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(57)【要約】
【課題】プリンタドライバのインストールの工数及び時
間を減少させ、プリンタドライバの記憶容量を減少させ
、印刷時に不具合が発生しないようにする。
【解決手段】画像形成装置１０では、受信部１７で受信
した元画像データＤ１が印刷可能かを印刷可否判定部１
４で判定し、印刷不能の場合に、元画像データＤ１を転
送部１６で転送し、印刷用画像データＤ２を印刷部１５
で印刷処理し、画像データ変換用情報処理装置２０では
、画像データ受信部２９で元画像データＤ１を受信する
と、画像データ出力側情報処理装置４０に表示情報を送
信して使用者に印刷条件を入力させ、画像データ出力側
情報処理装置４０からその印刷条件を受信し、その印刷
条件に基づいて元画像データＤ１のデータ形式を印刷可
能な印刷用画像データＤ２に変換部２５で変換し、印刷
用画像データＤ２を印刷用画像データ送信部２８で送信
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを送信する画像データ出力側情報処理装置と、前記画像データを印刷可能な
印刷用画像データに変換する少なくとも１つの画像データ変換用情報処理装置と、前記印
刷用画像データを印刷処理する画像形成装置とが通信接続された画像形成システムであっ
て、
　前記画像データ出力側情報処理装置は、
　前記画像形成装置に前記画像データを送信する画像データ送信部と、
　前記画像データ変換用情報処理装置から印刷条件設定画面を表示するための表示情報を
受信する画面表示情報受信部と、
　前記表示情報に基づいて前記印刷条件設定画面を表示する表示部と、
　印刷条件を入力する操作部と、
　前記画像データ変換用情報処理装置に前記印刷条件を送信する印刷条件送信部と
を備え、
　前記画像形成装置は、
　前記画像データ又は前記印刷用画像データを受信する受信部と、
　前記画像データが印刷可能か否かを判定する印刷可否判定部と、
　前記印刷可否判定部で前記画像データが印刷可能ではないと判定された場合に、前記画
像データを前記画像データ変換用情報処理装置に転送する転送部と、
　前記印刷用画像データを印刷処理する印刷部と
を備え、
　前記画像データ変換用情報処理装置は、
　前記画像データ出力側情報処理装置に前記表示情報を送信する画面表示情報送信部と、
　前記画像データ出力側情報処理装置から前記印刷条件を受信する印刷条件受信部と、
　前記画像形成装置から前記画像データを受信する画像データ受信部と、
　受信した前記画像データを前記印刷用画像データに変換する変換部と、
　変換された前記印刷用画像データを前記画像形成装置に送信する印刷用画像データ送信
部と
　を備えることを特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　前記画像データ出力側情報処理装置において、
　前記画面表示情報受信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ変換用情報処理
装置から前記表示情報を受信し、
　前記印刷条件送信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ変換用情報処理装置
に前記印刷条件を送信し、
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　前記画面表示情報送信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ出力側情報処理
装置に前記表示情報を送信し、
　前記印刷条件受信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ出力側情報処理装置
から前記印刷条件を受信し、
　前記画像形成装置において、
　前記転送部は、前記画像データ変換用情報処理装置からの前記表示情報を画像データ出
力側情報処理装置に転送すると共に、前記画像データ出力側情報処理装置からの前記印刷
条件を前記画像データ変換用情報処理装置に転送する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項３】
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　前記画像データを前記印刷用画像データに変換可能か否かを判定する変換可否判定部と
、
　前記変換可否判定部で前記画像データが前記印刷用画像データに変換可能でないと判定
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された場合に、エラー情報を前記画像データ出力側情報処理装置に送信するエラー情報送
信部と
　を備え、
　前記画像データ出力側情報処理装置において、
　前記画像データ変換用情報処理装置から前記エラー情報を受信するエラー情報受信部
　を備え、
　前記表示部は、前記エラー情報を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項４】
　前記画像データ出力側情報処理装置において、
　前記エラー情報受信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ変換用情報処理装
置から前記エラー情報を受信し、
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　前記エラー情報送信部は、前記画像形成装置を介して前記画像データ出力側情報処理装
置に前記エラー情報を送信し、
　前記画像形成装置において、
　前記転送部は、前記画像データ変換用情報処理装置からの前記エラー情報を画像データ
出力側情報処理装置に転送する
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像形成システム。
【請求項５】
　前記画像形成装置において、
　複数の前記画像データ変換用情報処理装置のうちから、前記画像データを前記印刷用画
像データに変換可能な画像データ変換用情報処理装置を判定する情報処理装置変換可否判
定部を備え、
　前記転送部は、前記情報処理装置変換可否判定部で前記画像データを前記印刷用画像デ
ータに変換可能と判定された前記画像データ変換用情報処理装置に前記画像データを転送
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項６】
　前記画像形成装置において、
　前記情報処理装置変換可否判定部は、前記画像データのデータ形式に基づいて、前記画
像データを前記印刷用画像データに変換可能な画像データ変換用情報処理装置を判定する
　ことを特徴とする請求項５に記載の画像形成システム。
【請求項７】
　前記画像形成装置において、
　前記情報処理装置変換可否判定部で何れの画像データ変換用情報処理装置でも前記画像
データを前記印刷用画像データに変換可能できないと判定された場合に、エラー情報を画
像データ出力側情報処理装置に送信するエラー情報送信部を備え、
　前記画像データ出力側情報処理装置において、
　前記画像データ変換用情報処理装置から前記エラー情報を受信するエラー情報受信部を
備え、
　前記表示部は、前記エラー情報を表示する
　ことを特徴とする請求項５に記載の画像形成システム。
【請求項８】
　前記画像データ変換用情報処理装置と前記画像形成装置とが通信回線網で接続されてお
り、
　前記画像形成装置において、
　少なくとも前記通信回線網上の前記画像形成装置の位置を示す第２のアドレス及び前記
画像データ変換用情報処理装置の位置を示す第３のアドレスを格納する第２のアドレス記
憶部を備え、
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　前記転送部は、前記画像データを前記画像データ変換用情報処理装置に転送する際、少
なくとも前記第２のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記画像データを出力し、
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　少なくとも前記第２のアドレス及び前記第３のアドレスを記憶する第３のアドレス記憶
部を備え、
　前記印刷用画像データ送信部は、前記印刷用画像データを前記画像形成装置に送信する
際、前記第２のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記印刷用画像データを出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項９】
　前記画像データ変換用情報処理装置と前記画像データ出力側情報処理装置とが通信回線
網で接続されており、
前記画像データ出力側情報処理装置において、
　少なくとも前記通信回線網上の前記画像データ出力側情報処理装置の位置を示す第１の
アドレス及び前記画像データ変換用情報処理装置の位置を示す第３のアドレスを格納する
第１のアドレス記憶部を備え、
　前記印刷条件送信部は、前記印刷条件を前記画像データ変換用情報処理装置に送信する
際、前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記印刷条件を出力し、
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　少なくとも前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスを格納する第３のアドレス記憶
部を備え、
　前記画面表示情報送信部は、前記表示情報を前記画像データ出力側情報処理装置に送信
する際、前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記表示情報を出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項１０】
　前記画像データ変換用情報処理装置と前記画像データ出力側情報処理装置とが通信回線
網で接続されており、
　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　少なくとも前記通信回線網上の前記画像データ出力側情報処理装置の位置を示す第１の
アドレス及び前記画像データ変換用情報処理装置の位置を示す第３のアドレスを格納する
第３のアドレス記憶部を備え、
　前記エラー情報送信部は、前記エラー情報を前記画像データ出力側情報処理装置に送信
する際、前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記エラー情報を出力する
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像形成システム。
【請求項１１】
　前記画像データ変換用情報処理装置と前記画像データ出力側情報処理装置と前記画像形
成装置とが通信回線網で接続されており、
　前記画像データ出力側情報処理装置において、
　少なくとも前記通信回線網上の前記画像データ出力側情報処理装置の位置を示す第１の
アドレスと、前記画像形成装置の位置を示す第２のアドレスと、前記画像データ変換用情
報処理装置の位置を示す第３のアドレスとを格納する第１のアドレス記憶部を備え、
　前記画像データ送信部は、前記画像データを前記画像形成装置に送信する際、前記第１
のアドレス及び前記第２のアドレスと共に前記画像データを出力し、
　前記印刷条件送信部は、前記印刷条件を前記画像データ変換用情報処理装置に送信する
際、前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記印刷条件を出力し、
　前記画像形成装置において、
　少なくとも前記第１のアドレスと前記第２のアドレスと前記第３のアドレスとを格納す
る第２のアドレス記憶部を備え、
　前記転送部は、前記画像データを前記画像データ変換用情報処理装置に転送する際、前
記第１のアドレスと前記第２のアドレスと前記第３のアドレスと共に前記画像データを出
力し、
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　前記画像データ変換用情報処理装置において、
　少なくとも前記第１のアドレスと前記第２のアドレスと前記第３のアドレスを格納する
第３のアドレス記憶部を備え、
　前記印刷用画像データ送信部は、前記印刷用画像データを前記画像形成装置に送信する
際、前記第２のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記印刷用画像データを出力し、
　前記画面表示情報送信部は、前記表示情報を前記画像データ出力側情報処理装置に送信
する際、前記第１のアドレス及び前記第３のアドレスと共に前記表示情報を出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複写機、プリンター、ファクシミリ等の画像形成装置と、その画像形成装
置に画像データを送出するパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の情報処理装置とを通信回
線網等により接続した画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画像データを作成又は外部から入力させて出力する情報処理装置（以下、画
像データ出力側情報処理装置とも記載）と、その画像データを受信して印刷するプリンタ
等の画像形成装置との間を、例えばＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）又はインター
ネット等の通信回線網で通信接続した画像形成システムが知られている。
【０００３】
　その画像データ出力側情報処理装置から画像形成装置に画像データを送信して印刷出力
させる場合には、画像データ出力側情報処理装置に元の画像データをその画像形成装置で
印刷可能な印刷用画像データに変換できるプリンタドライバをインストールし、画像デー
タ出力側情報処理装置で元の画像データをプリンタドライバで印刷用画像データに変換し
て画像形成装置に送信する。
【０００４】
　又、通信回線網に接続されて画像形成装置を利用する画像データ出力側情報処理装置は
１台とは限らず、例えば多くの画像データ出力側情報処理装置で１台の画像形成装置を共
用する場合には、各画像データ出力側情報処理装置に個別にプリンタドライバをインスト
ールしていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１２７２１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、各画像データ出力側情報処理装置に個別にプリンタドライバをインスト
ールする処理は煩雑であり、しかも、通信回線網に接続されて使用される画像形成装置は
１台とは限らない。例えば、機能が異なる複数の画像形成装置から選択して使用される場
合があり、又、機能が向上した新モデルや他メーカーの画像形成装置と入れ替えられる場
合がある。
【０００７】
　つまり、従来技術では、使用可能な画像形成装置が増加したり入れ替えられる毎に、そ
の画像形成装置に対応するプリンタドライバを、各々の画像データ出力側情報処理装置に
インストールしなければならない。その場合、個々の画像データ出力側情報処理装置にプ
リンタドライバをインストールする作業の工数及び時間はそれほど多くはないと考えられ
るが、例えば画像データ出力側情報処理装置の数が多い場合には、画像形成システム全体
で考ると、インストールに必要な作業の工数及び時間は多くなってしまうという問題があ
る。
【０００８】
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　又、個々の画像データ出力側情報処理装置としても、例えば選択して使用可能な複数の
画像形成装置の全てに対応するプリンタドライバを画像データ出力側情報処理装置内の記
憶部にインストールする場合、そのインストールに必要な作業の工数及び時間は多くなり
、それらのプリンタドライバを格納するために記憶部の記憶容量が多く必要になるという
問題がある。
【０００９】
　この問題を解決するために、画像形成装置が印刷できない形式のデータを通信回線網を
介して他の情報処理装置に転送して印刷可能なデータ形式に変換し、変換されたデータを
印刷する方法が考えられる。しかし、画像データのデータ形式を変換した場合には、印刷
条件が変わる場合があり、単純に他の情報処理装置で変換された画像データでは、画像形
成装置で印刷する場合に不具合が発生することがあった。
【００１０】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであって、画像形成システム全
体としてプリンタドライバのインストールに要する作業の工数及び時間を減少させ、画像
データ出力側情報処理装置に記憶させる画像形成装置用のプリンタドライバの占有する記
憶容量を減少させることができ、印刷時に不具合が発生しない画像形成システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記した目的を達成するため、本発明の画像形成システムは、画像データを送信する画
像データ出力側情報処理装置と、画像データを印刷可能な印刷用画像データに変換する少
なくとも１つの画像データ変換用情報処理装置と、印刷用画像データを印刷処理する画像
形成装置とが通信接続された画像形成システムであって、画像データ出力側情報処理装置
は、画像形成装置に画像データを送信する画像データ送信部と、画像データ変換用情報処
理装置から印刷条件設定画面を表示するための表示情報を受信する画面表示情報受信部と
、表示情報に基づいて印刷条件設定画面を表示する表示部と、印刷条件を入力する操作部
と、画像データ変換用情報処理装置に印刷条件を送信する印刷条件送信部とを備え、画像
形成装置は、画像データ又は印刷用画像データを受信する受信部と、画像データが印刷可
能か否かを判定する印刷可否判定部と、印刷可否判定部で画像データが印刷可能ではない
と判定された場合に、画像データを画像データ変換用情報処理装置に転送する転送部と、
印刷用画像データを印刷処理する印刷部とを備え、画像データ変換用情報処理装置は、画
像データ出力側情報処理装置に表示情報を送信する画面表示情報送信部と、画像データ出
力側情報処理装置から印刷条件を受信する印刷条件受信部と、画像形成装置から画像デー
タを受信する画像データ受信部と、受信した画像データを印刷用画像データに変換する変
換部と、変換された印刷用画像データを画像形成装置に送信する印刷用画像データ送信部
とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の画像形成システムでは、画像形成装置で、受信した画像データが印刷可能か否
かを判定して、画像データが印刷不能の場合には、画像データを画像データ変換用情報処
理装置に転送し、画像データ変換用情報処理装置では、画像データ出力側情報処理装置に
表示情報を送信して使用者に印刷条件を入力させ、画像データ出力側情報処理装置からそ
の印刷条件を受信し、その印刷条件に基づいて画像形成装置から受信した画像データを画
像形成装置で印刷可能な印刷用画像データに変換して画像形成装置に送信するようにした
ので、画像形成システム全体としてプリンタドライバのインストールに要する作業の工数
及び時間を減少させることができ、又、画像データ出力側情報処理装置に記憶させる画像
形成装置用のプリンタドライバの占有する記憶容量を減少させることができ、印刷時に不
具合が発生しない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明に係る第１の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である。
　図１に示した本実施の形態の画像形成システムは、インターネットあるいはＬＡＮ等の
通信回線網６０に接続された画像形成装置１０と、通信回線網６０に接続された画像デー
タ変換用情報処理装置２０と、画像形成装置１０と接続された画像データ出力側情報処理
装置４０とを有する。画像形成装置１０と画像データ出力側情報処理装置４０とは、通信
回線網６０により通信接続されても、直接にケーブルで通信接続されてもよいが、本実施
の形態では、通信回線網６０により通信接続される場合を説明する。
【００１４】
　画像形成装置１０は、例えば、複写機、プリンター、ファクシミリ等の画像形成装置で
あり、その画像形成装置に画像データを送出するために通信回線網又は直接接続用の接続
ケーブル等により通信接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の画像データ変換用
情報処理装置２０から受信した印刷可能なデータを印刷処理して出力する装置である。尚
、ここでの印刷可能なデータとは、元画像データＤ１が画像形成装置１０で印刷可能なデ
ータであれば、そのデータも含む。
【００１５】
　画像形成装置１０中では、ＣＰＵ（中央演算装置）１１は、予め記憶されたプログラム
に基づいて入力内容や記憶内容から各種の演算処理や判定処理を実施すると共に、その演
算結果や判定結果に従い画像形成装置１０の各部を制御する。
【００１６】
　ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）１２は、揮発性の高速大容量記憶部であり、スキャ
ナ、携帯電話、ＰＤＡ、画像データ出力側情報処理装置等の画像データ出力側情報処理装
置４０から送信された元画像データＤ１（例えば圧縮された画像データやテキストデータ
等）、及び、元画像データＤ１を後述する画像データ変換用情報処理装置２０で画像形成
装置１０が解釈して印刷することができる形式に変換された印刷用画像データＤ２（例え
ばページ記述言語で記載されたデータやビットマップ等）を一時的に記憶すると共に、例
えば、通信回線網６０における画像データ出力側情報処理装置４０の位置を示す第１のア
ドレスＡ４０の位置が記憶されるアドレス記憶部として機能する。
【００１７】
　ＲＯＭ（リードオンリーメモリ）１３は、例えば書き換え可能フラッシュロムで構成さ
れる不揮発性の記憶部であり、画像形成装置１０の動作プログラムと後述の印刷可能拡張
子テーブルＴ２を格納し、例えば、通信回線網６０における画像形成装置１０の位置を示
す第２のアドレスＡ１０及び画像データ変換用情報処理装置２０の位置を示す第３のアド
レスＡ２０が記憶されるアドレス記憶部として機能する。
【００１８】
　印刷可否判定部１４は、受信したデータの印刷可否を判定する部位であり、例えば、元
画像データＤ１が印刷可能か否かを判定する。印刷部１５は、例えば、記録媒体に印刷を
行う画像形成部としてのプリンタエンジンを含み、印刷用画像データＤ２を印刷処理する
。
【００１９】
　転送部１６は、元画像データＤ１を画像データ変換用情報処理装置２０に転送する部位
であり、例えば、印刷可否判定部１４で元画像データＤ１が印刷不能であると判定された
場合に、元画像データＤ１を画像データ変換用情報処理装置２０に転送する。又、転送部
１６は、元画像データＤ１を転送する際に、第１のアドレスＡ４０、第２のアドレスＡ１
０及び第３のアドレスＡ２０と共に出力する。受信部１７は、元画像データＤ１と印刷用
画像データＤ２を受信する部位であり、例えば、元画像データＤ１又は印刷用画像データ
Ｄ２を受信する。ネットワークＩＦ（インターフェース）１８は、ネットワーク６０に接
続された機器とデータの送受信を行う部位である。
【００２０】
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　画像データ変換用情報処理装置２０は、画像形成装置１０が受信した元画像データＤ１
を印刷できない場合には、画像形成装置１０から元画像データＤ１を受信して、そのデー
タ形式を画像形成装置１０で印刷可能な印刷用画像データＤ２に変換して画像形成装置１
０に送出する装置である。
【００２１】
　画像データ変換用情報処理装置２０中では、ＣＰＵ（中央演算装置）２１は、予め記憶
されたプログラムに基づいて入力内容や記憶内容から各種の演算処理や判定処理を実施す
ると共に、その演算結果や判定結果に従い画像データ変換用情報処理装置２０の各部を制
御する。
【００２２】
　ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２２は、揮発性の高速大容量記憶部であり、画像形
成装置１０から送信された元画像データＤ１、及び、元画像データＤ１が画像形成装置１
０で印刷できる形式に変換された印刷用画像データＤ２を一時的に記憶すると共に、例え
ば、通信回線網６０における画像形成装置１０の位置を示す第２のアドレスＡ１０及び画
像データ出力側情報処理装置４０の位置を示す第１のアドレスＡ４０が記憶されるアドレ
ス記憶部として機能する。
【００２３】
　ＨＤＤ２３は、プログラム、元画像データＤ１と印刷用画像データＤ２等が記録される
部位であり、例えば、印刷用画像データＤ２による印刷の印刷条件設定画面を記憶する設
定画面記憶部として機能する。又、ＨＤＤ２３は、変換可否判定部２４が元画像データＤ
１を画像形成装置１０で印刷可能なデータに変換可能でないと判定した場合のエラー情報
Ｅ１の表示画面を記憶するエラー情報画面記憶部としても機能する。又、ＨＤＤ２３は、
少なくとも通信回線網６０における第１のアドレスＡ４０、第２のアドレスＡ１０及び第
３のアドレスＡ２０を記憶するアドレス記憶部としても機能する。又、ＨＤＤ２３は、変
換可否判定部２４で元画像データＤ１が画像形成装置１０で印刷可能な印刷用画像データ
Ｄ２に変換可能か否かを判定するための変換判定テーブルＴ１も記憶する。又、ＨＤＤ２
３は、例えば、ワードプロセッサー、表計算等のアプリケーションプログラムを、ファイ
ルデータ１０２の拡張子に対応して元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換する
変換プログラムとして格納する。又、ＨＤＤ２３は、元画像データＤ１を画像形成装置１
０で印刷出力が可能な印刷用画像データＤ２に変換して画像形成装置１０に送信するプリ
ンタドライバを格納する。
【００２４】
　変換可否判定部２４は、元画像データＤ１が画像形成装置１０で印刷可能な印刷用画像
データＤ２に変換可能か否かを、ＨＤＤ２３に記憶された変換判定テーブルＴ１を用いて
判定する部位である。変換部２５は、元画像データＤ１が印刷用画像データＤ２に変換可
能な場合に変換する部位であり、例えば、データ受信部２９で受信した元画像データＤ１
を、変換可否判定部２４が変換可能と判定した場合に、その元画像データＤ１に対応する
変換プログラムとプリンタドライバをＨＤＤ２３から読み出し、印刷条件Ｓ２に基づいて
、画像形成装置１０で印刷可能な印刷用画像データＤ２に変換する。
【００２５】
　画面表示情報送信部２６は、印刷条件設定画面２００を表示するための表示情報Ｓ１を
画像データ出力側情報処理装置４０に送信する部位であり、例えば、変換可否判定部２４
が元画像データＤ１を変換可能と判定した場合に、印刷条件設定画面を表示情報Ｓ１とし
て画像データ出力側情報処理装置４０に送信する。画面表示情報送信部２６は、表示情報
Ｓ１を画像データ出力側情報処理装置４０に送信する際に、第１のアドレスＡ４０及び第
３のアドレスＡ２０と共に出力する。
【００２６】
　印刷条件受信部２７は、画像データ出力側情報処理装置４０から送信される印刷条件Ｓ
２を受信する部位である。印刷用画像データ送信部２８は、画像形成装置１０に印刷用画
像データＤ２を送信する部位であり、例えば、変換可否判定部２４が元画像データＤ１を
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変換可能と判定した場合に、変換された印刷用画像データＤ２を画像形成装置１０に送信
する。印刷用画像データ送信部２８は、印刷用画像データＤ２を画像形成装置１０に送信
する際に、第２のアドレスＡ１０及び第３のアドレスＡ２０と共に出力する。
【００２７】
　データ受信部２９は、画像形成装置１０から元画像データＤ１を受信する部位である。
ネットワークＩＦ３０は、ネットワーク６０に接続された機器とデータの送受信を行う部
位である。エラー情報送信部３１は、エラー情報Ｅ１、より具体的にはエラー情報の表示
画面を画像データ出力側情報処理装置４０に送信する部位である。エラー情報送信部３１
は、エラー情報Ｅ１の表示画面を画像データ出力側情報処理装置４０に送信する際に、第
１のアドレスＡ４０及び第３のアドレスＡ２０と共に出力する。
【００２８】
　画像データ出力側情報処理装置４０中では、ＣＰＵ（中央演算装置）４１は、予め記憶
されたプログラムに基づいて入力内容や記憶内容から各種の演算処理や判定処理を実施す
ると共に、その演算結果や判定結果に従い画像データ出力側情報処理装置４０の各部を制
御する。
【００２９】
　ＲＡＭ４２は、（ランダムアクセスメモリ）１２は、揮発性の高速大容量記憶部であり
、画像データ出力側情報処理装置４０から送信される元画像データＤ１を一時的に記憶す
ると共に、例えば、通信回線網６０における画像形成装置１０の位置を示す第２のアドレ
スＡ１０及び画像データ変換用情報処理装置２０の位置を示す第３のアドレスＡ２０が記
憶されるアドレス記憶部として機能する。
【００３０】
　ＨＤＤ４３は、プログラム、元画像データＤ１等が記録される部位である。又、ＨＤＤ
４３は、少なくとも通信回線網６０における第１のアドレスＡ４０、及び、第２のアドレ
スＡ１０を記憶するアドレス記憶部としても機能する。
【００３１】
　表示部４４は、例えば、プラズマディスプレイやＬＥＤ（液晶ディスプレイ）又は蛍光
表示管等の画像や文字を表示可能な平面型表示装置であり、送信されてくる表示情報Ｓ１
に基づいて印刷条件設定画面を表示させると共に、エラー情報Ｅ１の表示画面を表示させ
ることができる。操作部４５は、例えば、マウス、キーボード等のような使用者からの命
令や指示が入力可能な装置であり、表示部４４に印刷条件設定画面が表示された場合に、
その印刷条件設定画面に使用者の希望する設定内容（入力内容や選択内容）を入力させる
装置である。又、表示部４４にエラー情報Ｅ１の表示画面が表示された場合には、その後
の処理内容を入力させることができる。
【００３２】
　印刷条件送信部４６は、画像データ変換用情報処理装置２０に対し印刷条件Ｓ２を送信
する。画面表示情報受信部４７は、画像データ変換用情報処理装置２０から印刷条件設定
画面２００を表示するための表示情報Ｓ１を受信する。
【００３３】
　データ送信部４８は、元画像データＤ１を画像形成装置１０に送信し、その際に、第１
のアドレスＡ４０及び第２のアドレスＡ１０と共に出力する。エラー情報受信部４９は、
画像データ変換用情報処理装置２０からエラー情報Ｅ１を受信する。ネットワークＩＦ５
０は、ネットワーク６０に接続された機器とデータの送受信を行う。
【００３４】
　ネットワーク６０は、画像データ出力側情報処理装置４０と画像形成装置１０と画像デ
ータ変換用情報処理装置２０を接続する。通常ネットワーク６０には複数の画像形成装置
１０、情報処理装置が接続されているが、木実施の形態では、ネットワーク６０に画像形
成装置１０と情報処理装置がそれぞれ１つずつ（１対１に）接続されているものとして説
明する。
【００３５】
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　図２（ａ）は、ネットワーク６０上で送受信されるデータパケットのデータ構造を示す
図である。
　ネットワーク６０上で送受信されるデータパケット１００は、例えば、元画像データＤ
１及び印刷用画像データＤ２等のファイルデータ１０２を送信する際に、ネットワーク６
０で送受信可能な形態として用いられるものである。例えば、ネットワーク６０がインタ
ーネットである場合なら、インターネットで送信可能なデータ長のファイルデータ１０２
の先頭に、送信先ＩＰアドレス及び送信元ＩＰアドレスの情報を含んだヘッダ１０１が、
ファイルデータ１０２の先頭に追加されることで、データパケット１００が形成される。
【００３６】
　図２（ａ）のデータパケット１００の構造では、最大データ長は規定されている。例え
ば、画像データ変換用情報処理装置２０で設定される最大のファイルデータのデータ長が
１０２８バイトで、図２（ａ）のファイルデータ１０２が２０００バイトである場合とす
る。その場合、ファイルデータ１０２は２つに分割され、図２（ｂ）に示すように、デー
タパケットＰ１（１００ａ）とデータパケットＰ２（１００ｂ）に分けて送信される。
　データパケットＰ１（１００ａ）には、パケットＰ１（１００ａ）のヘッダ１０１ａと
、ファイル情報１０２ａ１と、ファイルデータの先頭側データ１０２ａ２（アドレス００
０～９９９の１０００バイト分）が格納される。データパケットＰ２（１００ｂ）には、
パケットＰ２（１００ｂ）のヘッダ１０１ｂと、ファイルデータの後ろ側データ１０２ｂ
（アドレス１０００～１９９９の１０００バイト分）を格納し、ファイル情報は格納され
ない。
【００３７】
　図２（ｃ）は、図２（ａ）のデータパケット１００における本実施の形態のヘッダ１０
１のデータ構造をさらに詳しく示す図表である。
　図２（ｃ）のヘッダ１０１のアドレス欄１１０（１６進数）において、図２（ｃ）の最
初の行１１１のアドレス００Ｈには、その内容１２０として、ヘッダ長１２１の情報が格
納される。例えば、本実施の形態のヘッダはアドレスが００Ｈ～０ＣＨまでであるので、
ヘッダ長の情報１２１としては、ヘッダの最後のアドレス０ＣＨが格納される。以下、同
様にして、図２（ｃ）の次の行１１２のアドレス０１Ｈ～０２Ｈには、その内容１２０と
して、ヘッダ１０１とファイルデータ１０２を合わせたデータパケット１００のパケット
長の情報１２２が格納される。図２（ｃ）のその次の行１１３のアドレス０３Ｈ～０４Ｈ
には、その内容１２０として、ヘッダ１０１のチェックサム値の情報１２３が格納される
。図２（ｃ）のさらに次の行１１４のアドレス０５Ｈ～０８Ｈには、その内容１２０とし
て、今回のファイルデータ１０２を含むデータパケット１００の送信元ＩＰアドレスの情
報１２４が格納される。図２（ｃ）の最後の行１１３のアドレス０９Ｈ～０ＣＨには、そ
の内容１２０として、今回のファイルデータ１０２を含むデータパケット１００の宛先Ｉ
Ｐアドレスの情報１２５が格納される。
【００３８】
　図２（ｄ）は、図２（ａ）のデータパケット１００におけるファイルデータ１０２のデ
ータ構造をさらに詳しく示す図表である。
　図２（ｄ）のファイルデータ１０２のアドレス欄１３０（１６進数）において、図２（
ｄ）の２行目の行１３１から４行目の行１３３までのアドレス００Ｈ～０ＥＨまではファ
イルデータ１０２のファイル情報が格納される。その後の、図２（ｄ）の行１３４のアド
レス０Ｆ０以降には、ファイルデータ１０２の実際のデータが格納される。ファイルデー
タ１０２として、先頭となる図２（ｄ）の２行目の行１３１のアドレス００Ｈ～０７Ｈに
は、その内容１４０としてファイル名１４１が格納される。図２（ｄ）の次の行１３２の
アドレス０８Ｈ～０ＡＨには、その内容１４０として拡張子Ｋ１（１４２）が格納される
。図２（ｄ）のその次の行１３３のアドレス０ＢＨ～０ＥＨには、その内容１４０として
ファイルデータのサイズ１４３が格納される。
【００３９】
　図３（ａ）は、画像データ変換用情報処理装置２０のＨＤＤ２３に格納されて、元画像
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データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換可能であるか否かを判定するための変換判定テ
ーブルＴ１の一例を示す図表である。
　図３（ａ）の変換判定テーブルの拡張子欄１５０の２行目の行１５１の拡張子ｂｍｐ（
ファイル形式が画像ファイルのビットマップ形式であるデータを意味する）に対応する変
換プログラム１６０は、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｖｉｅｗｅｒ１６１である。図３（ａ）の拡張
子欄１５０の次の行１５２の拡張子ｔｉｆ（ファイル形式が画像ファイルのＴＩＦ形式で
あるデータを意味する）に対応する変換プログラム１６０は、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｖｉｅｗ
ｅｒ１６１である。図３（ａ）の拡張子欄１５０のその次の行１５３の拡張子ｊｐｇ（フ
ァイル形式が画像ファイルのＪＰＥＧ形式であるデータを意味する）に対応する変換プロ
グラム１６０は、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｖｉｅｗｅｒ１６１である。図３（ａ）の拡張子欄１
５０の最後の行１５４の拡張子ｔｘｔ（ファイル形式が文字データだけのテキストファイ
ル形式であるデータを意味する）に対応する変換プログラム１６０は、Ｔｅｘｔ　Ｅｄｉ
ｔｏｒ１６２である。
【００４０】
　図３（ｂ）は、画像データ出力側情報処理装置４０のアドレス（ＩＰアドレス）を示す
ファイルデータの一例を示す図である。
　ネットワーク６０上で送受信可能な画像データ出力側情報処理装置４０のアドレス（Ｉ
Ｐアドレス）を示す１９２．１６８．０．４０のファイルデータとして、「ＩＰ＝１９２
．１６８．０．４０」とした。
【００４１】
　図３（ｃ）は、画像形成装置１０で印刷可能なファイル形式の拡張子を印刷可能拡張子
テーブルＴ２の一例を示す図表である。
　図３（ｃ）の拡張子の項１８０には、２行目の行１８１にはＡｄｏｂｅＳｙｓｔｅｍ社
のページ記述言語ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔで生成されたファイルに印刷先のファイルのフォ
ーマットを指定する場合に付けられる拡張子ｐｒｎが格納され、次の行１８２にはＡｄｏ
ｂｅＳｙｓｔｅｍ社のページ記述言語ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔのＩｍａｇｅ　Ｆｉｌｅのフ
ァイル形式であることを指定する拡張子ｐｓが格納され、最後の行１８３にはＨｅｗｌｅ
ｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ社のページ記述言語ＰＣＬで生成されたファイルに印刷先のファイ
ルのフォーマットを指定する場合に付けられる拡張子ｐｃｌが格納される。
【００４２】
　図３（ｄ）は、エラー情報のファイルデータの一例を示す図である。
　元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換可能でない場合に、画像データ出力側
情報処理装置４０に印刷できない旨を通知するエラー情報のファイルデータとして、「Ｅ
ＲＲＯＲ＝印刷できません」とした。
【００４３】
　図４は、画像データ変換用情報処理装置２０に格納されて、画像データ出力側情報処理
装置４０の表示部４４に表示させる印刷条件設定画面２００の一例を示す図である。
　印刷の向きの項目部２０１は、縦向き（Ｒ）か、横向き（Ｌ）か、横向きに回転させる
（Ｅ）かの何れかのボタンから選択される。両面印刷の項目部２０２は、なし（Ｎ）か、
長辺を綴じる（Ｄ）か、短辺を綴じる（Ｔ）かの何れかのボタンから選択される。ページ
の順序の項目部２０３は、順（Ｏ）か、逆（Ｒ）かの何れかのボタンから選択される。シ
ート毎のページ（Ｓ）の項目部２０４は、シート毎に印刷される枚数値が選択される。印
刷向き表示部２０５は、印刷の向きの項目部２０１、両面印刷の項目部２０２、ページの
順序の項目部２０３で選択された内容の印刷方向の概略を、縮小したシートのモデルと印
刷内容で表示させることで、使用者に印刷後のシートの仕上がりをイメージさせる。最後
にＯＫボタン２０６が使用者により選択されると、それまでの選択内容が印刷条件として
確定されて、画像データ出力側情報処理装置４０から画像データ変換用情報処理装置２０
に出力される。
【００４４】
　図５（ａ）は、印刷条件の設定内容の項目とその設定値を示すテーブルを示す図表であ
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る。
　設定内容２１０の項では、２行目のＮｏ１の設定内容２１１が印刷の向きであり、３行
目のＮｏ２の設定内容２１２が両面印刷の設定であり、４行目のＮｏ３の設定内容２１３
が印刷順序の設定内容であり、５行目のＮｏ４の設定内容２１４がシートごとのページの
設定内容である。設定値２２０の項では、２行目のＮｏ１の設定値２２１が０／１／２の
何れかの設定内容であり、３行目のＮｏ２の設定値２２２が０／１／２の何れかの設定内
容であり、４行目のＮｏ３の設定値２２３が０／１の何れかの設定内容であり、５行目の
Ｎｏ４の設定値２２４が０／１／２／４／８の何れかの設定内容である。例えば、図４で
印刷条件設定画面２００中の印刷の向きの設定が、“縦”、“横”、“横向きに回転”の
何れかのとき、各々に対応して、図５（ａ）のＮｏ１の欄の設定値２２０から“０”、“
１”、“２”の何れかが選択される。
【００４５】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）の設定内容の各項目が順番にまとめられた印刷条件Ｓ２のフ
ァイルデータを示す図である。
　図５（ｂ）の印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０は、左の数字から、図５（ａ）に示
したＮｏの順序の通りであり、例えば、図５（ｂ）のファイルデータ２３０では、印刷の
向き２１１の設定内容０、両面印刷２１２の設定内容０、印刷順序２１３の設定内容０、
シートごとのページ２１４の設定内容４を示す。
【００４６】
　本実施の形態の画像形成システムの動作の詳細について説明する。図６は、本実施の形
態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
　画像データ出力側情報処理装置４０で、使用者により操作部４５で元画像データＤ１の
印刷が指定されると、ＣＰＵ４１は、データ送信部４８に対して、ＨＤＤ４３内の元画像
データＤ１をネットワークＩＦ５０経由で画像形成装置１０へ送信するように指示を出力
する。データ送信部４８では、元画像データＤ１の先頭に、図２（ｃ）に示したようにヘ
ッダ長情報１２１、パケット長情報１２２、ヘッダチェックサム１２３、送信元ＩＰアド
レス１２４、宛先ＩＰアドレス１２５を含むヘッダを加えてネットワークＩＦ５０に送出
する。ネットワークＩＦ５０では、元画像データＤ１を、宛先ＩＰアドレス１２５を用い
て画像形成装置１０内の受信部１７に向けて転送する（ＳＴ１）。
【００４７】
　画像形成装置１０内では、ネットワークＩＦ１８は、元画像データＤ１を受信すると、
その元画像データＤ１を受信部１７に転送する。受信部１７は、元画像データＤ１のヘッ
ダから送信元ＩＰアドレス１２４を抜き出し、返信の送信先ＩＰアドレスである画像デー
タ出力側情報処理装置４０のＩＰアドレスＡ４０としてＲＡＭ１２に格納すると共に、受
信した元画像データＤ１をＲＡＭ１２に格納する。その後、印刷可否判定部１４では、元
画像データＤ１のデータファイル形式が画像形成装置１０用の印刷用画像データの形式か
否かを判定する。
【００４８】
　印刷可否判定部１４の判定方法としては、ＲＡＭ１２の元画像データＤ１から、図２（
ｄ）に示したファイルデータ１０２の中から拡張子Ｋ１を抜き出し、図３（ｃ）に示す印
刷可能拡張子テーブルＴ２内に、拡張子Ｋ１と同じ拡張子があるか確認することで元画像
データＤ１がそのままで印刷可能であるか否かを判定する（ＳＴ２）。本実施の形態では
、画像形成装置１０が印刷可能なファイルデータの拡張子は、ｐｒｎ、ｐｓ、ｐｃｌであ
る。
【００４９】
　画像形成装置１０は、同じ拡張子がある場合には、元画像データＤ１は画像形成装置１
０用の印刷用画像データ形式であるので、元画像データＤ１はそのままで印刷可能と判定
する（ＳＴ２：Ｙｅｓ）。画像形成装置１０は、元画像データＤ１が画像形成装置１０用
の印刷用画像データ形式である場合には、元画像データＤ１の内容を印刷する（ＳＴ１０
）。
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【００５０】
　画像形成装置１０は、同じ拡張子が無い場合には、元画像データＤ１は画像形成装置１
０用の印刷用画像データ形式ではないので印刷可能なファイル形式に変換しないと印刷で
きないと判定する（ＳＴ２：Ｎｏ）。画像形成装置１０は、元画像データＤ１が画像形成
装置１０用の印刷用画像データ形式で無い場合には、ＣＰＵ１１が、転送部１６に対して
、図３（ｂ）に示したようなファイルデータにしたＩＰアドレスＡ４０と元画像データＤ
１を、別々のパケットで、画像データ変換用情報処理装置２０にネットワークＩＦ１８を
経由して送信するように指示を出力する（ＳＴ３）。その際に、ＩＰアドレスＡ４０のフ
ァイルデータと元画像データＤ１のバケット送信時のヘッダ内の送信元ＩＰアドレスには
ＩＰアドレスＡ１０を格納し、宛先ＩＰアドレスにはＩＰアドレスＡ２０を格納して、Ｉ
ＰアドレスＡ４０のファイルデータ、元画像データＤ１の順で送信するように指示する。
尚、元画像データＤ１の送信先である画像データ変換用情報処理装置２０のＩＰアドレス
Ａ２０は、予めＲＯＭ１３に格納されている。画像処理装置１０は、画像データ変換用情
報処理装置２０に何らかのデータを送信する場合、ヘッダの宛先ＩＰアドレスとしてＩＰ
アドレスＡ２０を指定する。
【００５１】
　画像データ変換用情報処理装置２０では、内部のネットワークＩＦ３０がＩＰアドレス
Ａ４０と元画像データＤ１のパケットを受信すると、そのＩＰアドレスＡ４０と元画像デ
ータＤ１をデータ受信部２９に転送する。データ受信部２９は、ＩＰアドレスＡ４０と元
画像データＤ１をＨＤＤ２３に格納する。データ受信部２９は、受信したＩＰアドレスＡ
４０を、ＨＤＤ２３内で、図７（ａ）に示したようにネットワーク６０上の画像データ出
力側情報処理装置４０のアドレスが格納される画像データ送信元ＩＰアドレステーブルに
保存する。
【００５２】
　画像データ変換用情報処理装置２０では、ＣＰＵ２１が、ＨＤＤ２３に格納された元画
像データＤ１から、図２（ｄ）に示されたアドレス番号に対応する内容のファイルデータ
の構造に基づいて、アドレス番号から元画像データＤ１の拡張子Ｋ１を読み出し、ＲＡＭ
２２に格納する。変換可否判定部２４は、ＨＤＤ２３に格納されている図３（ａ）に示さ
れた変換判定テーブルＴ１の中に、ＲＡＭ２２内の拡張子Ｋ１と同じ拡張子が有るか確認
することで、元画像データＤ１を画像形成装置１０が印刷可能なファイルデータに変換可
能か否かを判定する（ＳＴ４）。
【００５３】
（画像データ変換用情報処理装置２０で元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換
できる場合の画像形成システムの動作）
　画像データ変換用情報処理装置２０の変換可否判定部２４は、拡張子Ｋ１と同じ拡張子
が変換判定テーブルＴ１中に有る場合には、画像データ変換用情報処理装置２０で元画像
データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できる場合（ＳＴ４：Ｙｅｓ）であると判定し
、以下の処理を行う。
【００５４】
　画像データ変換用情報処理装置２０のＣＰＵ２１は、画面表示情報送信部２６に対して
、画像データ出力側情報処理装置４０の表示部４４に図４に示す印刷条件設定画面２００
を表示させるための画面表示情報Ｓ１を、画像データ出力側情報処理装置４０にネットワ
ークＩＦ３０を経由して送信するように指示を出力する（ＳＴ５）。この時の画面表示情
報Ｓ１のヘッダの宛先ＩＰアドレスには、図７（ａ）に示した画像データ送信元ＩＰアド
レステーブルに格納されているＩＰアドレスＡ４０を指定する。
【００５５】
　画像データ出力側情報処理装置４０のネットワークＩＦ５０は、画像データ変換用情報
処理装置２０から画面表示情報Ｓ１を受信すると、画面表示情報受信部４７に転送する。
画面表示情報受信部４７は、受信した画面表示情報Ｓ１のヘッダ内の送信元ＩＰアドレス
Ａ２０を、図７（ｂ）に示すようなＲＡＭ４２内の画面情報送信元のＩＰアドレステーブ
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ルに格納すると共に、画面表示情報Ｓ１を表示部４４に転送する。そして、表示部４４は
図４に示したような印刷条件設定画面２００を表示させる（ＳＴ６）。
【００５６】
　使用者は、表示部４４に表示された印刷条件設定画面２００を参照しながら、操作部４
５から選択内容や指示内容を入力し、印刷条件を設定する。
　印刷条件は、図５（ａ）に示した項目があり、図４のＯＫボタン２０６が使用者により
押されて設定が終了した時に、ＣＰＵ４１は、その設定内容を図５（ｂ）に示したような
印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０に変換する。
【００５７】
　図４の印刷条件設定画面２００中の印刷の向き２０１の設定が、“縦”、“横”、“横
向きに回転”の何れかであるとき、各々に対応して図５（ａ）のＮｏ１の欄の設定値２２
１の“０”、“１”、“２”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は、その選択内容を図５（
ｂ）の印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０の印刷の向きの設定値として格納する。
【００５８】
　同様に図４の印刷条件設定画面２００中の両面印刷２１２の設定が、“なし”、“長辺
を綴じる”、“短辺を綴じる”の何れかであるとき、各々に対応して、図５（ａ）のＮｏ
２の欄の設定値２２２の“０”、“１”、“２”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は図５
（ｂ）の印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０の両面印刷２１２の設定値として格納する
。
【００５９】
　同様に図４の印刷条件設定画面２００中のページの順序の設定が、“順”、“逆”の何
れかであるとき、各々に対応して、図５（ａ）のＮｏ３の欄の設定値２２３の“０”、“
１”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は、図５（ｂ）の印刷条件Ｓ２のファイルデータ２
３０のページの順序の設定値として格納する。
【００６０】
　同様に図４の印刷条件設定画面２００中のシートごとのページの設定が、“１”、“２
”、“４”、“８”の何れかであるとき、各々に対応して、図５（ａ）のＮｏ４の欄の設
定値２２４の“１”、“２”、“４”、“８”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は、図５
（ｂ）の印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０のシートごとのページの設定値として格納
する。
【００６１】
　以上のようにＣＰＵ４１は、印刷条件設定画面２００での設定を、印刷条件Ｓ２のファ
イルデータ２３０にまとめる。
　使用者が印刷条件Ｓ２を設定後、ＣＰＵ４１は、印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０
を、画像データ変換用情報処理装置２０にネットワークＩＦ５０経由で送信するように、
印刷条件送信部４６に指示を出力する（ＳＴ７）。この時のヘッダの宛先ＩＰアドレスに
は、図７（ｂ）に示した画面情報送信元のＩＰアドレステーブルに格納されたＩＰアドレ
スＡ２０をＲＡＭ４２内から読み出して記載する。
【００６２】
　画像データ変換用情報処理装置２０のネットワークＩＦ３０は、印刷条件Ｓ２のファイ
ルデータ２３０を受信すると、それを印刷条件受信部２７に転送する。印刷条件受信部２
７は、印刷条件Ｓ２のファイルデータ２３０を、ＨＤＤ２３に格納する。ＣＰＵ２１は、
ＨＤＤ２３に格納された元画像データＤ１を読み出して、変換プログラムとプリンタドラ
イバで構成される変換部２５に送る。変換部２５では、格納された印刷条件Ｓ２に応じて
、画像形成装置１０で印刷可能な印刷用画像データＤ２（例えばページ記述言語で転載さ
れたデータやビットマップ等）に変換し、変換後の印刷用画像データＤ２を再びＨＤＤ２
３に格納する（ＳＴ８）。ここで印刷用画像データＤ２の批張子は”ｐｒｎ”とする。
【００６３】
　画像データ変換用情報処理装置２０のＣＰＵ２１は、印刷データ送信部２８に対して、
印刷用画像データＤ２を、ネットワークＩＦ３０経由で画像処理装置１０に送信するよう
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に指示を出力する（ＳＴ９）。この時のヘッダの宛先ＩＰアドレスとしては、ＨＤＤ２３
の図７（ｃ）に示したように印刷用画像データ宛先のＩＰアドレステーブルに予め格納し
た画像形成装置１０のＩＰアドレスＡ１０が指定される。
【００６４】
　画像処理装置１０のネットワークＩＦ１８は、印刷用画像データＤ２を受信すると、そ
れを受信部１７に転送する。受信部１７は、印刷用画像データＤ２を、ＲＡＭ１２に格納
する。その後、印刷可否判定部１４は、印刷用画像データＤ２が画像形成装置１０用の印
刷用画像データ形式か否かを判定する（ＳＴ２）。印刷可否判定部１４は、印刷用画像デ
ータＤ２から、図２（ｄ）に示すファイルデータの拡張子Ｋ１を抜き出し、図３（ｃ）に
示す印刷可能拡張子テーブルＴ１内に、拡張子Ｋ１と同じ拡張子があるか判定する。この
とき、印刷用画像データＤ２の拡張子Ｋ１は“ｐｒｎ”であり、印刷可能拡張子テーブル
Ｔ１内に、同じ批張子があるので、ＳＴ１０に移行する。ＣＰＵ１１は、ページ記述言語
等で記載された印刷用画像データＤ２を、解析及び展開して印刷可能な画像データを作成
し、ＲＡＭ１２に格納する。そしてＣＰＵ１１は、印刷部１５に、ＲＡＭ１２内の画像デ
ータの印刷を実行させるように指示を出力する（ＳＴ１０）。
【００６５】
（元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できない場合の画像形成システムの動
作）
　一方、画像データ変換用情報処理装置２０の変換可否判定部２４は、拡張子Ｋ１と同じ
拡張子が変換判定テーブルＴ１中に無い場合、つまり画像データ変換用情報処理装置２０
で元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できない場合には、元画像データＤ１
を変換可能ではない場合（ＳＴ４：Ｎｏ）であると判定する。変換判定テーブルＴ１に拡
張子Ｋ１と同じ拡張子が無い場合、つまり画像データ変換用情報処理装置２０で元画像デ
ータＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できない場合、以下の処理を行う。するとＣＰＵ
２１は、エラー情報送信部３１に対して、画像データ出力側情報処理装置４０にエラー情
報Ｅ１をネットワークＩＦ３０経由で送信するように指示を出力する（ＳＴ１５）。エラ
ー情報Ｅ１は、図３（ｄ）に示したファイルデータ１９０として送信する。画像データ変
換用情報処理装置２０から何らかのデータを画像データ出力側情報処理装置４０に送信す
る場合、そのデータのヘッダの宛先ＩＰアドレスとして、画像データ送信元ＩＰアドレス
テーブルに格納しているＩＰアドレスＡ４０を指定する。
【００６６】
　画像データ出力側情報処理装置４０のネットワークＩＦ５０は、エラー情報Ｅ１を受信
すると、そのエラー情報Ｅ１をエラー情報受信部４９に転送する。エラー情報受信郵４９
では、表示部４４にエラー情報Ｅ１を転送する。表示部４４では、エラー情報Ｅ１を表示
させる（ＳＴ１６）。このようにして、一連の処理が終了する。
【００６７】
　以上の本実施の形態の画像形成システムの動作の概略的な流れとしては、まず、画像デ
ータ出力側情報処理装置４０が、画像形成装置１０に元画像データＤ１を転送する。画像
形成装置１０では受信した元画像データＤ１が印刷できるか判定して、できない場合には
、画像データ変換用情報処理装置２０に元画像データＤ１を転送して印刷用画像データＤ
２に変換させてから返送させ、その印刷用画像データＤ２を画像形成装置１０で印刷する
。但し、画像データ変換用情報処理装置２０では、元画像データＤ１を変換する際に、そ
れに先立ち、画像データ変換用情報処理装置２０から画像データ出力側情報処理装置４０
に印刷条件設定画面を表示するための画面表示情報Ｓ１を送信し、使用者に画像データ出
力側情報処理装置４０で印刷設定を入力させ、その印刷設定の内容を画像データ出力側情
報処理装置４０から画像データ変換用情報処理装置２０に戻させる。
【００６８】
　又、画像データ変換用情報処理装置２０の変換動作の概略的な流れとしては、例えば、
データ受信部２９で元画像データＤ１を受信すると、変換部２５又はＣＰＵ２１は、ファ
イルデータ１０２のアドレス０８０～０ＡＨの拡張子の格納部分を読み出して判定する。
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受信された元画像データＤ１は、一時的にＲＡＭ２２に格納されてからＨＤＤ２３に格納
される。格納された拡張子が判定された結果、例えば、拡張子Ｋ１（１４２）である場合
、変換部２５は、まずその拡張子Ｋ１（１４２）に対応させて、ＨＤＤ２３から元画像デ
ータＤ１を印刷用画像データＤ２に変換可能である変換プログラムとプリンタドライバを
読み出し、さらに拡張子Ｋ１の元画像データＤ１を読み出す。その後、変換部２５は、変
換プログラムによりプリンタドライバで処理可能な画像データの形式に変換し、その形式
の画像データをプリンタドライバで画像形成装置１０用の印刷用画像データＤ２として出
力する。
【００６９】
　尚、本実施の形態では、画像データ出力側情報処理装置４０と画像処理装置１０との装
置間をネットワーク６０で接続した場合の例を示したが、例えば、画像データ出力側情報
処理装置４０と画像処理装置１０との装置間をＵＳＢ等の直接接続する場合でも、画像処
理装置１０と画像データ変換用情報処理装置２０とがネットワーク６０で接続されていれ
ば同様の動作を行うことができる。
【００７０】
　このように本実施の形態では、従来技術のプリンタドライバのインストール時間が多く
、プリンタドライバが占める記億容量が大きいという問題を改善して、ネットワーク接続
された画像形成システム全体としてプリンタドライバのインストールに要する作業の工数
及び時間を減少させ、画像データ出力側情報処理装置に記憶させる画像形成装置用のプリ
ンタドライバの占有する記憶容量を減少させることができ、印刷時に不具合が発生しない
。
【００７１】
（第２の実施の形態）
　図８は、本発明に係る第２の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である。
　尚、以下の説明において、図１に示した第１の実施の形態と同じ部分の重複する説明に
ついては省略する場合がある。
【００７２】
　本実施の形態の画像形成装置１０では、転送部７０は、画像データ変換用情報処理装置
２０に向けて元画像データＤ１のみでなく印刷条件Ｓ２を転送し、画像データ出力側情報
処理装置４０に向けて画面表示情報Ｓ１とエラー情報Ｅ１を転送する。装置番号管理部７
４は、ネットワーク接続された画像データ変換用情報処理装置２０に対して装置番号を割
り当て、その装置番号を装置のＩＰアドレスと対応させて図９（ａ）に示したような装置
番号管理テーブルに格納することで、各情報処理装置への情報の入出力を管理する。画像
データ変換用情報処理装置が複数であれば、それらの装置番号を各々の装置のＩＰアドレ
スと対応させて装置番号管理テーブルに格納する。
【００７３】
　図９（ａ）は、ネットワーク接続された情報処理装置の装置番号と各装置のＩＰアドレ
スを管理するために対応させて記憶する装置番号管理テーブルを示す図である。
　図９（ａ）において、装置番号の項２６０の２行目の行２６１には装置番号として「１
」が割り当てられ、この「１」の装置としては、予め画像データ変換用情報処理装置２０
が割り当てられていることから、その「１」に対応する２行目のＩＰアドレス２７０の項
の行２７１には「１９２．１６８．０．２０」が例えばＲＯＭ１３に記憶される。画像デ
ータ変換用情報処理装置が複数の場合、例えば、２台目の画像データ変換用情報処理装置
には、装置番号の項２６０の３行目の行２６２に装置番号として「２」が割り当てられ、
この「２」の装置に対応する３行目のＩＰアドレス２７０の項の行２７２には別のＩＰア
ドレスがＲＯＭ１３等に記憶される。
【００７４】
　画像形成装置１０は、画像データ出力側情報処理装置４０から受信した元画像データＤ
１が印刷できない場合に、装置番号「１」のＩＰアドレスをＲＯＭ１３から読み出し、元
画像データＤ１を画像データ変換用情報処理装置２０に転送する。
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【００７５】
　画像データ変換用情報処理装置２０では、データ受信部２９で元画像データＤ１を受信
すると、第１の実施の形態と同様にＨＤＤ２３に格納し、画面表示情報送信部７１が、印
刷条件設定画面２００を画像データ出力側情報処理装置４０に表示させるための画面表示
情報Ｓ１を、まず画像形成装置１０に送信する。
【００７６】
　その後、画像形成装置１０は画面表示情報Ｓ１を画像データ出力側情報処理装置４０に
転送し、画像データ出力側情報処理装置４０からは画像形成装置１０を経由して印刷条件
Ｓ２が画像データ変換用情報処理装置２０に返されるが、それについては図１０を用いて
後述する。
【００７７】
　画像データ変換用情報処理装置２０では、印刷条件受信部７２が、画像形成装置１０か
ら転送された印刷条件Ｓ２を受信する。
　エラー情報送信部７３は、画像データ変換用情報処理装置２０内の変換可否判定部２４
で変換できないと判定された場合に、画像形成装置１０にエラー情報Ｅ１を送信する。
【００７８】
　画像データ出力側情報処理装置４０では、印刷条件送信部７５は、画像形成装置１０に
向けて印刷条件Ｓ２を送信する。画面表示情報受信部７６は、画像形成装置１０から転送
される画面表示情報Ｓ１を受信する。データ送信部７７は、画像形成装置１０に元画像デ
ータＤ１を送信する。エラー情報受信部７８は、画像形成装置１０から転送されるエラー
情報Ｅ１を受信する。
【００７９】
　図９（ｂ）は、図２（ａ）のデータパケット１００における本実施の形態のヘッダ１０
１ａのデータ構造をさらに詳しく示す図表である。
　アドレス０ＤＨ～１０Ｈには送信元装置番号を格納し、アドレス１１Ｈ～１４Ｈには宛
先装置番号を格納する。図９（ｂ）のヘッダ１０１ａのアドレス欄２４０（１６進数）に
おいて、図９（ｂ）の２行目の行２４１から６行目の行２４５までは、実施の形態１の図
２（ｃ）の２行目の行２４１から６行目の行２４５までと同様に、アドレス００Ｈの内容
２５０としてヘッダ長２５１の情報、アドレス０１Ｈ～０２Ｈの内容２５０としてパケッ
ト長の情報２５２、アドレス０３Ｈ～０４Ｈの内容２５０としてヘッダ１０１のチェック
サム値の情報２５３、アドレス０５Ｈ～０８Ｈの内容２５０として送信元ＩＰアドレスの
情報２５４、アドレス０９Ｈ～０ＣＨの内容２５０として宛先ＩＰアドレスの情報２５５
が格納される。
【００８０】
　さらに、本実施の形態の画像形成システムの動作の詳細について説明する。
　図１０は、本実施の形態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
　図１０においてＳＴ１、ＳＴ２、ＳＴ４、ＳＴ５、ＳＴ６、ＳＴ７、ＳＴ８、ＳＴ９、
ＳＴ１０、ＳＴ１５、ＳＴ１６の基本的な動作は、図６に示した第１の実施の形態と同様
であるので、同じステップ番号を付して重複する説明を一部省略し、各ステップにおける
異なる事項について主に説明する。
【００８１】
　尚、図１１（ａ）は画像データ出力側情報処理装置４０から画像形成装置１０へのデー
タパケットにおけるヘッダＨ１のデータ構造を示す図表であり、（ｂ）は画像形成装置１
０から画像データ変換用情報処理装置２０へのデータパケットにおけるヘッダＨ２のデー
タ構造を示す図表であり、（ｃ）は画像データ変換用情報処理装置２０から画像形成装置
１０へのデータパケットにおけるヘッダＨ３のデータ構造を示す図表であり、（ｄ）は画
像形成装置１０から画像データ出力側情報処理装置４０へのデータパケットにおけるヘッ
ダＨ４のデータ構造を示す図表である。
【００８２】
　以下は本実施の形態の動作詳細である。
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　ステップＳＴ１では、データ送信部４８では、元画像データＤ１の先頭に、図２（ｃ）
に示したヘッダ長情報１２１、パケット長情報１２２、ヘッダチェックサム１２３に加え
て、図１１（ａ）に示したように、送信元ＩＰアドレスとして設定値２９０の値２９１の
「１９２．１６８．０．４０」（＝ＩＰアドレスＡ４０）、宛先ＩＰアドレスとして設定
値２９０の値２９２の「１９２．１６８．０．１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）を含むヘ
ッダＨ１を付加し、宛先装置番号と送信元装置番号は指定しないでネットワークＩＦ５０
に送出する。ネットワークＩＦ５０では、元画像データＤ１を、宛先ＩＰアドレスとして
ヘッダＨ１の設定値２９２の宛先ＩＰアドレスの値「１９２．１６８．０．１０」を用い
て画像形成装置１０内の受信部１７に向けて転送する。
【００８３】
　画像形成装置１０内では、受信部１７が、送信元ＩＰアドレスと元画像データＤ１をＲ
ＡＭ１２に格納するところまでは、第１の実施の形態と同様であるが、その後、図１０中
の処理Ａに示したように装置番号管理部７４では、送信元ＩＰアドレスを用いて図９（ａ
）に示した装置番号管理テーブルに格納されているＩＰアドレスに合致しているかの確認
を行う（ＳＴ１９）。そして、その後に、ステップＳＴ２の判定が実施される。
【００８４】
　図１２は、図１０中のステップＳＴ１９に示した処理Ａの動作のフローチャートである
。
　装置番号管理部７４で、ヘッダＨ１から抜き出した送信元ＩＰアドレスが、図９（ａ）
の装置番号管理テーブルに格納されているＩＰアドレスに合致しているか確認する（ＳＴ
１０１）。合致している場合（ＳＴ１０１：Ｙｅｓ）は、処理Ａを終了し、合致していな
い場合（ＳＴ１０１：Ｎｏ）は、送信元ＩＰアドレスが装置番号管理テーブルに記載され
ていないことになるので、装置番号管理部７４は、図９（ａ）の装置管理番号テーブルの
装置管理番号欄の行２６２に昇順の新規番号を追加発生させ、ＩＰアドレスの欄２７０の
その行２７２に抜き出した送信元ＩＰアドレスを格納する（ＳＴ１０２）。この場合の図
９（ａ）の装置番号管理テーブルの装置番号欄の行２６２には、例えば、装置番号“２”
が追加され、ＩＰアドレスの欄２７０のその行２７２に送信元ＩＰアドレスであるＩＰア
ドレスＡ４０「１９２．１６８．０．４０」が格納される。尚、装置番号“２”以降には
、元画像データＤ１を画像形成装置１０に送信する装置の番号が割り振られる。以上が処
理Ａの動作であり、この後に、図１０のステップＳＴ２が実施される。
【００８５】
　ステップＳＴ２の画像形成装置１０で元画像データＤ１が印刷可能かの判定動作は、図
６で示した実施の形態１と同様である。又、ステップＳＴ２でＹｅｓの場合にステップＳ
Ｔ１０で元画像データＤ１の内容を印刷する。ステップＳＴ２でＮｏの場合には、ＣＰＵ
１１が、転送部７０に対して、元画像データＤ１を、ネットワークＩＦ１８を経由し画像
データ変換用情報処理装置２０に送出するように指示を出力する（ＳＴ２０）。その際に
、転送部７０では、元画像データＤ１のヘッダとして、図１１（ｂ）に示したように、送
信元ＩＰアドレスとして設定値３１０の値３１１の「１９２．１６８．０．１０」（＝Ｉ
ＰアドレスＡ１０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値３１０の値３１２の「１９２．１６
８．０．２０」（＝ＩＰアドレスＡ２０）を含むヘッダＨ２を付加し、送信元装置番号の
行３０３の設定値３１３として元画像データＤ１を画像形成装置１０に送信した画像デー
タ出力側情報処理装置４０の装置番号“２”、宛先装置番号の行３０４の設定値３１４と
して画像データ変換用情報処理装置２０の装置番号“１”を設定する。
【００８６】
　ステップＳＴ４、５の画像データ変換用情報処理装置２０で元画像データＤ１が変換可
能か判定して画像表示情報を送信するまでの処理動作は、以下の処理を除いて、図６で示
した実施の形態１と同様である。画像データ変換用情報処理装置２０内のＣＰＵ２１は、
元画像データＤ１のヘッダＨ２から送信元装置番号と送信元ＩＰアドレス（画像形成装置
１０のＩＰアドレスＡ１０）を抜き出し、ＨＤＤ２３に格納する。なおＩＰアドレスＡ１
０は、ＨＤＤ２３内の図７（ｃ）に示す画像データ送信元ＩＰアドレステーブルに保存さ
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れる。また、ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ２３に格納される元画像データＤ１から図２（ｄ）に
示したファイルデータ１０２の構造に基づいて、元画像データＤ１の拡張子Ｋ１を取り出
し、ＲＡＭ２２に格納する。
【００８７】
　変換可否判定部２４の処理動作も、以下の処理を除いて、図６で示した実施の形態１と
同様である。
（元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できない場合の処理）
　変換判定テーブルＴ１に拡張子Ｋ１と同じ拡張子が無い場合、つまり、画像データ変換
用情報処理装置２０で元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できない場合、以
下の処理が行われる。ステップＳＴ４がＮｏの場合、ステップＳＴ１５に示したように、
ＣＰＵ２１は、エラー情報送信部３１に、エラー情報Ｅ１を図３（ｄ）に示したファイル
データにしてネットワークＩＦ３０経由で画像形成装置１０に送信させるが、その際のエ
ラー情報Ｅ１のファイルデータのヘッダＨ３は、図１１（ｃ）に示すように、送信元ＩＰ
アドレスとして設定値３４０の値３４１の「１９２．１６８．０．２０」（＝ＩＰアドレ
スＡ２０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値３４０の値３４２の「１９２．１６８．０．
１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）を含むヘッダＨ３を付加し、送信元装置番号の行３３３
の設定値３４３は設定せず、宛先装置番号の行３３４の設定値３４４として画像データ出
力側情報処理装置４０の装置番号“２”を設定する。
【００８８】
　画像形成装置１０のネットワークＩＦ１８は、エラー情報Ｅ１を受信すると、そのエラ
ー情報Ｅ１を受信部１７に転送する。受信郎１７は、エラー情報Ｅ１をＲＡＭ１２に転送
する。その後、ＣＰＵ１１は、エラー情報Ｅ１のヘッダＨ３の宛先装置番号が“２”であ
ることを確認すると、エラー情報Ｅ１を装置番号“２”である画像データ出力側情報処理
装置４０に送信する（ＳＴ２２）。その際のエラー情報Ｅ１のファイルデータのヘッダＨ
４は、図１１（ｄ）に示すように、送信元ＩＰアドレスとして設定値３６０の値３６１の
「１９２．１６８．０．１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）、宛先ＩＰアドレスとして設定
値３６０の値３６２の「１９２．１６８．０．４０」（＝ＩＰアドレスＡ４０）を含むヘ
ッダＨ４を付加し、送信元装置番号の行３５３の設定値３６３として画像データ変換用情
報処理装置２０の装置番号“１”とし、宛先装置番号の行３５４の設定値３６４として画
像データ出力側情報処理装置４０の装置番号“２”のままで設定する。
【００８９】
　上記のように、エラー情報Ｅ１の送信時に、一旦、画像形成装置１０を経由させること
で、エラー情報Ｅ１の送信元である画像データ変換用情報処理装置２０のＩＰアドレスは
、画像データ出力側情報処理装置４０で知ることができなくなり、つまり、画像データ変
換用情報処理装置２０のＩＰアドレスが画像形成装置１０の使用者に漏れることがなくな
る。
【００９０】
　画像データ出力側情報処理装置４０のネットワークＩＦ５０は、エラー情報Ｅ１を受信
すると、そのエラー情報Ｅ１をエラー情報受信部７８に転送する。エラー情報受信部７８
は、表示部４４にエラー情報Ｅ１を転送する。表示部４４は、エラー情報Ｅ１を表示し（
ＳＴ１６）、一連の処理を終了する。
【００９１】
（元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できる場合の処理）
　変換判定テーブルＴ１に拡張子Ｋ１と同じ拡張子が有る場合、つまり画像データ変換用
情報処理装置２０で元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できる場合、以下の
処理が実行される。ＣＰＵ２１は、画面表示情報送信部２６に画面表示情報Ｓ１を、ネッ
トワークＩＦ３０経由で画像形成装置１０に送信させる（ＳＴ５）。その際に、画面表示
情報Ｓ１のヘッダとしては、図１１（ｃ）に示すように、送信元ＩＰアドレスとして設定
値３４０の値３４１の「１９２．１６８．０．２０」（＝ＩＰアドレスＡ２０）、宛先Ｉ
Ｐアドレスとして設定値３４０の値３４２の「１９２．１６８．０．１０」（＝ＩＰアド
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レスＡ１０）を含むヘッダＨ３を付加し、送信元装置番号の行３３３の設定値３４３は設
定せず、宛先装置番号の行３３４の設定値３４４として画像データ出力側情報処理装置４
０の装置番号“２”を設定する。
【００９２】
　画像形成装置１０のネットワークＩＦ１８は、画面表示情報Ｓ１を受信すると、その画
面表示情報Ｓ１を受信部１７に転送する。受信部１７は、画面表示情報Ｓ１をＲＡＭ１２
に転送する。その後、ＣＰＵ１１は、画面表示情報Ｓ１のヘッダの宛先装置番号が“２”
であることを確認すると、画面表示情報Ｓ１を装置番号“２”である画像データ出力側情
報処理装置４０に送信する（ＳＴ２４）。この際に、画面表示情報Ｓ１のヘッダとしては
、図１１（ｄ）に示すように、送信元ＩＰアドレスとして設定値３６０の値３６１の「１
９２．１６８．０．１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値３
６０の値３６２の「１９２．１６８．０．４０」（＝ＩＰアドレスＡ４０）を含むヘッダ
Ｈ４を付加し、送信元装置番号の行３５３の設定値３６３として画像データ変換用情報処
理装置２０の装置番号“１”とし、宛先装置番号の行３５４の設定値３６４として画像デ
ータ出力側情報処理装置４０の装置番号“２”のままで設定する。
【００９３】
　ステップＳＴ６、７の画像データ出力側情報処理装置４０で印刷条件設定画面２００を
表示させて、使用者に印刷条件を選択入力させて、その印刷条件Ｓ２をファイルデータに
まとめて、画像データ出力側情報処理装置４０から送出させるまでの処理動作は、以下の
点を除いて、図６に示した第１の実施の形態と同様である。
【００９４】
　ステップＳＴ７では、使用者が印刷条件Ｓ２を設定後、ＣＰＵ４１は印刷条件送信部７
５に指示を出力し、印刷条件Ｓ２を、ネットワークＩＦ５０経由で、画像形成装置１０に
送信させるが、その際に、印刷条件Ｓ２のヘッダとしては、図１１（ｅ）に示すように、
送信元ＩＰアドレスとして設定値３８０の値３８１の「１９２．１６８．０．４０」（＝
ＩＰアドレスＡ４０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値３８０の値３８２の「１９２．１
６８．０．１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）を含むヘッダＨ５を付加し、送信元装置番号
の行３７３の設定値３８３は設定せず、宛先装置番号の行３７４の設定値３８４として画
像データ変換用情報処理装置２０の装置番号“１”を設定する。
【００９５】
　画像形成装置１０のネットワークＩＦ１８は、印刷条件Ｓ２を受信すると、その印刷条
件Ｓ２を受信部１７に転送する。受信部１７は、印刷条件Ｓ２をＲＡＭ１２に転送する。
その後、ＣＰＵ１１は、印刷条件Ｓ２のヘッダの宛先装置番号が“１”であることを確認
すると、印刷条件Ｓ２を装置番号“１”である画像データ変換用情報処理装置２０に送信
する（ＳＴ２６）。その際に、印刷条件Ｓ２のヘッダとしては、図１１（ｂ）に示したよ
うに、送信元ＩＰアドレスとして設定値３１０の値３１１の「１９２．１６８．０．１０
」（＝ＩＰアドレスＡ１０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値３１０の値３１２の「１９
２．１６８．０．２０」（＝ＩＰアドレスＡ２０）を含むヘッダＨ２を付加し、送信元装
置番号の行３０３の設定値３１３として元画像データＤ１を画像形成装置１０に送信した
画像データ出力側情報処理装置４０の装置番号“２”、宛先装置番号の行３０４の設定値
３１４として画像データ変換用情報処理装置２０の装置番号“１”を設定する。
【００９６】
　ステップＳＴ８、９で、画像データ変換用情報処理装置２０が印刷条件Ｓ２を受信して
、ＣＰＵ２１が、元画像データＤ１を印刷条件Ｓ２に応じて画像形成装置１０が解釈可能
な印刷用画像データＤ２（例えばページ記述言語で記載されたデータやビットマップなど
）に変換し、この印刷用画像データＤ２の拡張子を”ｐｒｎ”として、印刷データ送信部
２８からネットワークＩＦ３０経由で画像処理装置１０に送信させる処理も、以下の点を
除いて、図６に示した第１の実施の形態と同様である。
【００９７】
　印刷用画像データＤ２を画像処理装置１０に送信する際のヘッダとしては、図１１（ｆ
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）に示したように、送信元ＩＰアドレスとして設定値４００の値４０１の「１９２．１６
８．０．２０」（＝ＩＰアドレスＡ２０）、宛先ＩＰアドレスとして設定値４００の値４
０２の「１９２．１６８．０．１０」（＝ＩＰアドレスＡ１０）を含むヘッダＨ６を付加
し、宛先装置番号と送信元装置番号は指定しないでネットワークＩＦ３０に送出する。
【００９８】
　画像形成装置１０のネットワークＩＦ１８は、印刷用画像データＤ２を受信すると、そ
の印刷用画像データＤ２を受信部１７に転送する。受信部１７は、印刷用画像データＤ２
をＲＡＭ１２に転送する。その後、印刷可否判定部１４は、印刷用画像データＤ２が画像
形成装置１０用の印刷用画像データ形式か否かを確認する（ＳＴ２）。印刷可否判定部１
４は、印刷用画像データＤ２から、図２（ｄ）に示すファイルデータの拡張子Ｋ１を抜き
出し、図３（ｃ）に示す印刷可能拡張子テーブルＴ１内に、拡張子Ｋ１と同じ拡張子があ
るか確認する。このとき、印刷用画像データＤ２の拡張子Ｋ１は“ｐｒｎ”であり、印刷
可能拡張子テーブルＴ１内に、同じ拡張子があるので、ＳＴ１０に移行する。
【００９９】
　ＣＰＵ１１は、ページ記述言語等で記載された印刷用画像データＤ２を、解析・展開し
て印刷可能な画像データを作成し、ＲＡＭ１２に格納する。
　そしてＣＰＵ１１は、印刷部１５に指示を出力し、ＲＡＭ１２内の画像データの印刷を
実行させる（ＳＴ１０）。本実施の形態の画像形成システムは、元画像データＤ１を画像
データ変換用情報処理装置２０で印刷用画像データＤ２に変換できる場合には、このよう
に動作する。
【０１００】
　以上の本実施の形態の画像形成システムの動作の概略的な流れとしては、第１の実施の
形態と同様に、まず、画像データ出力側情報処理装置４０が、画像形成装置１０に元画像
データＤ１を転送する。画像形成装置１０では受信した元画像データＤ１が印刷できるか
判定して、できない場合には、画像データ変換用情報処理装置２０に元画像データＤ１を
転送して印刷用画像データＤ２に変換させてから返送させ、その印刷用画像データＤ２を
画像形成装置１０で印刷する。
【０１０１】
　但し、本実施の形態の画像形成システムの動作では、情報の送受信の各々において画像
形成装置１０を経由させる点で、第１の実施の形態とは異なっている。画像データ変換用
情報処理装置２０では、元画像データＤ１を変換する際に、それに先立ち、画像データ変
換用情報処理装置２０から画像形成装置１０経由で画像データ出力側情報処理装置４０に
印刷条件設定画面を表示するための画面表示情報Ｓ１を送信し、使用者に画像データ出力
側情報処理装置４０で印刷設定を入力させ、その印刷設定の内容を画像データ出力側情報
処理装置４０から画像形成装置１０経由で画像データ変換用情報処理装置２０に戻させる
。
【０１０２】
　第１の実施の形態のように画像データ変換用情報処理装置２０から画像データ出力側情
報処理装置４０に直接データを送信すると、画像データ変換用情報処理装置２０のＩＰア
ドレスが画像データ出力側情報処理装置４０に知られてしまう。これが問題になる場合を
考慮した本実施の形態では、画像データ変換用情報処理装置２０と画像データ出力側情報
処理装置４０とで情報を送受信する間に画像形成装置１０を介在させ、画像データ変換用
情報処理装置２０のＩＰアドレスが画像データ出力側情報処理装置４０に知られないよう
にして、セキュリテイを向上させている。ＩＰアドレスが知られると、装置を特定できる
ので、外部から直接アクセスを試みることが可能になり、そのためセキュリテイが下がる
ためである。
【０１０３】
　以上から、本実施の形態の画像形成システムでは、画像形成装置１０は、画像データ変
換用情報処理装置２０からの表示情報Ｓ１を画像データ出力側情報処理装置４０に転送し
、画像データ出力側情報処理装置４０からの印刷条件Ｓ２を画像データ変換用情報処理装
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置２０に転送する転送部７０を備え、画像データ変換用情報処理装置２０の画面表示情報
送信部２６は、表示情報Ｓ１を一旦画像形成装置１０の転送部７０に送信して、画像形成
装置１０経由で画像データ出力側情報処理装置４０に送信し、画像データ出力側情報処理
装置４０の印刷条件送信部４６は、印刷条件Ｓ２を一旦画像形成装置１０の転送部７０に
送信して、画像形成装置１０経由で画像データ変換用情報処理装置２０に送信することが
言える。
【０１０４】
　又、本実施の形態の画像形成システムでは、画像形成装置１０は、画像データ変換用情
報処理装置２０からのエラー情報Ｅ１を画像データ出力側情報処理装置４０に転送する転
送部７０を備え、画像データ変換用情報処理装置２０のエラー情報送信部３１は、エラー
情報Ｅ１の表示画面を一旦画像形成装置１０の転送部７０に送信して、画像形成装置１０
経由で画像データ出力側情報処理装置４０に送信することも言える。尚、本実施の形態で
は、装置間をネットワークで接続した場合を示したが、ＵＳＢ等の直接接続でも、同様の
動作を行うことができる。
【０１０５】
　このように本実施の形態では、第１の実施の形態の効果に加えて、画像データ変換用情
報処理装置２０と画像データ出力側情報処理装置４０間でデータ送受信をする際、画像形
成装置１０がデータを中継し、ヘッダの送信元ＩＰアドレスを、画像形成装置１０のＩＰ
アドレスＡ１Ｏに変換するので、画像データ変換用情報処理装置２０と画像データ出力側
情報処理装置４０はお互いのＩＰアドレスを知ることができないので、セキュリティを向
上させることができる。
【０１０６】
（第３の実施の形態）
　図１３は、本発明に係る第３の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である
。
　尚、以下の説明において、図１に示した第１の実施の形態と同じ部分の重複する説明に
ついては省略する場合がある。
【０１０７】
　本実施の形態では、第１の実施の形態の画像データ変換用情報処理装置２０に相当する
画像データ変換用情報処理装置が２０ｌ、２０２、２０３と複数個になり、各々がネット
ワーク６０経由で画像形成装置１０と接続されている。又、各画像データ変換用情報処理
装置２０ｌ、２０２、２０３では、第１の実施の形態の画像データ変換用情報処理装置２
０と比較して変換可否判定部２４とエラー情報送信部３１が削除されているが、変換部２
５、画像表示情報送信部２６、印刷条件受信部２７等はそのまま有している。
【０１０８】
　一方、本実施の形態の画像形成装置１０は、第１の実施の形態の画像形成装置１０と比
較した場合、画像データ変換用情報処理装置２０１、２０２、２０３が変換可能なファイ
ルデータ形式を判定する情報処理装置変換可否判定部９０と、画像データ出力側情報処理
装置４０にエラー情報Ｅ１を送信するエラー情報送信部９１とを備えている。
【０１０９】
　情報処理装置変換可否判定部９０には、図１５に示したように画像データ変換用情報処
理装置２０１、２０２、２０３がそれぞれ変換可能なファイルデータ形式を拡張子名で格
納した情報処理装置変換判定テーブルＴ３を有し、そのテーブルＴ３により、何れの画像
データ変換用情報処理装置を用いて画像データを印刷用画像データＤ２に変換させるかを
判定する。情報処理装置変換判定テーブルＴ３は、情報処理装置の欄４１０の２行目４１
１に画像データ変換用情報処理装置２０１の符号２０１が格納され、３行目４１２に画像
データ変換用情報処理装置２０２の符号２０２が格納され、４行目４１３に画像データ変
換用情報処理装置２０３の符号２０３が格納される。同様に、ＩＰアドレスの欄４２０の
２行目４２１に画像データ変換用情報処理装置２０１のＩＰアドレス１９２．１６８．０
．２０１が格納され、３行目４２２に画像データ変換用情報処理装置２０２のＩＰアドレ
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ス１９２．１６８．０．２０２が格納され、４行目４２３に画像データ変換用情報処理装
置２０３のＩＰアドレス１９２．１６８．０．２０３が格納される。又、同様に対応拡張
子の欄４３０の、２行目４３１に画像データ変換用情報処理装置２０１の変換可能なファ
イルの対応拡張子ｄｏｃが格納され、３行目４３２に画像データ変換用情報処理装置２０
２の変換可能なファイルの対応拡張子ｐｄｆが格納され、４行目４３３に画像データ変換
用情報処理装置２０３の変換可能なファイルの対応拡張子ｂｍｐが格納される。
【０１１０】
　次に、図１３に示した本実施の形態の画像形成システムの動作の詳細について説明する
。
　図１４は、本実施の形態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
　図１４においてＳＴ１～ＳＴ３、ＳＴ５～ＳＴ１０、ＳＴ１６の基本的な動作は、図６
に示した第１の実施の形態と同様であるので、同じステップ番号を付して重複する説明を
一部省略し、各ステップにおける異なる事項について主に説明する。
【０１１１】
　使用者により画像データ出力側情報処理装置４０の操作部４５から、元画像データＤ１
の印刷が指定されると、ＣＰＵ４１は、データ送信部４８に指示を出力して、ＨＤＤ４３
内の元画像データＤ１を、ネットワークＩＦ５０経由で、画像形成装置１０へ送信させる
（ＳＴ１）。この時、元画像データＤ１の先頭に、図２（ｃ）に示したようなヘッダ１０
１が加えられる。
【０１１２】
　画像形成装置１０内のネットワークＩＦ１８は、元画像データＤ１を受信すると、その
元画像データＤ１を受信部１７に転送する。受信部１７は元画像データＤ１をＲＡＭ１２
に格納する。ＣＰＵ１１は、元画像データＤ１のヘッダから送信元ＩＰアドレスを抜き出
し、画像データ出力側情報処理装置４０のＩＰアドレスＡ４０として、ＲＡＭ１２内に、
図７（ａ）に示したような画像データ送信元ＩＰアドレステーブルに格納する。
　その後、印刷可否判定部１４は、元画像データＤ１が画像形成装置１０用の印刷用画像
データ形式か否かを判定することで印刷可能か否かを判定する（ＳＴ２）。具体的には、
印刷可否判定部１４は元画像データＤ１から、図２（ｄ）に示したファイルデータの拡張
子Ｋ１を抜き出し、図３（ｃ）に示したような印刷可能拡張子テーブルＴ２内に、拡張子
Ｋ１と同じ拡張子があるか確認し、同じ拡張子がある場合、元画像データＤ１は、画像形
成装置１０用の印刷用画像データ形式であるので印刷可能と判定（ＳＴ２：Ｙｅｓ）し、
同じ拡張子が無い場合、元画像データＤ１は、画像形成装置１０用の印刷用画像データ形
式ではないので印刷不能と判定（ＳＴ２：Ｎｏ）する。
【０１１３】
　元画像データＤ１が画像形成装置１０用の印刷用画像データ形式である場合（ＳＴ２：
Ｙｅｓ）には、ＳＴ１０に進み、画像形成装置１０は、元画像データＤ１の内容を印刷す
る。
【０１１４】
　元画像データＤ１が画像形成装置１０用の印刷用画像データ形式では無い場合（ＳＴ２
：Ｎｏ）には、ＳＴ３０に進み、画像データ変換用情報処理装置２０１、２０２、２０３
で元画像データＤ１を画像形成装置１０用の印刷用画像データ形式に変換できないかを判
定する。
【０１１５】
　ＳＴ３０において情報処理装置変換可否判定部９０は、図１５に示した情報処理装置変
換判定テーブルに拡張子Ｋ１と同じ拡張子（対応拡張子）があるか否かを判定し、同じ拡
張子がある場合には、元画像データＤ１は画像形成装置１０用の印刷用画像データ形式に
変換可能な画像データ変換用情報処理装置があると判定（ＳＴ３０：Ｙｅｓ）しＳＴ３に
移行する。同じ拡張子が無い場合には、元画像データＤ１は画像形成装置１０用の印刷用
画像データ形式に変換可能な画像データ変換用情報処理装置が無い（変換不可）と判定（
ＳＴ３０：Ｎｏ）しＳＴ３１に移行する。



(24) JP 2008-146208 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

【０１１６】
　元画像データＤ１が、画像形成装置１０用の印刷用画像データ形式に変換不可の場合（
ＳＴ３０：Ｎｏ）のＳＴ３１では、以下の処理を行う。画像形成装置１０のＣＰＵ１１は
、エラー情報送信部３１に、エラー情報Ｅ１をネットワークＩＦ３０経由で外郎端末４０
に送信させる（ＳＴ３１）。エラー情報Ｅ１は、図３（ｄ）に示したようなファイルデー
タにして送信する。画像形成装置１０が画像データ出力側情報処理装置４０になんらかの
データを送信する場合、ヘッダの宛先ＩＰアドレスに、画像データ送信元ＩＰアドレステ
ーブルに格納されたＩＰアドレスＡ４０を指定する。
【０１１７】
　画像データ出力側情報処理装置４０のネットワークＩＦ５０は、エラー情報Ｅ１を受信
すると、そのエラー情報Ｅ１をエラー情報受信部４９に転送する。エラー情報受信部４９
は、表示部４４にエラー情報Ｅ１を転送する。表示部４４では、エラー情報Ｅ１を表示し
（ＳＴ１６）、一連の処理を終了する。以上が元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２
に変換できない場合（ＳＴ３０：Ｎｏ）の処理である。
【０１１８】
　画像データ変換用情報処理装置２０１又は２０２又は２０３で元画像データＤ１を印刷
用画像データＤ２に変換できる場合（ＳＴ３０：Ｙｅｓ）には、以下の処理を行う。ここ
で、元画像データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換できる情報処理装置を２０Ｘと定義
する。
【０１１９】
　画像形成装置１０のＣＰＵ１１は、図３（ｂ）に示したようなファイルデータにしたＩ
ＰアドレスＡ４０、元画像データＤ１を、ネットワークＩＦ１８を経由し、画像データ変
換用情報処理装置２０Ｘに順に送信するように転送部１６に指示を出力する（ＳＴ３）。
元画像データＤ１の送信先である画像データ変換用情報処理装置２０ＸのＩＰアドレスＡ
２０Ｘは、図１５に示したような情報処理装置変換判定テーブルに格納されており、画像
処理装置１０が画像データ変換用情報処理装置２０になんらかのデータを送信する場合、
ヘッダの宛先ＩＰアドレスにＩＰアドレスＡ２０Ｘを指定する。送信元ＩＰアドレスには
、画像形成装置１０のＩＰアドレスであるＩＰアドレスＡ１０を指定する。
【０１２０】
　画像データ変換用情報処理装置２０ＸのネットワークＩＦ３０は、元画像データＤ１と
ＩＰアドレスＡ４０を受信すると、それらをデータ受信部２９に転送し、データ受信部２
９は、ＩＰアドレスＡ４０と元画像データＤ１をＨＤＤ２３に格納する。その後、ＣＰＵ
２１は、画面情報送信部２６に、印刷条件設定画面２００を表示するための画面表示情報
Ｓ１を、ネットワークＩＦ３０経由で、画像データ出力側情報処理装置４０に送信させる
（ＳＴ５）。この時、ヘッダの宛先ＩＰアドレスには、画像データ送信元ＩＰアドレステ
ーブルに格納されているＩＰアドレスＡ４０を指定する。
【０１２１】
　画像データ出力側情報処理装置４０のネットワークＩＦ５０は、画像データ変換用情報
処理装置２０Ｘから画面表示情報Ｓ１を受信すると、その情報を画面表示情報受信部４７
に転送する。画面表示情報受信部４７は、画面表示情報Ｓ１を表示部４４に転送する。表
示部４４は、印刷条件設定画面１００を表示する（ＳＴ６）。使用者は、表示部４４に表
示された印刷条件設定画面２００により、印刷条件Ｓ２を設定する。印刷条件Ｓ２は、図
５（ａ）に示したような項目があり、設定終了時にＣＰＵ４１が図５（ｂ）に示したよう
なファイルデータ２３０にまとめる。
【０１２２】
　図５（ｂ）に示した印刷条件のファイルデータ２３０は、左の数字から、図５（ａ）に
示した順序の通り、印刷の向き、両面印刷の設定、印刷順序、シートごとのページを示す
。印刷条件設定画面２００中の印刷の向きの設定が、“縦、“横”、“横向きに回転”の
何れかであるとき、それぞれ、図５（ａ）のＮｏの欄１の対応する設定値“０”、“１”
、“２”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は、図５（ｂ）の印刷条件のファイルデータ２
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３０に印刷の向きの設定値として格納する。
【０１２３】
　同様に印刷条件設定画面２００中の両面印刷の設定が、“なし”、“長辺を綴じる”、
“短辺を綴じる”の何れかであるとき、それぞれ、図５（ａ）のＮｏの欄２の対応する設
定値“０”、“１”、“２”の何れかが選択され、ＣＰＵ４１は図５（ｂ）の印刷条件の
ファイルデータに両面印刷の設定値として格納する。
【０１２４】
　同様に印刷条件設定画面２００中のページの順序の設定が、“順”、“逆”の何れかで
あるとき、それぞれ、図５（ａ）のＮｏの欄３の設定値“０”、“１”の対応する何れか
が選択され、ＣＰＵ４１は、図５（ｂ）の印刷条件のファイルデータにページの順序の設
定値として格納する。
【０１２５】
　同様に印刷条件設定画面２００中のシートごとのページの設定が、“１”、“２”、“
４”、“８”の何れかであるとき、それぞれ、図５（ａ）のＮｏの欄４の設定値“１”、
“２”、“４”、“８”の対応する何れかが選択され、ＣＰＵ４１は図５（ｂ）の印刷条
件のファイルデータにシートごとのページの設定値としてまとめる。
【０１２６】
　以上のようにＣＰＵ４１は、印刷条件設定画面２００での設定を、印刷条件のファイル
データに格納する。使用者が印刷条件Ｓ２を設定後、ＣＰＵ４１は、印刷条件送信部４６
に指示を出力し、印刷条件Ｓ２を、ネットワークＩＦ５０経由で、画像データ変換用情報
処理装置２０Ｘに送信させる（ＳＴ７）。この時、ヘッダの宛先ＩＰアドレスには、画面
表示情報Ｓ１のヘッダの送信元ＩＰアドレスに記載されたＩＰアドレスＡ２０Ｘを設定す
る。
【０１２７】
　画像データ変換用情報処理装置２０ＸのネットワークＩＦ３０は、印刷条件Ｓ２を受信
すると、その印刷条件Ｓ２を印刷条件受信部２７に転送する。印刷条件受信部２７は、印
刷条件Ｓ２を、ＨＤＤ２３に格納する。ＣＰＵ２１は、変換プログラムとプリンタドライ
バで構成された変換部２５に、ＨＤＤ２３に格納された元画像データＤ１を、印刷条件Ｓ
２に応じて、画像形成装置１０が解釈可能な印刷用画像データＤ２（例えば、ページ記述
言語で記載されたデータやビットマップデータ等）に変換してＨＤＤ２３に格納する（Ｓ
Ｔ８）。ここで印刷用画像データＤ２の拡張子は“ｐｒｎ”とする。
【０１２８】
　ＣＰＵ２１は、印刷データ送信部２８に指示を出力し、印刷用画像データＤ２を、ネッ
トワークＩＦ３０経由で画像処理装置１０に送信させる（ＳＴ９）。この時のヘッダの宛
先ＩＰアドレスは、ＨＤＤ２３内の図７（ｃ）に示したような印刷用画像データ宛先のＩ
Ｐアドレステーブルに予め格納した画像形成装置１０のＩＰアドレスＡ１０を指定する。
【０１２９】
　画像処理装置１０のネットワークＩＦ１８は、印刷用画像データＤ２を受信すると、そ
の印刷用画像データＤ２を受信部１７に転送する。受信部１７は、印刷用画像データＤ２
をＲＡＭ１２に格納する。その後、印刷可否判定部１４は、印刷用画像データＤ２が画像
形成装置１０用の印刷用画像データ形式か否かを判定する（ＳＴ２）。印刷可否判定部１
４は、印刷用画像データＤ２から、図２（ｄ）に示すファイルデータの拡張子Ｋ１を抜き
出し、図３（ｃ）に示す印刷可能拡張子テーブルＴ２内に、拡張子Ｋ１と同じ拡張子があ
るか判定する。このとき、印刷用画像データＤ２の拡張子Ｋ１は“ｐｒｎ”であり、印刷
可能拡張子テーブルＴ２内に、同じ拡張子があるので、ＳＴ１０に移行する。
【０１３０】
　ＣＰＵ１１は、ページ記述言語等で記載された印刷用画像データＤ２を、解析・展開し
て印刷可能な画像データを作成し、ＲＡＭ１２に格納する。
そしてＣＰＵ１１は、印刷部１５に指示を出力し、ＲＡＭ１２内の画像データの印刷を実
行させる（ＳＴ１０）。以上が、画像データ変換用情報処理装置２０で元画像データＤ１
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を印刷用画像データＤ２に変換できる場合（ＳＴ３０：Ｙｅｓ）の画像形成システムの動
作である。尚、本実施の形態では、画像データ出力側情報処理装置４０と画像形成装置１
０との装置間を、ネットワーク６０で接続した例を示したが、ＵＳＢ等の直接接続でも、
同様の動作を行うことができる。
【０１３１】
　このように、本実施の形態では、画像形成システムの画像データ変換用情報処理装置２
０が複数であって、画像形成装置１０には、各画像データ変換用情報処理装置２０が画像
データから印刷用画像データに変換可能なデータ形式の情報を保持し、入力する画像デー
タが何れかの各画像データ変換用情報処理装置２０により変換可能か否か、及び、変換可
能である場合は何れの画像データ変換用情報処理装置２０で変換可能かを判定して、転送
部１６の転送先として変換可能な画像データ変換用情報処理装置２０を指定して送出する
情報処理装置変換可否判定部９０を備える。
【０１３２】
　又、本実施の形態の画像形成システムの画像形成装置１０は、情報処理装置変換可否判
定部９０が元画像データＤ１を何れの画像データ変換用情報処理装置２０でも画像形成装
置１０で印刷可能なデータに変換可能でないと判定した場合のエラー情報Ｅ１の表示画面
を記憶するエラー情報画面記憶部１３（ＲＯＭ）と、エラー情報Ｅ１の表示画面を画像デ
ータ出力側情報処理装置４０に送信するエラー情報送信部９１を備え、画像データ出力側
情報処理装置４０は、エラー情報Ｅ１を受信するエラー情報受信部４９を備え、表示部４
４は、エラー情報Ｅ１を表示させる。
【０１３３】
　このように本実施の形態では、第１の実施の形態の効果に加えて、元画像データＤ１の
印刷用画像データＤ２への変換可否判定を画像形成装置１０で行うことで、印刷用画像デ
ータＤ２へ変換できない場合、元画像データＤ１を情報処理装置に送信する時間を短縮で
きるので、印刷用画像データＤ２へ変換ができないと判明するまでの時間を短縮できる。
また、複数の情報処理装置の変換可否判定手段を持つので、効率良く、元画像データＤ１
の印刷用画像データＤ２へ変換可能な情報処理装置を探すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明に係る第１の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である。
【図２】（ａ）はネットワーク６０上で送受信されるデータパケットのデータ構造を示す
図であり、（ｂ）はファイルデータ１０２が２つに分割された各データパケットＰ１、Ｐ
２の構造を示す図であり、（ｃ）は（ａ）のデータパケット１００における本実施の形態
のヘッダ１０１のデータ構造を詳しく示す図表であり、（ｄ）は（ａ）のデータパケット
１００におけるファイルデータ１０２のデータ構造をさらに詳しく示す図表である。
【図３】（ａ）は画像データ変換用情報処理装置２０のＨＤＤ２３に格納されて、元画像
データＤ１を印刷用画像データＤ２に変換可能であるか否かを判定するための変換判定テ
ーブルＴ１の一例を示す図表であり、（ｂ）は画像データ出力側情報処理装置４０のアド
レス（ＩＰアドレス）を示すファイルデータの一例を示す図であり、（ｃ）は画像形成装
置１０で印刷可能なファイル形式の拡張子を印刷可能拡張子テーブルＴ２の一例を示す図
表であり、（ｄ）はエラー情報のファイルデータの一例を示す図である。
【図４】画像データ変換用情報処理装置２０に格納されて、画像データ出力側情報処理装
置４０の表示部４４に表示させる印刷条件設定画面２００の一例を示す図である。
【図５】（ａ）は印刷条件Ｓ２の設定内容の項目とその設定値を示すテーブルを示す図表
であり、（ｂ）は（ａ）の設定内容の各項目が順番にまとめられた印刷条件Ｓ２のファイ
ルデータを示す図である。
【図６】第１の実施の形態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
【図７】（ａ）は画面情報送信元であるネットワーク６０上の画像データ出力側情報処理
装置４０のＩＰアドレステーブルを示す図表であり、（ｂ）はＲＡＭ４２内の画面情報送
信元のＩＰアドレステーブルを示す図表であり、（ｃ）は印刷用画像データ宛先のＩＰア
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ドレステーブルを示す図表である。
【図８】本発明に係る第２の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である。
【図９】（ａ）はネットワーク接続された情報処理装置の装置番号と各装置のＩＰアドレ
スを管理するために対応させて記憶する装置番号管理テーブルを示す図であり、（ｂ）は
図２（ａ）のデータパケット１００における第２の実施の形態のヘッダ１０１ａのデータ
構造を詳しく示す図表である。
【図１０】第２の実施の形態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
【図１１】（ａ）は画像データ出力側情報処理装置４０から画像形成装置１０へのデータ
パケットにおけるヘッダＨ１のデータ構造を示す図表であり、（ｂ）は画像形成装置１０
から画像データ変換用情報処理装置２０へのデータパケットにおけるヘッダＨ２のデータ
構造を示す図表であり、（ｃ）は画像データ変換用情報処理装置２０から画像形成装置１
０へのデータパケットにおけるヘッダＨ３のデータ構造を示す図表であり、（ｄ）は画像
形成装置１０から画像データ出力側情報処理装置４０へのデータパケットにおけるヘッダ
Ｈ４のデータ構造を示す図表であり、（ｅ）は送信元ＩＰアドレスとして設定値３８０の
値３８１、宛先ＩＰアドレスとして設定値３８０の値３８２を含むヘッダＨ５のデータ構
造を示す図表であり、（ｆ）は送信元ＩＰアドレスとして設定値４００の値４０１、宛先
ＩＰアドレスとして設定値４００の値４０２を含むヘッダＨ６のデータ構造を示す図表で
ある。
【図１２】図１０中のステップＳＴ１９に示した処理Ａの動作のフローチャートである。
【図１３】本発明に係る第３の実施の形態の画像形成システムを示すブロック図である。
【図１４】第３の実施の形態の画像形成システムの動作のフローチャートである。
【図１５】画像データ変換用情報処理装置２０１、２０２、２０３がそれぞれ変換可能な
ファイルデータ形式を拡張子名で格納した情報処理装置変換判定テーブルＴ３を示す図表
である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０　画像形成装置、
　１１　ＣＰＵ（中央演算装置）、
　１２　ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、
　１３　ＲＯＭ（リードオンリーメモリ）、
　１４　印刷可否判定部、
　１５　印刷部（プリンタエンジン）、
　１６　転送部、
　１７　受信部、
　１８　ネットワークＩＦ（インターフェース）、
　２０　画像データ変換用情報処理装置、
　２１　ＣＰＵ、
　２２　ＲＡＭ、
　２３　ＨＤＤ、
　２４　変換可否判定部、
　２５　変換部、
　２６　印刷条件設定画面送信部、
　２７　印刷条件受信部、
　２８　印刷データ送信部、
　２９　データ受信部、
　３０　ネットワークＩＦ、
　４０　画像データ出力側情報処理装置、
　４１　ＣＰＵ、
　４２　ＲＡＭ、
　４３　ＨＤＤ（ハードディスクドライブ装置）、
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　４４　表示部、
　４５　操作部、
　４６　印刷条件送信部、
　４７　印刷条件設定画面受信部、
　４８　データ送信部、
　４９　エラー情報受信部、
　５０　ネットワークＩＦ、
　６０　通信回線網（ネットワーク）、
　７１　印刷条件設定画面送信部、
　７２　印刷条件受信部、
　７３　エラー情報送信部、
　７４　装置番号管理部、
　７５　印刷条件送信部、
　７６　印刷条件設定画面受信部、
　７７　データ送信部、
　７８　エラー情報受信部、
　８０　装置番号送信部、
　９０　情報処理装置変換可否判定部、
　９１　エラー情報送信部、
　１００　印刷設定画面、
　２０１　画像データ変換用情報処理装置、
　２０２　画像データ変換用情報処理装置、
　２０３　画像データ変換用情報処理装置。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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