である。
【０１７７】
また、図２５は、クライアントマシン１の終了処理を示すフローチャート、図２６は、ク
ライアントマシン１から転送先を問合されたプリントサーバが転送先を指示する手順を示
したフローチャート、図２７は、クライアントマシン１のジョブ転送処理を示すフローチ
ャート、図２８は、クライアントマシン２のジョブ受け付け処理を示すフローチャート、
図２９は、ジョブ転送中のサーバの処理を示すフローチャートである。
【０１７８】
はじめに、図２４を用いて、本実施形態におけるクライアントマシン１、クライアントマ
シン２、プリントサーバの各処理の概略シーケンスを説明する。
図２４において、本発明の第１の実施形態で示した印刷方式のジョブが残ったまま、例え
ば、Ｗｉｎｄｏｗｓのシャットダウン処理などで、クライアントマシン１上のクライアン
トの終了処理が開始されると（ステップＳ２４０１）、クライアントマシン１上のクライ
アントマネージャ６０５はサーバマネージャ６１１にジョブの転送先を問い合わせる（ス
テップＳ２４０２）。
【０１７９】
サーバマネージャ６１１は、例えば同一グループ内のジョブを要求しているクライアント
マシンを検索し、見つかったクライアントマシン（クライアントマシン２とする）を転送
先として通知する（ステップＳ２４０３）。これを受けて、クライアントマシン１上のク
ライアントマネージャ６０５は、プリントサーバ上のジョブ情報を「転送中」ステータス
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に更新し（ステップＳ２４０４、Ｓ２４０５）、クライアントマシン２上のクライアント
マネージャに対してジョブを転送する（ステップＳ２４０６）。クライアントマシン２の
クライアントマネージャは転送されてきた印刷ジョブを受け付ける（ステップＳ２４０７
）。
【０１８０】
転送が正常に終了すると、クライアントマシン１上のクライアントマネージャ６０５は、
転送した印刷ジョブがクライアントマシン２のジョブとして扱われるように、グループ指
定情報を用いてプリントサーバ６１１のグループ印刷情報を更新し、ジョブ情報もクライ
アントマシン２のジョブとして更新する（ステップＳ２４０８，Ｓ２４０９）。また、サ
ーバマシンはジョブの「転送中」ステータスを「印刷待ち」に戻す（他のステータスの場
合も同様に、もとのステータスにもどす）。
【０１８１】
転送を終えたジョブを削除し（ステップＳ２４１０）、すべてのジョブの転送が終了する
と、本来のクライアントの終了処理を行い（ステップＳ２４１１）、終了処理を終え、電
源を切断して（ステップＳ２４１２）、本発明の第５の実施形態の処理が終了する。
【０１８２】
次に、図２５,２６,２７,２８を用いて、本発明の第５の実施形態における各マシンの処
理手順を詳細に説明する。
クライアントマシン１の処理を図２５のフローチャートを用いて説明する。
図２５において、ステップＳ２５０１でクライアント１が終了処理を開始すると、ステッ
プＳ２５０２において、クライアントは、グループ印刷で、印刷開始待ちや、印刷確認待
ちのジョブが残っているか判断し、グループ印刷のジョブが残っている場合は、ステップ
Ｓ２５０３においてプリントサーバに転送先のクライアントを問い合わせる。
【０１８３】
問い合わせの結果、ジョブを転送可能なクライアントが存在すると、転送先をジョブごと
に記録する。この記録方法は、転送するジョブごとに、ジョブ情報に追加してもよいし、
転送ジョブのＩＤと、転送先クライアントの一覧を示すテーブルを作成するなどの方法で
もよい。転送先は、グループ印刷を行うジョブの関連によって、転送先が異なるため、ス
テップＳ２５０４において、あるジョブにふさわしい転送先がなかったとしても、ステッ
プＳ２５０２にもどり、すべてのジョブの転送先の問い合わせを行う。
【０１８４】
ステップＳ２５０２において、転送先を問い合わせしていないジョブがなくなると、ステ
ップＳ２５０６において、転送先の決定しているジョブを判断し、ステップＳ２５０７に
おいて、ジョブごとの転送先に対し転送処理を行う。以下、転送ジョブがなくなるまで、
ステップＳ２５０６の判断と、ステップＳ２５０７の転送処理を繰り返す。ステップＳ２
５０６において、転送ジョブがなくなると、ステップＳ２５０８に進み、本情報処理装置
自身の終了処理を行い、ステップＳ２５０９において本実施形態の処理が終了する。
【０１８５】
なお、本実施形態において、正常な印刷が実行できる環境がない場合などのように、ステ
ップＳ２５０３において転送先が無かったジョブについては、第４実施形態におけるエラ
ー処理と同様にしてユーザに処理を決定させてもよいし、自動的にジョブを削除したり、
例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓにおけるスプーラのように、本情報処理装置の再起動後に、再び
スプーラに登録を行ったりするように構成することも可能である。
【０１８６】
次に、図２６に示すフローチャートを用いて、図２５におけるステップＳ２５０３の問い
合わせに対するサーバマシンの転送先通知処理について説明する。
ステップＳ２６０１において、クライアント１から転送先を通知するように要求されたサ
ーバマシンは、ジョブごとに、同一グループ内のジョブを要求した他のクライアントマシ
ンが存在するか否かを、グループ情報から検索する。ステップＳ２６０３において、同一
グループ内のジョブを要求した別のクライアントマシンが存在すれば、通常は、ステップ
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Ｓ２６０３において、このクライアントマシンを通知し、ステップＳ２６０４に進み、転
送先通知処理を終了する。
【０１８７】
しかし、ステップＳ２６０２において、同一グループ内のジョブを要求した他のクライア
ントマシンがない場合や、存在していても、そのクライアントがすでにシャットダウンさ
れている、などの理由によりジョブの転送ができないことが明らかな場合は、ステップＳ
２６０５において、ネットワーク上の別のクライアントマシンを例えばＵＤＰパケットの
ブロードキャストやマルチキャストなどの方法で検索する。
【０１８８】
もし、ステップＳ２６０５及びステップＳ２６０６の検索処理において、転送可能なクラ
イアントマシンを発見した場合は、ステップＳ２６０３に進み、転送先クライアントを通
知する。ステップＳ２６０６の検索処理で転送先クライアントマシンが存在しない場合は
、転送先クライアントがないことを通知して、転送先通知処理を終了する。ただし、転送
先クライアントが存在しない場合は、サーバマシン上に、クライアントマシンと同等のク
ライアントスプール機能を有すれば、サーバマシンを転送先として通知してもよい。この
場合、クライアントマシン１の処理は、クライアントマシン２に転送するのと同手順で、
宛先をサーバマシンに変更するだけでよい。さらにこの場合、サーバマシンとしては印刷
要求とこの印刷要求に対応する印刷ジョブとを異なるタイミングで受信し、その印刷ジョ
ブを自らの印刷スプール処理としてプリンタへ送信処理することになる。
【０１８９】
次に図２７に示すフローチャートを用いて、図２５のステップＳ２５０７でクライアント
マシン１が行うジョブ転送処理をさらに詳細に説明する。
ステップＳ２７０１において、ジョブの転送処理を開始すると、ステップＳ２７０２にお
いてクライアントマシン、およびサーバマシンにおけるグループジョブ管理テーブルのス
テータスを「転送中」ステータスに変更する。次にステップＳ２７０３において、ジョブ
のデータ転送を行い、次にステップＳ２７０４においてジョブ情報を転送する。
【０１９０】
ジョブの転送処理が終了すると、ステップＳ２７０５において、サーバのジョブ情報のマ
シン名や、グループ情報のクライアントマシン名などの情報を転送先のクライアントマシ
ンに変更する。ジョブの転送、および、情報の変更が正常に終了すると、ステップＳ２７
０６において、クライアントマシン１は、転送したジョブとそのジョブ情報を削除して、
ステップＳ２７０７で転送処理を終了する。
次に図２８に示すフローチャートを用いて、本実施形態においてジョブを転送されるクラ
イアントマシン２のジョブ受信処理を説明する。
【０１９１】
ステップＳ２８０１において、クライアントマシン１からジョブの転送処理の開始通知を
受けると、ステップＳ２８０２においてジョブの印刷データを受信する。次に、ステップ
Ｓ２８０３に進み、ジョブ情報を受信する。このときに、クライアントマシン２の新しい
ジョブ情報として、例えばジョブを保持するマシン名などの情報を、クライアントマシン
２に対応する情報に変更する。ステップＳ２８０４において、転送処理が終了すると、ク
ライアントマシン２には、新たにクライアントスプールの印刷ジョブ、すなわち、サーバ
マシンからの印刷開始指示（印刷許可情報）待ちのジョブがスプールされた状態となり、
ジョブの受信処理を終了する。その後、サーバマシンから印刷許可情報を受信すると、ク
ライアントマシン２はクライアントマシン１から受信した未処理印刷ジョブを自らのスプ
ール印刷ジョブとしてプリンタへ送信処理する。
【０１９２】
次に、図２９に示すフローチャートを用いて、図２５におけるステップＳ２５０７におい
てクライアントマシン１がジョブ転送を行う際の、サーバマシンにおける処理を説明する
。
ステップＳ２９０１において、クライアントマシン１から、クライアントマシン２へのジ
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ョブの転送処理が開始されると、ステップＳ２７０２の処理に対応するステップＳ２９０
２において、サーバマシン上に存在するジョブ管理テーブルの、転送中ジョブに対応する
ステータスが、「印刷待ち」から「転送中」ステータスに変更される。「転送中」ステー
タスに変更されたジョブに対して、ステップＳ２９０３において、サーバマシンは印刷開
始指示や、印刷確認のクライアントマシンへの通知処理を停止する。
【０１９３】
次に、転送処理が終了すると、図２７のステップＳ２７０５において、クライアントマシ
ン１から、転送を終了したジョブのジョブ情報とグループ情報の更新処理が行われ、これ
に対応してステップＳ２９０４においてサーバマシン上のそれぞれの情報をクライアント
マシン２のジョブとして取り扱い可能なように変更する。最後にステップＳ２９０５にお
いて、グループジョブ管理テーブルにおける「転送中」ステータスを「印刷待ち」ステー
タスに戻し、ジョブ転送中のサーバマシンの処理を終了する。
以上の手順により本発明の第５の実施形態を実現することができる。
【０１９４】
【他の実施形態】
なお、上記実施形態では、ネットワークプリンタを例として説明したが、ネットワークプ
リンタに限らず、プリントサーバにローカル接続されたプリンタなどのように、プリント
サーバからデータを送信、ステータス情報を取得できるプリンタであれば、任意のプリン
タを用いることができる。
【０１９５】
また、仮想プリントサーバシステムのようにジョブ情報のスプールだけの場合でも、さら
に、ネットワークプリンタ内部にプリントサーバ機能がある場合でも、本発明を適用する
ことができる。
【０１９６】
上記各実施形態によれば、複数のクライアントから複数のジョブを任意のタイミング印刷
しても、プリンタから、指定された順にまとめて、印刷することを可能にする。また、ま
とめて印刷したジョブがすべて印刷されたことを各ジョブを印刷したクライアントＰＣで
確認することが可能になる。さらに、まとめて印刷されるべきジョブの印刷が確認できな
い場合に、印刷先のプリンタを変更して、複数のジョブをまとめて印刷することを可能に
する。
【０１９７】
以下、図２０に示すメモリマップを参照して本発明に係る情報処理装置を適用可能な印刷
システムで読み出し可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０１９８】
図２０は、本発明に係る情報処理装置を適用可能な印刷システムで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憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０１９９】
なお、特に図示しないが、記憶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。
【０２００】
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、
各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストールす
るプログラム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。
【０２０１】
本実施形態における図１０～図１５、図２２、図２３、図２５～図２９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等の記憶媒体により
、あるいはネットワークを介して外部の記憶媒体から、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。
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【０２０２】
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。
【０２０３】
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な
る。
【０２０４】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、Ｄ
ＶＤ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等を用いることがで
きる。
【０２０５】
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。
【０２０６】
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。
【０２０７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数のクライアントから印刷要求された複数の印
刷ジョブを、グループ化すべきすべての印刷ジョブの準備ができてから印刷制御を行うた
め、通常の印刷ジョブが混在してプリントサーバにスプールされても、同じプリンタに対
して、グループ印刷ジョブ内に通常の印刷ジョブが混在することなく印刷制御することが
可能となる。
【０２０８】
また、クライアントに印刷ジョブをスプールさせることによりネットワーク及びプリント
サーバの負荷が減り、かつ、クライアントにスプールされている印刷ジョブとプリントサ
ーバにスプールされている印刷ジョブとをグループ化でき、印刷順に従って印刷ジョブを
順次送信制御することが可能となる。
【０２０９】
また、プリンタからは印刷ジョブごとの印刷確認しか取得できなくとも、印刷終了された
印刷ジョブが、まとめて印刷、排紙されたことを確認し、各印刷ジョブのクライアントに
まとめて印刷されたことを通知することが可能となる。
また、印刷されたジョブが、プリンタにエラーにより印刷できない場合に、指定される別
のプリンタにまとめて印刷先を変更することが可能となる。
【０２１０】
また、排紙面が異なるプリンタに印刷先が変更された場合にも、プリンタは受信された順
序で印刷ジョブの処理を行うことにより、グルーピングジョブとして正しい印刷順序を保
った印刷制御を行うことが可能となる。
【０２１１】
従って、印刷順とは異なる順序で作成させる印刷ジョブを順次受信しても、指定された順
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序に自在に編成して、ユーザが意図する順序で印刷ジョブを同一の印刷装置から連続して
印刷処理させることができ、かつ、当該印刷装置の印刷処理中における障害に対しても柔
軟に対処することができ、印刷装置の印刷ジョブの処理順序態様を拡張して、印刷装置の
印刷機能処理を格段に向上させることができる等の優れた効果を奏する。
【０２１２】
また、管理サーバで既に管理されているグループ印刷ジョブに対して、印刷すべき印刷ジ
ョブをグループ化させることが可能となる。
また、クライアントにおける印刷要求時に、複数のクライアントからの印刷ジョブをグル
ープ化して印刷させる新規のグルーピングジョブの指定をユーザに行わせることが可能と
なる。
【０２１３】
また、管理サーバで既に管理されているグループ印刷ジョブに印刷ジョブを含ませる場合
に、グラフィカルユーザインタフェースを用いてユーザは容易にグループ名や印刷順を指
定することが可能となる。
【０２１４】
また、スプールされた処理未完了ジョブがある状態でシャットダウン処理が行われた場合
であっても、転送可能なジョブは他のマシンに転送して処理を継続するため、より信頼性
の高い印刷制御が可能になる。
【０２１５】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用可能な情報処理システムの構成を説明するブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態を示す情報処理装置の構成を説明するブロック図である。
【図３】図２に示したＲＡＭのメモリマップの一例を示す図である。
【図４】図２に示したＦＤのメモリマップの一例を示す図である。
【図５】図２に示したＦＤドライブに対して挿入されるＦＤとの関係を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態を示す情報処理装置のプリント制御モジュール構成を説明
するブロック図である。
【図７】図６に示したクライアントとサーバとで共通となるジョブ情報のデータ構造の一
例を示す図である。
【図８】図６に示したクライアントマシンで管理されるグループ指定情報の一例を示す図
である。
【図９】本発明の処理を簡単に示すシーケンス図である。
【図１０】本発明に係る情報処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１１】本発明に係る情報処理装置における第２のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１２】本発明に係る情報処理装置における第３のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１３】本発明に係る情報処理装置における第４データ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本発明に係る情報処理装置における第５のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１５】本発明に係る情報処理装置における第６のデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１６】図６に示したサーバマシンにより作成されるグループ印刷情報のデータ構造の
一例を示す図である。
【図１７】クライアント内のモジュールにより提供されるグループ印刷を指定するための
ダイアログボックス画面の一例である。
【図１８】プリントサーバで管理されるグループジョブ管理テーブルに応じて、クライア
ントで表示されるグラフィカルユーザインタフェース画面の一例である。
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【図１９】プリンタドライバにより提供される印刷設定を行うためのグラフィカルユーザ
インタフェース画面の一例である。
【図２０】本発明に係る情報処理装置を適用可能な印刷システムで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憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【図２１】本発明の第４実施形態における全体処理を説明するシーケンス図である。
【図２２】図２１における、マシン１の処理を示すフローチャートである。
【図２３】図２１における、マシン２の処理を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の第５実施形態における全体処理を説明するシーケンス図である。
【図２５】図２４におけるクライアントマシン１の処理を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の第５実施形態において、サーバマシンが転送先を決定する手順を示す
フローチャートである。
【図２７】図２５におけるジョブ転送処理を詳細に示すフローチャートである。
【図２８】図２４におけるクライアントマシン２の処理を示すフローチャートである。
【図２９】本発明の第５実施形態において、サーバマシンが転送中のジョブのジョブ情報
とグループ情報を更新する処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０５　プリンタ
１０６　ネットワーク
６００　クライアント
６０１　アプリケーション
６０２　グラフィックエンジン
６０３　プリンタドライバ
６０４　システムスプーラ
６０５　クライアントマネージャ
６０６　クライアントスプーラ
６１０　プリントサーバ
６１１　サーバマネージャ
６１２　サーバスプーラ
６１３　ジョブ管理テーブル
６１５　印刷キュー
６１６　グループジョブ管理テーブル
６５０　プリンタ
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