(57)【要約】
【課題】 ユーザが異なる印刷設定方法を意識すること
なく、煩雑な個々の印刷条件設定を行なわずに、簡単な
操作で所望のドキュメント体裁でプリント出力すること
ができる印刷情報設定方法を提供すること。
【解決手段】 印刷するドキュメント情報と印刷条件を
設定するための印刷設定情報を夫々指定し、印刷要求信
号を送信するためのユーザ端末を含む情報処理装置２
と、前記ユーザ端末２から指定された前記ドキュメント
情報と前記印刷設定情報、及び前記印刷要求信号に基づ
き、所望のドキュメントを印刷するプリント装置３と
が、ネットワークを介して接続されたプリントシステム
１において、前記ユーザ端末２から指定された前記印刷
設定情報を記憶蓄積する工程（印刷設定記憶部５）と、
蓄積された前記印刷設定情報に基づいて、表示する印刷
設定情報を自動的に選出する工程（印刷設定判定部６）
と、選出された前記印刷設定情報を前記ユーザ端末で表
示する工程とを備えた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】 印刷するドキュメント情報と印刷条件を
設定するための印刷設定情報を夫々指定し、印刷要求信
号を送信するためのユーザ端末を含む情報処理装置と、
前記ユーザ端末から指定された前記ドキュメント情報と
前記印刷設定情報、及び前記印刷要求信号に基づき、所
望のドキュメントを印刷するプリント装置とが、ネット
ワークを介して接続されたプリントシステムにおいて、
前記ユーザ端末から指定された前記印刷設定情報を記憶
蓄積する工程と、
蓄積された前記印刷設定情報に基づいて、表示する印刷
設定情報を自動的に選出する工程と、
選出された前記印刷設定情報を前記ユーザ端末で表示す
る工程とを備えた印刷設定情報の自動表示方法。
【請求項２】 上記印刷設定情報を選定する工程は、蓄
積された上記印刷設定情報のうち、使用頻度の高いもの
を選出する工程である請求項１に記載の自動表示方法。
【請求項３】 上記ユーザ端末を使用するユーザ情報を
設定する工程と、設定された前記ユーザ情報毎に、指定
された前記印刷設定情報を記憶蓄積する工程と、前記ユ
ーザ情報に基づいて、表示する印刷設定情報を選出する
工程からなる請求項１に記載の自動表示方法。
【請求項４】 上記ユーザ端末を使用するユーザが設定
した印刷設定情報と自動的に選出した上記印刷設定情報
とを比較し、一致すればユーザ設定の前記印刷設定情報
に基づき印刷し、一致しなければユーザが設定した前記
印刷設定情報又は自動的に選出された前記印刷設定情報
の何れかを選択し、選択された設定情報で印刷する工程
を含む請求項１に記載の自動表示方法。
【請求項５】 自動的に選出され表示された上記印刷設
定情報を設定項目毎に修正する工程を含む請求項１に記
載の自動表示方法。
【請求項６】 上記ユーザ端末を使用するユーザが設定
した印刷設定情報と自動的に選出した上記印刷設定情報
を比較する項目を指定する工程を含む請求項４又は５に
記載の自動表示方法。
【請求項７】 上記ユーザ端末を使用するユーザが上記
印刷設定情報を明示的に設定したか否かを判断する工程
と、
上記印刷設定情報を明示的に設定したと判断した際、該
印刷設定情報に基づき印刷する工程を含む請求項１に記
載の自動表示方法。
【請求項８】 上記印刷設定情報を記憶蓄積する工程
と、表示する上記印刷設定情報を自動的に選出する工程
が、上記ユーザ端末を含む情報処理端末装置又は上記プ
リント装置の何れかで実行される請求項１に記載の自動
表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、印刷設定情報の表
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示方法に関し、さらに詳しくはネットワーク上で共有さ
れた複数のプリンタ、デジタル複写機の等画像処理装置
から出力するために、印刷設定情報を表示する方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】また近年、電子写真技術を応用した複写
機、記録装置が著しく高速化されると共に、情報処理技
術や通信技術の発展、さらにはネットワーク環境の整備
等もあいまって、一般のオフィスにおいても種々のネッ
トワークシステムが使用されるようになってきており、
そのネットワークシステムに複数のプリンタやデジタル
複写機等を配置し、各端末で共有する形態を採用するこ
とが増えている。
【０００３】一般的にデジタル複写機などの画像処理装
置からなる画像記録システムにおいては、原稿を読み取
る原稿読み取り部、画像処理内容、例えばプリント枚
数、拡大／縮小、両面印刷など印刷設定条件を指示する
ための印刷設定部、及び原稿画像を用紙等の記録媒体に
画像出力するための画像処理実行部、画像形成部からな
り、通常、上述した各部は、それぞれユニット化されて
一体的に装置として構成されている。
【０００４】これに対して、上記各部の、特に画像処理
実行部をソフトウェアとしてパソコン等の端末装置や画
像形成装置内部の情報処理装置に組み込んだり、読み取
りのためのスキャナ装置、画像形成を行なうプリンタや
デジタル複写機等からシステムを構成し、スキャナ装置
で読み取った原稿、またパソコン等の情報端末装置で作
成した電子原稿をプリンタにて出力させるプリントシス
テム（ネットワークプリンティングシステム）もオフィ
スにおいて広く導入されてきている。
【０００５】ここで、上述したプリントシステムにおい
ては、ネットワーク上にそれぞれ配置されている複数の
パソコンやワークステーション等により、単一又は複数
のプリント装置やデジタル複写機（以後、総称してプリ
ント装置と称する）を共通の資源として共有し活用する
こととなる。
【０００６】そして各端末装置毎に各種フォーマットの
ドキュメントや、読み取った原稿画像等を、種々の解像
度、用紙サイズ等の選択や、カラー／モノカラー印刷、
両面印刷、用紙折り、ステープル、ソート等の所望する
形態で出力することとなる。
【０００７】そして共有しているプリント装置が単一の
場合であったり、複数の場合であっても、装置の仕様
（例えば２アップなどのドキュメントのページ加工、両
面プリント、ステープル止め、ステープル、用紙折り、
パンチ等のオプション状況や、解像度、フォント、カラ
ー／白黒、用紙サイズ等の仕様）が全く同じであれば、
用紙切れやトナー切れ、紙詰まり等のトラブルが発生し
ていない限り問題はない。
【０００８】しかし、全プリント装置が全てのフォーマ
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ットやオプションで出力するようにシステム構成する
と、プリント装置のコストが増大することから、出力に
対して種々の出力状況を設定する可能性がある以上、様
々な仕様のプリント装置を接続するのが一般的である。
【０００９】他方、各ユーザは出力したい画像をプリン
ト装置に対して送信する場合、上述したフォーマットや
オプションの設定を指定する必要に迫られ、当該出力が
可能なプリント装置を予め設定（選択）する必要がある
が、上述したようにネットワーク上で様々なプリント装
置が混在することから、ユーザ側がプリントシステム内
で、どのような機能を有するプリント装置が接続されて
いるのかを予め把握しておき、ジョブ要求時にその割り
当てを行なわなければならず、ユーザにとっての負担が
大きくなり、仮に割り当てるプリント装置を間違うと、
正常にジョブが終了しなかったり、終了したとしても所
望のプリント結果が得られない等の問題点があった。
【００１０】これらの問題を解決するために提案された
のが特開平７−２１４８７２号公報、特開平９−３１１
７６９号公報である。まず、特開平７−２１４８７２号
公報では、ユーザがプリント装置の機能やフォーマット
などを意識することなく、簡単な操作で所望のジョブを
実行することを目的として、プリンタ情報記憶手段から
読み出されたプリンタ情報を参照して出力可能なプリン
タを選択し、ドキュメントのフォーマットが選択された
プリンタで解釈できない場合は、解釈できるフォーマッ
トに変換する手段を備えたプリンタ選択装置及びプリン
トシステムが開示されている。
【００１１】また、特開平９−３１１７６９号公報で
は、ユーザ毎にプリンタの選択条件を設定でき、最適な
プリンタを選択すること目的として、プリント装置の状
況や機能の存在等に応じたプリント装置の選択方法を設
定する手段と、プリントサーバ側にプリント装置の状況
を調査し、クライアントからの選択条件を参照して、条
件を満足するプリント装置を選択する手段を備えたプリ
ント支援装置が開示されている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】上述の通り、特開平７
−２１４８７２号公報に記載の技術では、ユーザがプリ
ント装置の機能やフォーマットなどを意識することな
く、簡単な操作で所望のジョブを実行することができ、
また特開平９−３１１７６９号公報に記載の技術では、
ユーザ毎にプリンタの選択条件を設定でき、最適なプリ
ンタを選択することができるという点で夫々有効なもの
である。
【００１３】しかしながら、上記従来技術によれば、例
えばネットワーク上の端末装置からプリント出力する場
合に、プリント出力する文書や画像情報などのファイル
を指定し、ドキュメントのの仕上がり体裁や出力枚数、
ページ指定等の条件をその都度、設定する必要がある。
従って、ユーザは普段使うドキュメントの仕上がり体裁
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であっても、ファイルが変わる度に一々設定する必要が
あり、非常に煩わしい作業が強いられ、作業効率を著し
く低下させていた。
【００１４】さらに、ネットワーク上に複数のプリント
装置が接続されている場合、製造元や機種、また場合に
よってはドライバソフトのバージョン等によっても設定
画面が夫々異なることから、接続されているプリント装
置を使いこなすためには、ユーザは各種設定方法を予め
熟知しておく必要もあり、さらに負担が増えることとな
る。
【００１５】本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みな
されたものであり、その目的とするところは、ユーザが
製造元や機種等で異なる印刷設定方法を意識することな
く、さらに煩雑な個々の印刷条件設定を行なわずに、簡
単な操作で所望のドキュメント体裁でプリント出力する
ことができるプリントシステムの印刷設定情報の自動表
示方法を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載の発明
は、印刷するドキュメント情報と印刷条件を設定するた
めの印刷設定情報を夫々指定し、印刷要求信号を送信す
るためのユーザ端末を含む情報処理装置と、前記ユーザ
端末から指定された前記ドキュメント情報と前記印刷設
定情報、及び前記印刷要求信号に基づき、所望のドキュ
メントを印刷するプリント装置とが、ネットワークを介
して接続されたプリントシステムにおいて、前記ユーザ
端末から指定された前記印刷設定情報を記憶蓄積する工
程と、蓄積された前記印刷設定情報に基づいて、表示す
る印刷設定情報を自動的に選出する工程と、選出された
前記印刷設定情報を前記ユーザ端末で表示する工程とを
備えた印刷設定情報の自動表示方法である。
【００１７】請求項２に記載の発明は、上記印刷設定情
報を選定する工程が、蓄積された上記印刷設定情報のう
ち、使用頻度の高いものを選出する工程である請求項１
に記載の自動表示方法である。
【００１８】請求項３に記載の発明は、上記ユーザ端末
を使用するユーザ情報を設定する工程と、設定された前
記ユーザ情報毎に、指定された前記印刷設定情報を記憶
蓄積する工程と、前記ユーザ情報に基づいて、表示する
印刷設定情報を選出する工程からなる請求項１に記載の
自動表示方法である。
【００１９】請求項４に記載の発明は、上記ユーザ端末
を使用するユーザが設定した印刷設定情報と自動的に選
出した上記印刷設定情報とを比較し、一致すればユーザ
設定の前記印刷設定情報に基づき印刷し、一致しなけれ
ばユーザが設定した前記印刷設定情報又は自動的に選出
された前記印刷設定情報の何れかを選択し、選択された
設定情報で印刷する工程を含む請求項１に記載の自動表
示方法である。
【００２０】請求項５に記載の発明は、自動的に選出さ
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れ表示された上記印刷設定情報を設定項目毎に修正する
工程を含む請求項１に記載の自動表示方法である。
【００２１】請求項６に記載の発明は、上記ユーザ端末
を使用するユーザが設定した印刷設定情報と自動的に選
出した上記印刷設定情報を比較する項目を指定する工程
を含む請求項４又は５に記載の自動表示方法である。
【００２２】請求項７に記載の発明は、上記ユーザ端末
を使用するユーザが上記印刷設定情報を明示的に設定し
たか否かを判断する工程と、上記印刷設定情報を明示的
に設定したと判断した際、該印刷設定情報に基づき印刷
する工程を含む請求項１に記載の自動表示方法である。
【００２３】請求項８に記載の発明は、上記印刷設定情
報を記憶蓄積する工程と、表示する上記印刷設定情報を
自動的に選出する工程が、上記ユーザ端末を含む情報処
理端末装置又は上記プリント装置の何れかで実行される
請求項１に記載の自動表示方法である。
【００２４】
【発明の実施の形態】本発明に係るプリントシステムの
印刷情報設定方法は、ユーザにて選択指示されたドキュ
メントの仕上がり体裁を指定する印刷設定情報をそれぞ
れ所定の記憶手段に蓄積しておき、プリント出力時に蓄
積された印刷設定情報を基に、表示する印刷設定情報を
自動的に項目毎に選び出し、選定した印刷設定情報をユ
ーザに対して表示するものである。
【００２５】従って、ユーザが良く使用する印刷設定情
報が自動的に選定されて表示されるので、煩雑な個々の
印刷条件設定を行なわずに、簡単な操作で所望のドキュ
メント体裁でプリント出力することができるプリントシ
ステムの印刷情報設定方法を提供することができる。
【００２６】ここで、仕上がり体裁を指定する印刷設定
情報には、解像度、カラー／白黒、用紙サイズ、拡大／
縮小、２アップなどのページ加工、両面印刷、ソート、
ステープル止め等の項目を指し、装置仕様によってはこ
れら情報以外のものについても、適宜含めることは可能
である。
【００２７】本発明の印刷設定情報の自動表示方法を適
用した印刷制御装置、及びプリントシステムの実施形態
を、図２、図６〜図１４を参照して以下に説明する。
尚、以下説明では、表示する印刷設定情報が、推奨され
る印刷設定情報を自動的に選出し自動的に表示する実施
形態を説明するが、本発明はそれのみに限定されるもの
ではなく、例えば推奨しない印刷設定情報を表示して使
用者の印刷設定を支援するような構成とすることができ
る。この場合、例えば使用者が設定した印刷設定情報を
蓄積する場合に、印刷時に不具合が発生した印刷設定条
件を蓄積し、表示部に表示させることで、印刷時の不具
合を事前に回避させることができるという作用を奏する
ことが可能である。
【００２８】さて図２は、プリントシステム１の全体構
成図を示しており、ネットワーク上に接続されたワーク
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ステーションやパソコン、携帯端末等のユーザ端末２で
作成された電子情報（ドキュメント）を、ネットワーク
上に接続されたプリンタやデジタル複写機等のプリント
装置３にて出力する。ここでプリント装置３は単一の場
合もあれば、複数の場合もある。
【００２９】上述したユーザ端末２は、例えば携帯端末
であり、アプリケーションソフトウェアとプリンタドラ
イバとを少なくとも備えており、プリンタサーバ４は、
ユーザ端末２とは別の能力の高いワークステーションな
どの情報端末に備えられ、ここに印刷設定情報を蓄積す
る印刷設定記憶部５（以下、記憶部５と称する）及び、
記憶部５に蓄積されている蓄積情報を基に推奨する印刷
設定情報を選び出す印刷設定判定部６（以下、判定部６
と称する）が設けられている。尚、上述した記憶部５や
判定部６を有するプリントサーバを別の情報端末におい
て、独立して備えるように構成することで、ユーザ端末
の負荷を大幅に軽減することも可能である。
【００３０】図２、図３は記憶部５に格納されているデ
ータの構成を概念的に図式化したものであり、記憶部５
にはユーザ情報７、履歴情報８、推奨設定情報９が格納
されている。ここでユーザ情報とは、図４に図示してい
る通り、ユーザ個人の有するユーザＩＤは勿論のこと、
端末毎の個別情報であるＩＰアドレス（Internet Proto
col Address）、接続アドレス等の情報が含まれる。ま
た、ネットワーク接続のための通信プロトコルについて
は、特に限定されるものではなく、例えば、インターネ
ットやイントラネットで一般的に用いられるＴＣＰ／Ｉ
Ｐ（Transmission Control Protocol/Internet Protoco
l）やピアツーピア（peer to peer）のものや、例えば
情報処理装置のＯＳ（Operating System）独自のプリン
タ出力用のプロトコルやイーサネット（Ethernet）、光
通信接続、無線接続でも良い。
【００３１】図３に示しているように、記憶部５には、
ユーザ情報７毎に、履歴情報８及び推奨設定情報９が対
応して格納されており、履歴情報８とは、印刷設定の各
設定項目毎に、設定内容８ａ，設定回数８ｂ、設定頻度
８ｃ、変更回数８ｄ、頻度８ｅの各情報からなる。
【００３２】ここで設定項目とは、具体的には「印刷の
向き」、「両面印刷等」の印刷設定画面で設定する各項
目であり、設定内容８ａとは、例えば設定項目が「両面
印刷」の場合は「あり」、「なし」であり、１ページ内
に出力するコマ数を設定する「Ｎｕｐ」の場合は、１コ
マ出力する「１ｕｐ」、２コマ出力する「２ｕｐ」等で
ある。
【００３３】また、設定頻度８ｃとは、上記の所定期間
における印刷要求の回数でトータル回数を除したパーセ
ンテージであり、過去において、当該項目の当該内容の
用いられた頻度を表わすものである。次いで、変更回数
８ｄとはユーザが表示された推奨設定情報の当該項目を
変更した回数を表わし、頻度８ｅとは、変更回数８ｄを
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設定回数８ｂで除したパーセンテージであり、この頻度
が高い程、ユーザが設定回数を頻繁に変更していること
となる。
【００３４】一方、推奨設定情報９とは、印刷設定にお
いて設定すべき複数の各種設定項目とその内容とは対に
なった情報であり、各項目毎に設定頻度の高いものが判
定部６によって選択される。すなわち、蓄積された印刷
設定情報を基に、各項目毎に頻度の高いものを推奨設定
情報として自動的に選び出すことによって、最も多く使
用している印刷設定が自動的に選定されることになり、
高い確率で所望する印刷設定情報が得られることとな
る。尚、図３では推奨設定情報９として、第１推奨情報
９ａ〜第３の推奨情報９ｃが推奨情報９として記憶部に
記憶されている状態を表わしている。
【００３５】ここで、記憶部５に記憶された印刷情報の
うち、予め設定された条件を満たす比較的古い印刷設定
情報は順次或いは定期的に消去していくように構成する
ことが望ましく、記憶部５の記憶容量を削減できる効果
がある。すなわち、あまり古い設定情報は再度使用され
る確率も低いので、記憶部５に記憶しておくことは無意
味であり、こうすることで、常に有効な累積情報から推
奨設定情報を選択することができるからである。情報を
消去するための条件としては、記憶部５に記憶している
情報量が所定の値を越えた時点であるとか、情報が記憶
された日付情報により所定期間を経たものとすれば良
い。
【００３６】また本実施形態では、判定部６により、第
１推奨設定情報９ａ〜第３推奨設定情報９ｃというよう
に、複数段階の候補が選択されており、このように複数
段階で推奨する印刷設定情報を自動的に選び出してお
き、選定された推奨印刷設定情報のうちの頻度の高い推
奨印刷設定情報を、各ユーザ端末２に接続された表示部
に表示するように構成されている。
【００３７】このように設定することにより、頻繁に使
用される印刷設定を表示部の前面に表示し、第２候補、
第３候補の印刷設定をそれよりも後面に準備しておくこ
とにより、仮に所望する印刷設定でなくても、次の面の
次候補を選択することで、項目毎に一々印刷設定を変更
する必要がなく短時間で印刷設定が完了し、効率的にプ
リント出力動作を実行することができる。
【００３８】尚、第２の推奨設定情報９ｂとしては、単
純な頻度により並び替えばかりではなく、例えば前回指
定された印刷設定条件をそのまま当てはめて用いても良
いし、さらには時間的な差で並び替えたりしても良いこ
とは勿論である。図５に詳細設定画面の一例を図示して
おり、全ての設定条件と比較したり、頻度により限定し
て比較したりさせることも可能であり、頻度設定として
も、最も良く変更する項目だけの場合、頻繁に変更する
項目だけの場合、あまり変更しない項目だけで夫々比較
するようにしても良い。
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【００３９】図１０は、プリントシステム１において、
ユーザからユーザの意志により明示的設定がない場合の
処理フローを示す。まず、ユーザがユーザ端末２を用い
て、アプリケーションプログラムからプリンタドライバ
にアクセスすると（ステップＳ１、以後Ｓ１というよう
に略す）、ドライバはネットワークを介してプリントサ
ーバ４に印刷要求を行なう（Ｓ２）。
【００４０】プリンタサーバ４では、ユーザ情報の有無
を確認し（Ｓ３）、ユーザ情報がない場合には、ユーザ
情報を新規に作成するか否かをユーザに問い（Ｓ１
２）、作成しない旨の指定が行なわれると、現在設定さ
れている印刷条件でそのまま印刷し（Ｓ５）、印刷処理
を終了することとなる。
【００４１】一方、Ｓ１２でユーザ情報を作成する旨の
指示がなされると、ユーザ情報を新規に作成し（Ｓ１
３）、図３に示したユーザ毎の履歴情報、推奨設定情報
を初期設定する（Ｓ１４）。ここで、推奨設定情報の初
期設定値は予め定められているように構成されている。
尚、予め設定される初期設定値は、装置を使用する目的
や使用環境、ネットワーク環境等で異なるので、初期設
定値自体を設定するモードを備えることで、例えば設置
場所を変更した際に対応することが可能となる。
【００４２】Ｓ３でユーザ情報がある場合、或いはＳ１
４でユーザ情報が新規に作成されると、現在指定されて
いる印刷設定情報と、推奨設定情報とが一致するか否か
が判断され（Ｓ４）、一致する場合は、履歴情報８のみ
を変更し（Ｓ１６）、Ｓ５において、当該情報で印刷さ
れることになる。
【００４３】一方、Ｓ４で一致しない場合は、図８で示
すような画面を表示して、設定情報が一致していないこ
とをユーザに知らせ（Ｓ６）、推奨設定情報に変更する
か否かを問合わせ（Ｓ７）、推奨設定情報を変更せずに
プリント出力を行なう場合（図８において、「いいえ」
が選択される場合に相当する）には、現在設定されてい
る印刷条件で印刷することとなる（Ｓ５）。さらにここ
で履歴情報８も変更すると共に、履歴情報の変更に対応
して、推奨設定情報が変更される場合は、これも変更さ
れる（Ｓ１０）。
【００４４】一方、Ｓ７で推奨設定情報に変更すること
が指示されると（図８において、「はい」が選択される
場合に相当する）、推奨設定情報９を閲覧するか否かを
問合わせ（Ｓ８）、閲覧が指示されない場合はＳ９にお
いて図１０に示すような画面を表示して推奨設定情報９
を変更するか否かが問われる。閲覧が指示される場合に
は（図８において、「詳細」が選択される場合に相当す
る）、記憶部５から推奨設定情報９を読み出して、例え
ば図９に示すような画面を表示し、Ｓ９へ処理が移行す
る。
【００４５】ここで図９において示した画面を表示され
るのは、詳細設定の際に、設定項目として、頻度により
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限定した比較であり且つ最も頻繁に変更する項目だけが
設定されているためであり、これによって履歴情報８に
おいて変更頻度の高い項目だけがピックアップされて一
致、不一致が判定される。
【００４６】次いでＳ９で推奨設定情報９が変更される
と、Ｓ１０にて履歴情報９及びこれに対応した推奨設定
情報９の更新を行なった後、Ｓ９にて変更指定された推
奨設定情報による印刷が行なわれる（Ｓ５）。一方、Ｓ
９で推奨設定情報９が変更されなかった場合には、履歴
情報のみ変更し（Ｓ１５）、推奨設定情報９で印刷が実
行される。
【００４７】図１１は、プリントシステム１において、
ユーザが自らの意志で情報設定する場合の処理フローを
示す。ユーザがユーザ端末２を用いて、アプリケーショ
ンプログラムからプリンタドライバにアクセスすると
（Ｓ２１）、プリンタドライバの印刷条件設定画面が表
示され、ここでユーザにて明示的に設定が変更された
（設定された）後（Ｓ２２）、ドライバはネットワーク
を介してプリントサーバ４に印刷要求を行なう（Ｓ２
３）。
【００４８】プリントサーバ４では、設定情報が明示的
に変更されているか否かを判断し、明示的に変更されて
いる場合には、Ｓ２７に処理が移行して印刷処理を実行
する。
【００４９】一方、明示的に変更されていない場合は、
Ｓ２５に進んでユーザ情報の有無を確認し、ユーザ情報
がない場合には、ユーザ情報を新規に作成するか否かを
ユーザに問合わせ（Ｓ３４）、作成しない旨の指定があ
ると、現在設定されている印刷条件でそのまま印刷し
（Ｓ２７）処理を終了する。
【００５０】次いで、Ｓ３４でユーザ情報作成が指示さ
れると、Ｓ３５でユーザ情報を作成し、図３に示したユ
ーザ情報毎の履歴情報８、推奨設定情報９を初期設定す
る（Ｓ３６）。ここでも同様にして、推奨設定情報９の
初期設定値は予め設定されているが、初期設定値そのも
のを各種設定できるように構成しても良いことはいうま
でもない。
【００５１】Ｓ２５でユーザ情報がある場合、或いはＳ
３６でユーザ情報が作成されると、現在設定されている
印刷設定情報と、推奨設定情報９とが一致するか否かが
判断され（Ｓ２６）、一致する場合はＳ３６で履歴情報
８のみ変更し、Ｓ２７にてその条件の印刷処置が行なわ
れる。
【００５２】他方、Ｓ２６で一致しない場合は、図８で
示すような画面を表示して、一致しないことをユーザに
知らせ（Ｓ２８）、推奨設定情報９に変更するか否かを
問い（Ｓ２９）、推奨設定情報９に変更しない場合（図
８において、「いいえ」が選択される場合に相当す
る）、現在設定されている印刷条件で印刷される（Ｓ２
７）。またここで履歴情報を変更すると共に、履歴情報
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の変更に対応して推奨設定情報９が変更される場合はこ
れも変更する（Ｓ３２）。
【００５３】Ｓ２９で推奨設定情報９に変更されること
が指示されると（図８において、「はい」が選択される
場合に相当する）、推奨設定情報９を閲覧するか否かを
問い（Ｓ３０）、閲覧が指示されない場合は、Ｓ３１に
て図１０に示すような画面を表示して推奨設定情報９を
変更するか否かを問う。閲覧が指示されると（図８にお
いて、「詳細」が選択される場合に相当する）、記憶部
５から推奨設定情報９を読み出して、図９に示すような
画面をユーザに表示してから、Ｓ３１に処理が移行す
る。
【００５４】Ｓ３１で推奨設定情報９が変更されると、
Ｓ３２で履歴情報８及びこれに伴う推奨設定情報９の変
更を行なった後、Ｓ３１にて変更指定された推奨設定情
報９で印刷を行なう（Ｓ２７）。Ｓ３１で推奨設定情報
９が変更されなかった場合は、履歴情報のみ変更し（Ｓ
３７）、推奨設定情報９で印刷を行なう（Ｓ２７）。
【００５５】ここでは、推奨設定情報を選択するときの
工程において、ユーザ情報（ユーザＩＤや接続ＩＤ、及
びＩＰアドレス）毎に推奨する印刷設定情報９を自動的
に選び出すように構成したので、推奨する印刷設定情報
が個人や端末を特定して自動的に選び出され、個人や端
末特有の印刷設定が確実に得られ、所望のプリント結果
が得られることとなる。従って、通常使用しているユー
ザ端末からではなく他の端末から印刷要求する場合であ
っても、確実に個人が所望するプリント結果が得られる
こととなる。
【００５６】また上記処理方法では、現在設定されてい
る印刷設定情報と、蓄積された印刷設定情報を基に自動
的に選び出した推奨設定情報９とを比較し、一致すれば
そのまま印刷し、一致しなければ選択可能な構成になっ
ている。従って、ユーザは現在の印刷設定情報と推奨設
定情報９のいずれかを選択してプリント動作させられる
ので、ユーザの所望する情報を選択するだけで項目毎に
一々設定内容を変更することなく、短時間で設定が完了
するので、作業効率が著しく向上する。
【００５７】また上述したフローのＳ８やＳ３０で閲覧
を指示することで、図９に示すような画面を表示して、
現在の印刷設定情報と蓄積された印刷設定情報を基に自
動的に選び出した推奨設定情報９とを比較し、検討した
上で選択できるので、例えばユーザが必要な項目以外は
設定しないような場合等では、最低限の項目を指定する
だけで、これら項目のみ印刷設定情報と推奨設定情報を
比較し一致するば印刷できるので、ユーザの手を煩わせ
ることなく短時間で所望する印刷設定が得られ、印刷を
実行することができる。
【００５８】さらに、図１０で図示している通り、推奨
設定情報９は設定項目毎に変更可能な構成となってお
り、ユーザが印刷設定に不満のある場合に、推奨設定情
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報の画面において、直接的に所定の項目を変更すること
ができる。ここで、推奨設定情報の表示画面では、頻繁
に変更する項目が前面に表示されるように構成している
ので、仮にユーザが設定変更しても、即座に効率よく変
更作業を行なうことができる。
【００５９】また、図７のフローチャートに示した通
り、ユーザが印刷設定情報を明示的に設定した場合は、
推奨設定情報との比較は敢えて行なわずに、そのままの
条件で印刷されるように工夫したので、ユーザの手を煩
わせることなく、短時間で所望する印刷設定とすること
ができ、印刷を行なえる。
【００６０】尚、上述した実施形態においては、ユーザ
端末２にアプリケーションプログラムとプリンタドライ
バとを収納しておき、印刷設定記憶部５と印刷設定判定
部６を有したプリンタサーバ４を、ユーザ端末２以外の
情報端末として配置したものを例示しているが、本発明
に係る印刷設定情報の推奨設定方法を実施可能な実施形
態はこれに留まるものではない。例えば各機能がどのよ
うに分割されていても良いことは勿論であり、他の形態
について、図１１〜図１４にその一例を図示している。
【００６１】例えば図１１は、パソコン等から構成され
るユーザ端末２と、プリント装置３とがネットワークを
介して一対一で接続されている場合を表わしており、上
述した印刷制御装置がユーザ端末２内に具備されてい
る。これにより、ワークステーション等のプリンタサー
バ４がネットワーク上で接続されず、デジタル複写機の
出力やプリンタがユーザ端末２に一対一で接続されてい
るような比較的小規模のネットワークにおいて、好適に
実施することができ、この場合でも、ユーザが頻繁に使
用する印刷設定を自動的に選定されるので、項目毎に一
々印刷設定を変更する必要もなく、短時間で設定が完了
でき、作業効率が向上するという同様の効果が期待でき
る。
【００６２】図１２は、パソコン等から構成される少数
のユーザ端末２と、プリント装置３とがネットワークを
介して接続されている場合を表わしており、上述したプ
リンタサーバ部分が夫々複数のユーザ端末に分散されて
配置されたものである。これにより、ワークステーショ
ン等のプリンタサーバ４がネットワーク上で接続され
ず、デジタル複写機の出力やプリンタが少数のユーザ端
末２に接続されているような比較的小規模のネットワー
クにおいて、好適に実施することができ、この場合で
も、ユーザが頻繁に使用する印刷設定を自動的に選定さ
れるので、項目毎に一々印刷設定を変更する必要もな
く、短時間で設定が完了でき、作業効率が向上するとい
う同様の効果が期待できる。また印刷設定情報の記憶部
５を、ユーザ端末２のうちの比較的メモリ容量の多い方
の端末に設けることで、メモリの有効活用を図ることが
でき、柔軟なシステム構築が可能となる。
【００６３】図１３は、パソコン等から構成される少数
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のユーザ端末２と、プリント装置３とがネットワークを
介して接続されている別の場合を表わしており、上述し
たプリンタサーバ部分が夫々複数のユーザ端末に分散さ
れて配置されたものである。このように構成すること
で、処理能力は高いが、記憶容量の比較的少ない端末に
プリントサーバの処理部分を分散させ、所定の端末には
アプリケーションプログラムとプリンタドライバを収納
させることで、同様な効果が期待できると共に、比較的
処理能力が低い（古い）端末に容量の大きい安価な旧式
メモリを備えることで、端末の有効利用が可能になり、
柔軟なシステム構築が可能となる。
【００６４】図１４は、パソコン等から構成される少数
のユーザ端末２と、少数のプリント装置３とがネットワ
ークを介して接続されている別の場合を表わしており、
上述したプリンタサーバ部分がプリント装置５内に配置
されたものである。このように構成することで、例えば
接続されるプリント装置の数が比較的少なく、ユーザ端
末２のメモリ容量や処理能力が低い場合に好適に実施し
うる形態であり、プリンタサーバ部分のコスト上昇分が
比較的処理能力とメモリ容量の大きいプリント装置３だ
けに関係するので、比較的安価なユーザ端末用いること
ができ、同様な効果と共に、柔軟なシステム構築が可能
となる。
【００６５】また、上述した各プリントシステムにおい
ては、プリンタドライバを常にユーザ端末に備えた攻勢
としているが、プリンタドライバもネットワーク上の他
の端末、或いはプリント装置に具備させることも可能で
あり、その場合例えば、各ユーザ端末がプリンタドライ
バをダウンロードする構成としても良く、共通のプリン
タドライバをインストールする手間が省けたり、常にユ
ーザ端末側で記憶しておく必要がないので、メモリ資源
を有効活用できるという新たな効果を奏することができ
る。
【００６６】以上が本願発明の実施形態の説明である
が、本願構成の一部をソフトウェア又はハードウェアに
変更し実施することも可能であることはいうまでもな
い。特にユーザ端末のプリンタドライバ部分やアプリケ
ーション部分、印刷設定判定部の一部をハードウェア又
は所定の記録媒体に記録されたソフトウェアやメモリカ
ード、リムーバブルメディア、ＰＣカード等に置換して
構成することも可能であり、例えばソフトウェアで構成
した部分については、配布、複写、更新、装置への実装
が容易となり、リムーバブルメディア、メモリカード、
ＰＣカード等の交換可能な部材で構成した部分は交換、
変更が可能となる等の新たな効果が得られることは勿論
である。
【００６７】さらに上述した実施形態においては、主に
ユーザ情報やユーザ端末情報に対応して、使用頻度の高
い推奨印刷設定条件を、ユーザ端末の表示部に表示さ
せ、出力を支援するものを例示したが、例えば印刷の際
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に出力先のプリント装置を選択したときに、各プリント
装置毎で使用されている推奨印刷設定条件を、各ユーザ
端末の表示部に表示するように構成したり、その場合で
も、各ユーザ毎や各用紙サイズ毎、英文、和文、カラー
／白黒印刷、アプリケーションソフトウェア毎等の条件
と組み合わせて、頻度や日付情報等の順番で表示するよ
うに構成しても良い。
【００６８】その場合、各プリンタ装置毎の使用上の制
約、例えば有効印字面積や印字濃度、解像度等を考慮し
て、時間をかけて最適に設定した印刷状態を推奨条件を
即座に利用することができ、また定型文書の印字等で微
妙な装置間の印字結果の差を少なくするように予め設定
することが可能となり、試し印字等の削減が可能になる
など種々の効果を期待することができる。
【００６９】
【発明の効果】請求項１に記載の発明は、印刷するドキ
ュメント情報と印刷条件を設定するための印刷設定情報
を夫々指定し、印刷要求信号を送信するためのユーザ端
末を含む情報処理装置と、前記ユーザ端末から指定され
た前記ドキュメント情報と前記印刷設定情報、及び前記
印刷要求信号に基づき、所望のドキュメントを印刷する
プリント装置とが、ネットワークを介して接続されたプ
リントシステムにおいて、前記ユーザ端末から指定され
た前記印刷設定情報を記憶蓄積する工程と、蓄積された
前記印刷設定情報に基づいて、表示する印刷設定情報を
自動的に選出する工程と、選出された前記印刷設定情報
を前記ユーザ端末で表示する工程とを備えた印刷設定情
報の自動表示方法である。
【００７０】従って、ユーザが頻繁に使用する印刷設定
情報を自動的に選定することができ、設定すべき項目毎
に一々設定を変更する必要がなく、短時間で印刷設定を
完了することができ、作業効率を著しく向上させること
ができる。また、デジタル複写機のコピー出力やパソコ
ンとプリンタの一対一接続のプリンタ出力等の種々の形
態であっても、同様な効果が期待できる。
【００７１】またこの場合、上記記憶工程で、予め定め
る条件、例えば日付情報が古いとか、頻度が少ないもの
については、選定される印刷設定情報の候補から消去す
るように構成することも可能であり、常に有効な累積情
報より印刷設定情報が選択され、メモリの有効活用を図
れると共に、印刷設定情報の選出する処理量や処理時間
が少なくて済むという効果もある。
【００７２】さらに、上記表示工程において、選出され
た印刷設定情報を前面に表示し、第２候補、第３候補を
後面に配置するように構成すれば、仮に表示する印刷設
定情報が推奨される印刷設定情報を表示する場合に、前
面に表示された推奨設定情報が所望する設定ではない場
合であっても、次面に表示されているので、迅速に選択
することができ、作業効率がさらに大きくなる。
【００７３】また表示する印刷設定条件についても、推
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奨する印刷設定条件を表示するようにしても良いし、逆
に推奨しない印刷設定条件を表示させることも可能であ
る。前者の場合は、例えば定形文書を異なる機種で印字
するための共通化や、機種の仕様等により、最も印字品
位が高いとか、印刷時間が短くて済む等の条件を迅速か
つ正確に表示して、作業効率の向上や印刷結果の共通化
等がはかれる。一方、推奨しない印刷設定条件を表示す
ることで、過去の印刷トラブルにまつわる印刷設定を予
め回避することができ、印刷ミスやプリント装置の故障
などの不具合も回避できるという効果がある。
【００７４】請求項２に記載の発明は、請求項１におい
て、上記印刷設定情報を選定する工程は、蓄積された上
記印刷設定情報のうち、使用頻度の高いものを選出する
工程であることを特徴としているので、請求項１の効果
に加え、最も使用頻度の高い印刷設定が自動的に選定さ
れ、高い確率で所望する印刷設定を行なうことができる
という効果がある。
【００７５】請求項３に記載の発明は、請求項１におい
て、上記ユーザ端末を使用するユーザ情報を設定する工
程と、設定された前記ユーザ情報毎に、指定された前記
印刷設定情報を記憶蓄積する工程と、前記ユーザ情報に
基づいて、表示する印刷設定情報を選出する工程からな
ることを特徴としているので、表示する印刷設定情報を
個人や端末を特定して自動的に選び出すことができ、個
人や端末毎の特有な印刷設定が確実に得られ、通常使用
しているユーザ端末からだけでなく、他の端末から印刷
要求した場合であっても、確実に所望する印刷設定が得
られるという効果がある。
【００７６】請求項４に記載の発明は、請求項１におい
て、上記ユーザ端末を使用するユーザが設定した印刷設
定情報と自動的に選出した上記印刷設定情報とを比較
し、一致すればユーザ設定の前記印刷設定情報に基づき
印刷し、一致しなければユーザが設定した前記印刷設定
情報又は自動的に選出された前記印刷設定情報の何れか
を選択し、選択された設定情報で印刷する工程を含むこ
とを特徴としているので、使用者が設定した印刷設定情
報と自動的に選出された印刷設定情報の何れかを選択で
き、ユーザが所望する側を選択するだけで、項目毎に一
々印刷設定を変更する必要がなく、短時間で設定が完了
し、作業効率が向上するという効果がある。
【００７７】請求項５に記載の発明は、請求項１におい
て、自動的に選出され表示された上記印刷設定情報を設
定項目毎に修正する工程を含むことを特徴としているの
で、ユーザがその印刷設定に不満がある場合でも、自動
的に選定され表示されている設定情報画面から直接的で
容易に設定変更でき、例えば表示された設定情報と少し
異なるだけで、全てユーザが印刷設定条件を入力をし直
すといった手間がかからず、作業性が一段と向上する。
【００７８】また、表示する印刷設定情報のうち頻繁に
変更する項目を表示画面の前面に配置するように構成す
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ることも可能であり、ユーザが設定変更しようとする場
合に、迅速且つ正確に設定変更することができるという
効果がある。
【００７９】請求項６に記載の発明は、請求項４又は５
において、上記ユーザ端末を使用するユーザが設定した
印刷設定情報と自動的に選出した上記印刷設定情報を比
較する項目を指定する工程を含むことを特徴としている
ので、ユーザにとって所定の項目以外は設定する必要の
ない項目がある場合に、これら項目を指定し、入力した
印刷設定情報と自動的に選定された印刷設定情報とを比
較し一致すれば印刷されるので、ユーザの手を煩わせる
ことなく、迅速に所望する印刷設定で印字動作させるこ
とができるという効果がある。
【００８０】請求項７に記載の発明は、請求項１におい
て、上記ユーザ端末を使用するユーザが上記印刷設定情
報を明示的に設定したか否かを判断する工程と、上記印
刷設定情報を明示的に設定したと判断した際、該印刷設
定情報に基づき印刷する工程を含むことを特徴としてい
るので、ユーザが印刷情報設定を明示的に設定した場合
は、そのまま印刷することも可能であり、ユーザの手を
煩わせることなく迅速に印刷設定することができプリン
ト動作を行なえる。
【００８１】請求項８に記載の発明は、上記印刷設定情
報を記憶蓄積する工程と、表示する上記印刷設定情報を
自動的に選出する工程が、上記ユーザ端末を含む情報処
理端末装置又は上記プリント装置の何れかで実行される
ことを特徴としているので、例えば、ネットワーク上の
パソコンや携帯端末等の情報処理端末装置からプリント
装置へのプリント出力時に、印刷設定情報の記憶部及び
判定部を処理能力の高いワークステーションなどの情報
端末装置に設けるように構成することで、ユーザ端末装
置の負荷を大幅に軽減できる。
【００８２】また、印刷設定情報の記憶部をメモリ容量
の多い他のワークステーションなどの情報端末装置に設
けるように構成することで、ユーザ端末装置のメモリを
有効活用することができる。さらに、印刷設定情報の記
憶部及び判定部を処理能力の高い他のワークステーショ
ンなどの情報端末装置に分散させて構成することによ
り、ユーザ端末装置の負荷が大幅に軽減でき、またワー
クステーションなどの情報端末装置も機能分散させるこ
とによりそれぞれの負荷が軽減される。従って、構成す
るネットワークの形態に応じて最適なシステム構築が可
能であり、資源の有効化が図れるという格別な効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るプリントシステムの構
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成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る記憶部のデータ構成の
説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る記憶部の更なる詳細な
データ構成の説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係るユーザ情報の説明図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に係る詳細設定画面の表示イ
メージである。
【図６】本発明の実施形態に係る処理フローチャートで
ある。
【図７】本発明の実施形態に係る処理フローチャートで
ある。
【図８】本発明の実施形態に係る警告画面の表示イメー
ジである。
【図９】本発明の実施形態に係る印刷設定画面の表示イ
メージである。
【図１０】本発明の実施形態に係る印刷設定画面の表示
イメージである。
【図１１】本発明の他の実施形態に係るプリントシステ
ムの構成図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係るプリントシステ
ムの構成図である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係るプリントシステ
ムの構成図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係るプリントシステ
ムの構成図である。
【符号の説明】
１ プリントシステム
２ ユーザ端末
３ プリント装置
４ プリンタサーバ
５ 印刷設定記憶部
６ 印刷設定判定部
７ ユーザ情報
８ 履歴情報
８ａ 設定内容
８ｂ 設定回数
８ｃ 設定頻度
８ｄ 変更回数
８ｅ 頻度
９ 推奨設定情報
９ａ 第１の推奨情報
９ｂ 第２の推奨情報
９ｃ 第３の推奨情報
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【図８】

【図９】
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【図１０】
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【図１３】
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【図３】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１４】

