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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入されたジョブを転送可能な画像処理装置であって、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるジョブ投入受付手段
と、
　前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧を表示するジョブ一覧表示手段
と、
　前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じてい
ずれかのジョブを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択されたジョブの状態を判断する判断手段と、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョ
ブを他の画像処理装置へ転送する指示を受け付ける出力先受付手段と、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択
された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択さ
れてから前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けるまでの
間に印刷中になった場合に、当該ジョブを他の画像処理装置へ転送することを禁止する禁
止手段と、
　前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けたジョブを当該
他の画像処理装置に転送するジョブ制御手段と
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記出力先受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送された
ジョブを除くジョブについて、他の画像処理装置への出力の設定を受け付けることを特徴
とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像処理装置において、該画像処理装置は、印刷前に認証を
要求する秘匿モード出力が可能であり、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョ
ブに対する秘匿モードの設定を受け付ける秘匿設定受付手段をさらに備え、
　前記禁止手段は、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択された時に印刷
中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択されてから前記出
力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けるまでの間に印刷中にな
った場合に、当該ジョブに対する秘匿モードの設定を禁止することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記秘匿設定受付手段は、前記出力先受付手段により前記他の画像処理装置への転送の
指示を受け付けたジョブを強制的に秘匿モードへ設定することを特徴とする画像処理装置
。
【請求項５】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記秘匿設定受付手段は、前記出力先受付手段により前記他の画像処理装置への転送の
指示を受け付けたジョブを強制的に非秘匿モードへ設定することを特徴とする画像処理装
置。
【請求項６】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記出力先受付手段は、前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジ
ョブの出力先を強制的に自装置に設定することを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記秘匿設定受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送され
たジョブを除くジョブについて、秘匿モードの設定を受け付けることを特徴とする画像処
理装置。
【請求項８】
　請求項３ないし７のいずれかに記載の画像処理装置において、
　前記ジョブの出力条件の設定を受け付けるジョブ出力条件受付手段と、
　前記ジョブ出力条件受付手段により設定を受け付けたジョブの出力条件に応じて、前記
出力先受付手段または前記秘匿設定受付手段による受付を制限する制限手段と
　をさらに備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像処理装置において、
　前記ジョブの出力条件は、他の画像処理装置への転送と秘匿モードとを排他的に設定さ
せる第一の出力条件と、他の画像形成装置への転送を行う場合には強制的に秘匿モードを
設定する第二の出力条件とを含むことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項３ないし９のいずれかに記載の画像処理装置において、
　該画像処理装置は、前記投入されたジョブについて認証を行うユーザ認証手段をさらに
備え、
　前記出力先受付手段または前記秘匿設定受付手段による受付は、前記ユーザ認証手段に
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よる認証が認められたジョブについて行うことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　投入されたジョブを転送可能な画像処理装置であって、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるジョブ投入受付手段
と、
　前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧を表示するジョブ一覧表示手段
と、
　前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じてい
ずれかのジョブを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択されたジョブの状態を判断する判断手段と、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョ
ブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を受け付ける秘匿設定受付手段と
、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択
された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択さ
れてから前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けるまでの間に、前記選
択されたジョブの状態が印刷中になった場合に、当該ジョブに関して、印刷前に認証を要
求する秘匿モードの設定を禁止する禁止手段と、
　前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジョブを前記秘匿モードで
印刷処理する印刷手段と
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像処理装置において、
　前記秘匿設定受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送され
たジョブを除くジョブについて、秘匿モードの設定を受け付けることを特徴とする画像処
理装置。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の画像処理装置において、
　該画像処理装置は、前記投入されたジョブについて認証を行うユーザ認証手段をさらに
備え、
　前記秘匿設定受付手段による受付は、前記ユーザ認証手段による認証が認められたジョ
ブについて行うことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３のいずれかに記載の画像処理装置において、
　前記画像処理装置は、情報処理装置から受信したジョブを出力するプリンタ機能、スキ
ャナ機能、コピー機能およびＦＡＸ機能からなる群から選択される少なくとも２つの機能
を含む複合装置であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１５】
　投入されたジョブを転送可能な画像処理装置により実行される画像処理方法であって、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるステップと、
　投入された前記ジョブの一覧を表示するステップと、
　表示された前記ジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択
する選択ステップと、
　選択された前記ジョブの状態を判断するステップと、
　前記判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブを他の画像処
理装置へ転送する指示を受け付けるステップと、
　前記判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択された時に印刷
中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択されてから前記出
力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けるまでの間に印刷中にな
った場合に、当該ジョブを他の画像処理装置へ転送することを禁止するステップと、
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　前記他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けたジョブを当該他の画像処理装置に転
送するステップと
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１６】
　投入されたジョブを転送可能な画像処理装置により実行される画像処理方法であって、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるステップと、
　投入された前記ジョブの一覧を表示するステップと、
　表示された前記ジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択
するステップと、
　選択された前記ジョブの状態を判断するステップと、
　前記判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブに関して、印
刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を受け付けるステップと、
　前記判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択された時に印刷
中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択されてから前記秘
匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けるまでの間に、前記選択されたジョブ
の状態が印刷中になった場合に、当該ジョブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モー
ドの設定を禁止するステップと、
　前記秘匿モードの設定を受け付けたジョブを前記秘匿モードで印刷処理するステップと
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１７】
　投入されたジョブを転送可能なコンピュータを、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるジョブ投入受付手段
、
　前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧を表示するジョブ一覧表示手段
、
　前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じてい
ずれかのジョブを選択する選択手段、
　前記選択手段により選択されたジョブの状態を判断する判断手段、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョ
ブを他の画像処理装置へ転送する指示を受け付ける出力先受付手段、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択
された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択さ
れてから前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けるまでの
間に印刷中になった場合に、当該ジョブを他の画像処理装置へ転送することを禁止する禁
止手段、および
　前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けたジョブを当該
他の画像処理装置に転送するジョブ制御手段として機能させることを特徴とするコンピュ
ータプログラム。
【請求項１８】
　投入されたジョブを転送可能なコンピュータを、
　既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるジョブ投入受付手段
、
　前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧を表示するジョブ一覧表示手段
、
　前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じてい
ずれかのジョブを選択する選択手段、
　前記選択手段により選択されたジョブの状態を判断する判断手段、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョ
ブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を受け付ける秘匿設定受付手段、
　前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択
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された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選択さ
れてから前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けるまでの間に、前記選
択されたジョブの状態が印刷中になった場合に、当該ジョブに関して、印刷前に認証を要
求する秘匿モードの設定を禁止する禁止手段、および
　前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジョブを前記秘匿モードで
印刷処理する印刷手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置および画像処理方法に関し、より具体的には、複数の画像処理装
置がネットワーク接続されて相互通信可能な印刷システムにおいて、画像処理装置間でジ
ョブを受け渡して出力することに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のネットワーク技術の飛躍的な進歩に伴い、ネットワーク対応のプリンタ、ＦＡＸ
、スキャナ、あるいはこうした機能を併せ持った多機能周辺機器のような印刷装置が実用
化されている。また、これら印刷装置をネットワークで連動させて印刷を行う印刷システ
ムも提案されている。
【０００３】
　図１５は、こうした印刷システムにおいて一般的な機能である秘匿モード印刷とリモー
トコピーの例を説明するための図である。
【０００４】
　秘匿モード印刷は、印刷の際にユーザ認証を行う機能で、例えば、ホスト装置１４１か
ら秘匿モードでジョブを印刷装置１４２に送ると、印刷装置１４２ではユーザ認証（パス
ワード入力等）が行われるまで印刷を行わないように制御する。
【０００５】
　リモートコピー印刷は、ある印刷装置から他の印刷装置に対して印刷処理を実行させる
機能である。例えば、リモートコピー印刷の場合、印刷装置１４４でコピー操作を受ける
と、印刷装置１４４でスキャンした画像のジョブ（リモートコピージョブ）を遠隔の印刷
装置１４３に送信し、印刷装置１４３がそのジョブに基づき画像を出力する。
【０００６】
　このように一般的になってきた印刷システムにおいて、以下のようなシステムおよび装
置が知られている。
【０００７】
　例えば特許文献１には、ローカル機器が印字動作中の場合、すぐにコピーやプリントが
できないので、他の装置の状態を把握し、未使用の装置があれば、その装置へジョブを転
送するネットワーク画像形成システムが記載されている。
【０００８】
　また、特許文献２には、投入ジョブがローカル機器にとって能力外の指定である場合や
、ローカル機器が故障等の要因で印刷処理できない場合に、他の装置のジョブ履歴を検索
し、処理可能な装置があれば、その装置へジョブを転送する画像処理装置が記載されてい
る。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－１６３７８５号公報
【特許文献２】特開２００３－６０８３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の従来例では、印刷システムを構成する印刷装置の各々にホスト装置から複数のジ
ョブを投入可能な構成になっている。しかしながら、このような印刷装置へのジョブの投



(6) JP 4110076 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

入が確定すると、そのジョブを他の装置に転送することができない。したがって、ジョブ
の投入が確定した印刷装置において大量のジョブを印刷開始した場合や既に印刷中である
ことに気付かなかった場合等、そのジョブが終了するまで投入したジョブが開始されない
という問題があった。
【００１１】
　このようなジョブの待ち状態の発生は、ユーザに時間的負担を強いることになる。例え
ばユーザが秘匿性の要求される文書を印刷する際、秘匿モードにすることなくジョブを印
刷装置に投入した後、出力後の文書が第三者に見られないように印刷装置付近で待機する
場合がある。しかしながら、従来の印刷装置では秘匿印刷と非秘匿印刷の切替えができな
い。したがって、印刷装置付近で待機中のユーザに急用が発生しても、文書の印刷を秘匿
印刷としていないため、その場を離れることができないという問題があった。
【００１２】
　本発明は上記のような問題点を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、一旦投入されたジョブであっても、設定変更対象のジョブを選択して、転送先の
変更、秘匿印刷の切替えを可能にする画像処理装置および画像処理方法を選択することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、投入されたジョブを転送
可能な画像処理装置であって、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受
け付けるジョブ投入受付手段と、前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧
を表示するジョブ一覧表示手段と、前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の
中から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択する選択手段と、前記選択手段に
より選択されたジョブの状態を判断する判断手段と、前記判断手段による判断の結果、前
記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブを他の画像処理装置へ転送する指示
を受け付ける出力先受付手段と、前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブ
が、前記選択手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが
、前記選択手段によって選択されてから前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転
送する指示を受け付けるまでの間に印刷中になった場合に、当該ジョブを他の画像処理装
置へ転送することを禁止する禁止手段と、前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ
転送する指示を受け付けたジョブを当該他の画像処理装置に転送するジョブ制御手段とを
備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記出力先
受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送されたジョブを除く
ジョブについて、他の画像処理装置への出力の設定を受け付けることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の画像処理装置において、該
画像処理装置は、印刷前に認証を要求する秘匿モード出力が可能であり、前記判断手段に
よる判断の結果、前記選択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブに対する秘匿モ
ードの設定を受け付ける秘匿設定受付手段をさらに備え、前記禁止手段は、前記選択され
たジョブが、前記選択手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択された
ジョブが、前記選択手段によって選択されてから前記出力先受付手段により他の画像処理
装置へ転送する指示を受け付けるまでの間に印刷中になった場合に、当該ジョブに対する
秘匿モードの設定を禁止することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記秘匿設
定受付手段は、前記出力先受付手段により前記他の画像処理装置への転送の指示を受け付
けたジョブを強制的に秘匿モードへ設定することを特徴とする。
【００１７】
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　また、請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記秘匿設
定受付手段は、前記出力先受付手段により前記他の画像処理装置への転送の指示を受け付
けたジョブを強制的に非秘匿モードへ設定することを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記出力先
受付手段は、前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジョブの出力先
を強制的に自装置に設定することを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記秘匿設
定受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送されたジョブを除
くジョブについて、秘匿モードの設定を受け付けることを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項３ないし７のいずれかに記載の画像処理装置に
おいて、前記ジョブの出力条件の設定を受け付けるジョブ出力条件受付手段と、前記ジョ
ブ出力条件受付手段により設定を受け付けたジョブの出力条件に応じて、前記出力先受付
手段または前記秘匿設定受付手段による受付を制限する制限手段とをさらに備えたことを
特徴とする。
【００２１】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の画像処理装置において、前記ジョブ
の出力条件は、他の画像処理装置への転送と秘匿モードとを排他的に設定させる第一の出
力条件と、他の画像形成装置への転送を行う場合には強制的に秘匿モードを設定する第二
の出力条件とを含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項３ないし９のいずれかに記載の画像処理装置
において、該画像処理装置は、前記投入されたジョブについて認証を行うユーザ認証手段
をさらに備え、前記出力先受付手段または前記秘匿設定受付手段による受付は、前記ユー
ザ認証手段による認証が認められたジョブについて行うことを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１１に記載の発明は、投入されたジョブを転送可能な画像処理装置であっ
て、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けるジョブ投入受付手
段と、前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧を表示するジョブ一覧表示
手段と、前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応
じていずれかのジョブを選択する選択手段と、前記選択手段により選択されたジョブの状
態を判断する判断手段と、前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが印刷
中でない場合、前記ジョブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を受け付
ける秘匿設定受付手段と、前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前
記選択手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記
選択手段によって選択されてから前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付
けるまでの間に、前記選択されたジョブの状態が印刷中になった場合に、当該ジョブに関
して、印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を禁止する禁止手段と、前記秘匿設定受
付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジョブを前記秘匿モードで印刷処理する印刷
手段とを備えることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の画像処理装置において、前記秘匿設定
受付手段は、前記投入されたジョブのうち他の画像処理装置から転送されたジョブを除く
ジョブについて、秘匿モードの設定を受け付けることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項１１または１２に記載の画像処理装置におい
て、該画像処理装置は、前記投入されたジョブについて認証を行うユーザ認証手段をさら
に備え、前記秘匿設定受付手段による受付は、前記ユーザ認証手段による認証が認められ
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たジョブについて行うことを特徴とする。
【００２８】
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項１ないし１３のいずれかに記載の画像処理装
置において、前記画像処理装置は、情報処理装置から受信したジョブを出力するプリンタ
機能、スキャナ機能、コピー機能およびＦＡＸ機能からなる群から選択される少なくとも
２つの機能を含む複合装置であることを特徴とする。
【００２９】
　また、請求項１５に記載の発明は、投入されたジョブを転送可能な画像処理装置により
実行される画像処理方法であって、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入
を受け付けるステップと、投入された前記ジョブの一覧を表示するステップと、表示され
た前記ジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択する選択ス
テップと、選択された前記ジョブの状態を判断するステップと、前記判断の結果、前記選
択されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブを他の画像処理装置へ転送する指示を受
け付けるステップと、前記判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって
選択された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手段によって選
択されてから前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けるま
での間に印刷中になった場合に、当該ジョブを他の画像処理装置へ転送することを禁止す
るステップと、前記他の画像処理装置へ転送する指示を受け付けたジョブを当該他の画像
処理装置に転送するステップとを有することを特徴とする。
【００３０】
　また、請求項１６に記載の発明は、投入されたジョブを転送可能な画像処理装置により
実行される画像処理方法であって、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入
を受け付けるステップと、投入された前記ジョブの一覧を表示するステップと、表示され
た前記ジョブの一覧の中から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択するステッ
プと、選択された前記ジョブの状態を判断するステップと、前記判断の結果、前記選択さ
れたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モー
ドの設定を受け付けるステップと、前記判断の結果、前記選択されたジョブが、前記選択
手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選択手
段によって選択されてから前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けるま
での間に、前記選択されたジョブの状態が印刷中になった場合に、当該ジョブに関して、
印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を禁止するステップと、前記秘匿モードの設定
を受け付けたジョブを前記秘匿モードで印刷処理するステップとを有することを特徴とす
る。
【００３１】
　また、請求項１７に記載の発明は、コンピュータプログラムであって、投入されたジョ
ブを転送可能なコンピュータを、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を
受け付けるジョブ投入受付手段、前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧
を表示するジョブ一覧表示手段、前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中
から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択する選択手段、前記選択手段により
選択されたジョブの状態を判断する判断手段、前記判断手段による判断の結果、前記選択
されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブを他の画像処理装置へ転送する指示を受け
付ける出力先受付手段、前記判断手段による判断の結果、前記選択されたジョブが、前記
選択手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択されたジョブが、前記選
択手段によって選択されてから前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送する指
示を受け付けるまでの間に印刷中になった場合に、当該ジョブを他の画像処理装置へ転送
することを禁止する禁止手段、および前記出力先受付手段により他の画像処理装置へ転送
する指示を受け付けたジョブを当該他の画像処理装置に転送するジョブ制御手段として機
能させることを特徴とする。
【００３２】
　また、請求項１８に記載の発明は、コンピュータプログラムであって、投入されたジョ
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ブを転送可能なコンピュータを、既にジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を
受け付けるジョブ投入受付手段、前記ジョブ投入受付手段により投入されたジョブの一覧
を表示するジョブ一覧表示手段、前記ジョブ一覧表示手段に表示されたジョブの一覧の中
から、ユーザの指示に応じていずれかのジョブを選択する選択手段、前記選択手段により
選択されたジョブの状態を判断する判断手段、前記判断手段による判断の結果、前記選択
されたジョブが印刷中でない場合、前記ジョブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モ
ードの設定を受け付ける秘匿設定受付手段、前記判断手段による判断の結果、前記選択さ
れたジョブが、前記選択手段によって選択された時に印刷中である場合と、前記選択され
たジョブが、前記選択手段によって選択されてから前記秘匿設定受付手段により秘匿モー
ドの設定を受け付けるまでの間に、前記選択されたジョブの状態が印刷中になった場合に
、当該ジョブに関して、印刷前に認証を要求する秘匿モードの設定を禁止する禁止手段、
および前記秘匿設定受付手段により秘匿モードの設定を受け付けたジョブを前記秘匿モー
ドで印刷処理する印刷手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、ジョブの投入後であっても、装置に複数投入された処理待ちジョブの
中から、設定変更対象のジョブを選択して、転送先の変更、あるいは秘匿印刷の切替えを
可能にする。したがって、ジョブを投入しておいて、当該装置の混み具合に応じて、他の
装置へ転送することが可能になる。
【００３６】
　また、ジョブを投入しておいて、当該装置の混み具合に応じて秘匿印刷に切替えて装置
の前を離れることができる。
【００３７】
　また、ジョブを投入しておいて、当該装置と他装置の混み具合に応じて秘匿印刷に切替
えて他の装置へ転送することができる。
【００３８】
　また、本発明によれば、ジョブ出力条件モードに応じて秘匿設定とリモート設定の関係
を制限することができる。
【００３９】
　また、転送されたジョブについての設定変更を抑制することができる。
【００４０】
　さらに、秘匿設定とリモート設定の変更を当該ジョブのオーナーのみに制限することが
できる。
【００４１】
　結果として、このようなシステム運用が可能により、システムの利便性と生産性を高め
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　（実施形態１）
　以下、本発明の第１の実施形態を説明する。本実施形態では、画像処理装置として、プ
リント機能、コピー機能、スキャナ機能など多機能を有する多機能周辺機器（ＭＦＰ：Mu
lti-Function-Peripheral）を例に説明する。ＭＦＰは通常の画像処理装置と同様、既に
ジョブが投入された状態で、新たなジョブの投入を受け付けることが可能である。
【００４３】
　図１は、本実施形態に係る印刷システムの構成を示すブロック図である。
【００４４】
　同図において、印刷システムは、多機能周辺機器（以下、「ＭＦＰ」と称する。）１、
２、３、パソコン等の情報処理装置（以下、「ＰＣ」と称する。）４、周知プロトコルで
動作するネットワーク５、および単一機能の周辺機器（ここでは、主にプリンタ機能のみ
を有する周辺機器を意味し、以下、「ＳＦＰ」と称する。）６を含んでいる。
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【００４５】
　そして、ネットワーク５を介して、ＭＦＰ１、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３、情報処理装置４お
よびＳＦＰ６を接続して印刷システムを形成している。
【００４６】
　図２は、本実施形態のＭＦＰ１の構成を示すブロック図である。
【００４７】
　本実施形態においては、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３も同様の構成である。同図において、外部
装置群１０１は、印刷システムを構成するＭＦＰ１以外の装置（ＭＦＰ２、ＭＦＰ３、Ｐ
Ｃ４、ＳＦＰ６）とネットワークを示している。
【００４８】
　ＭＦＰ１　１０２は、コントローラ部１０３、パネル部１０４、スキャナエンジン部１
０６、プリンタエンジン部１０５を含んでいる。プリンタエンジン部１０５は、イメージ
データ（２値または多値データ）に基づいて、周知の電子写真プロセスによって感光ドラ
ム上に潜像を形成し、用紙に転写して定着し印字を行う。スキャナエンジン部１０６は、
原稿画像を光学的に読み取ってイメージデータを生成（イメージデータ化）する。パネル
部１０４は、ユーザ（操作者）とのインターフェイスを行うもので、不図示のタッチセン
サを有する液晶パネルと、キーボードで構成される。ユーザは、パネル部１０４を操作す
ることによって、ＭＦＰ１　１０２に所定の動作を指示することができる。
【００４９】
　コントローラ部１０３は、パネル部１０４、プリンタエンジン部１０５、スキャナエン
ジン部１０６を統合制御し、さらに外部装置群１０１との通信とデータ送受を行う。
【００５０】
　なお、ＳＦＰ６は外部装置からの指示に応じて印刷を行うプリンタを想定しており、図
２のＭＦＰ１　１０２からスキャナエンジン部１０６を除いた各ブロックから構成されて
いる。
【００５１】
　図３は、コントローラ部１０３のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００５２】
　ＣＰＵ３０９は、コントローラ部１０３全体の制御を司る。ＲＯＭ３０３は、ＣＰＵ３
０９の制御コードを格納する。一時記憶用ＲＡＭ３０７は、ＣＰＵにより使用される記憶
装置である。
【００５３】
　ＤＭＡ制御部３０８は、ＣＰＵ３０９からの指示によりＲＡＭ３０７内のデータ、画像
処理部３０４の入出力データ、プリンタインターフェイス部３０６の入力データ、スキャ
ナインターフェイス部の出力データを各々転送することができる。
【００５４】
　画像処理部３０４は画像レンダリング、色処理その他画像処理、フォーマット変換（符
号化、復号化、圧縮、伸張等）を行う。
【００５５】
　パネルインターフェイス部３０１は、パネル部１０４とのデータ通信によって、操作者
からの諸設定、指示をパネル部１０４から受け取る。
【００５６】
　外部インターフェイス部３０２は、外部装置群１０１との通信を行うものであり、印字
データを送受するためのデータ用ポート、制御情報を専用に送受するための制御用ポート
を、論理通信の階層で実現する。送受信データは各々専用のバッファメモリに所定ブロッ
ク単位で格納可能であり、ＣＰＵ３０９とのデータ授受に用いることができる。
【００５７】
　プリンタインターフェイス部３０６はプリンタエンジン部１０５との信号の入出力部で
あり、不図示の出力バッファレジスタからデータ信号送出を行うとともにプリンタエンジ
ン部１０５との通信制御を行う。
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【００５８】
　スキャナインターフェイス部３０５はスキャナエンジン部１０６との信号の入出力部で
あり、不図示の出力バッファレジスタからデータ信号送出を行うとともにスキャナエンジ
ン部１０６との通信制御を行う。
【００５９】
　システムバス３１１は、アドレスバスおよびデータバスを持っている。同図のようにシ
ステムバス３１１に接続された全ての機能部は相互にアクセス可能である。
【００６０】
　汎用外部バスコントローラ３１２は、本実施形態では汎用外部バスとしてＩＤＥ準拠バ
スを用いるが、ＳＣＳＩＩ等の他の方式であっても本実施形態の効果に変わりは無い。
【００６１】
　ハードディスクドライブユニット３１４は、汎用外部バスによってシステムバス３１１
に接続され、システムバス３１１に接続された各ユニットからアクセスを可能にしている
。ＣＰＵ３０９は、論理的にはファイルシステムとしてアクセスを行う。
【００６２】
　ＣＰＵ３０４を制御する制御コードは、不図示のシステムクロックによってタスクと称
されるロードモジュール単位に時分割制御するＯＳと、機能単位に動作する複数のロード
モジュール（タスク）によって構成されるものとする。
【００６３】
　図４は、本実施形態に関わる制御フローを示す図である。
【００６４】
　図中の通信処理４０１、ＵＩ処理４０２、ジョブ制御処理４０３、データ処理４０４、
ジョブ管理処理４０５、読み取り処理４０６、印刷処理４０７は、ＣＰＵ３０９を実体と
する論理的な機能処理単位である。機能処理単位には任意個のタスクが含まれる場合もあ
る。
【００６５】
　（通信処理）
　通信処理４０１は、外部インターフェイス部３０２を介して外部装置群１０１とのデー
タ送受を管理する。通信処理４０１は、外部装置群１０１から送られるデータを解釈し、
後述のジョブ管理情報、ジョブ出力条件、ジョブ印刷情報等をジョブ制御処理４０３に通
知する。同時に、画像生成に関わる印字データ（ＰＤＬデータ、イメージデータ等）をデ
ータ処理４０４に送る。
【００６６】
　（ＵＩ処理）
　ＵＩ処理４０２は、パネルインターフェイス部３０１を介してパネル部１０４とのデー
タ送受を管理し、パネル部１０４の表示を制御する。操作者のパネル操作による諸々のモ
ード設定、制御指示は、パネル部１０４からの制御データとしてパネルインターフェイス
部３０１へ送られ、パネルインターフェイス部３０１はデータ受信に応じて、パネル操作
イベントＥ１０１をＵＩ処理４０２へ発行する。ＵＩ処理４０２は、パネル操作イベント
Ｅ１０１の種別に応じてパネル部１０４の表示を遷移させる。また、パネル操作イベント
Ｅ１０１がジョブに関する設定操作であると認識すると、ジョブ制御処理４０３に対して
ジョブ設定イベントＥ１０３を発行する。
【００６７】
　一方、ジョブ制御処理４０３からジョブ状態変更イベントＥ１０４を受けると、パネル
インターフェイス部３０１に対してジョブ状態変更イベントＥ１０２を発行する。
【００６８】
　ジョブ制御処理４０３は、通信処理４０１、ＵＩ処理４０２、データ処理４０４、ジョ
ブ管理処理４０５、読み取り処理４０６、印刷処理４０７を統合制御して下記の動作を実
現する。
・通信処理４０１、データ処理４０４、ジョブ管理処理４０５、印刷処理４０７を制御し
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てプリンタ機能を実現する。
・ＵＩ処理４０２、データ処理４０４、ジョブ管理処理４０５、読み取り処理４０６、印
刷処理４０７を制御してコピー機能を実現する。
・ＵＩ処理４０２、データ処理４０４、ジョブ管理処理４０５、読み取り処理４０６、通
信処理４０１を制御してスキャナ機能を実現する。
・通信処理４０１、データ処理４０４、ジョブ管理処理４０５、印刷処理４０７を制御し
てＭＦＰ２またはＭＦＰ３からの受信ジョブ印刷を実現する。
・通信処理４０１、データ処理４０４、ジョブ管理処理４０５、ＵＩ処理４０２を制御し
てＭＦＰ２またはＭＦＰ３に対するジョブ転送を実現する。
【００６９】
　（データ処理）
　データ処理４０４は、画像処理部３０４を制御し、ジョブ制御処理４０３からの指示に
応じて、下記の処理を行う。また、通信処理４０１からのデータあるいは読み取り処理４
０６からのデータを入力として、所定のデータ処理（画像変換、画像処理、圧縮）を行う
。
【００７０】
　また、データ処理４０４はＨＤＤユニット３１４またはＲＡＭ３０７の所定領域に前記
データを格納管理する。そして、前記データに対して所定のデータ処理（画像変換、伸張
）を行って印刷処理４０７へ送信する。
【００７１】
　（ジョブ管理処理）
　ジョブ管理処理４０５は、後述するジョブ管理リスト９０１を管理するものであり、ジ
ョブ制御処理４０３の指示によって、ジョブ管理テーブル９０２の追加、削除を行い、情
報設定、参照の代行を行う。
【００７２】
　（読み取り処理）
　読み取り処理４０６は、スキャナインターフェイス部３０５を介して、スキャナエンジ
ン部１０６とのデータの授受を管理する。この読み取り処理４０６は、ジョブ制御処理４
０３からの指示に応じて、スキャナエンジン部１０６に対して必要な制御情報を通知し、
データ処理４０４と連携して所定のプロトコルで読み取りシーケンスを実行する。そして
、スキャナエンジン部１０６から送られる状態情報を受け取って必要に応じてジョブ制御
処理４０３へ通知する。
【００７３】
　（印刷処理）
　印刷処理４０７は、プリンタインターフェイス部３０６を介して、プリンタエンジン部
１０５とのデータの授受を管理する。この印刷処理４０７は、ジョブ制御処理４０３から
の指示に応じて、プリンタエンジン部１０５に対して必要な制御情報を通知し、データ処
理４０４と連携して所定のプロトコルで印刷シーケンスを実行する。そして、プリンタエ
ンジン部１０５から送られる状態情報を受け取って必要に応じてジョブ制御処理４０３へ
通知する。
【００７４】
　図５は、本実施形態に関わるパネル部１０４の外見を示す図である。
【００７５】
　論理操作部５０２は、イメージ画像の表示が可能な液晶パネルと、タッチセンサによっ
て論理的な操作部を構成する。物理スイッチ部５０３は、物理的な押しボタン（スイッチ
）を備えている。テンキー５０４、メニューボタン５０５、ストップボタン５０６、スタ
ートボタン５０７は全て物理スイッチ部５０３の押しボタンである。ユーザは、このよう
に構成されたパネル部１０４の論理操作部５０２、物理スイッチ部５０３に含まれる各ボ
タンを操作することにより、ＭＦＰに対し種々の設定や指示を行う。
【００７６】
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　次に、図６ないし９を参照し、本実施形態に関わる論理操作部５０２の表示例について
説明する。
【００７７】
　図６は、論理操作部５０２に表示される基本画面である。
【００７８】
　画面説明表示６０１は、機器状態表示６０２、印刷部数表示６０３、後述するジョブ一
覧画面への遷移ボタン（以下、「ジョブリストボタン」と称する）６０４を含んでいる。
【００７９】
　図７は、論理操作部５０２により表示されるジョブ一覧画面の一例を示す図である。
【００８０】
　ジョブ状態表示７０１はジョブの状態を１行単位で表示するものであり、ジョブ状態表
示説明７０２は表示内容を説明する。
【００８１】
　スクロールボタン７０３は複数表示されたジョブを選択するためのものである。同図に
示すように、選択されたジョブはジョブ状態表示７０１内で反転表示される。さらに、ジ
ョブ一覧画面は、後述する選択中のジョブのジョブ設定画面への遷移ボタン（以下、「選
択ボタン」と称する）７０４、基本画面への遷移ボタン（以下、「戻るボタン」と称する
）７０５を含んでいる。さらに、ジョブ数表示７０６はジョブ状態表示７０１に表示され
るジョブ数を表示するジョブ数表示である。
【００８２】
　図８、９は、論理操作部５０２に構成されるジョブ設定画面である。
【００８３】
　図８（ａ）に示すジョブ設定画面１は当該ジョブの出力条件が変更可能な場合の画面で
あり、図8（ｂ）に示すジョブ設定画面２は当該ジョブの出力条件が変更不可能な場合の
画面である。
【００８４】
　ジョブ情報表示８０１は変更不可能なジョブの情報を表示する。ジョブ状態表示８０２
はジョブの状態を表示する。ジョブ設定表示（「出力条件」と称する）８０３は変更可能
なジョブの設定を表示する。
【００８５】
　秘匿モード設定８０４は秘匿モードの設定状態を表示して、秘匿モードまたは非秘匿モ
ード（通常）の設定を受け付けるリストボックスであり、出力先設定７０５は出力先の設
定状態を表示して、出力先の変更を受け付けるリストボックスである。
【００８６】
　確定ボタン（「ＯＫボタン」と称する）８０６はジョブ設定表示８０３の表示で確定さ
せるためのボタンである。遷移ボタン（「キャンセルボタン」と称する）８０７はジョブ
一覧画面（後述）へ遷移するためのボタンである。
【００８７】
　秘匿モードを設定する際には、秘匿モード設定８０４から秘匿モードを選択し、ＯＫボ
タン８０６を押下する。これにより、図９（ａ）に示すように、パスワードの設定を促す
ためのパスワード表示８１０が表示される。パスワードが設定されると、秘匿モードのジ
ョブを印刷するには、印刷する装置の前で設定されたパスワードを入力しなければない。
　また、ＯＫボタン８０６が押下された際に、当該設定の受付が不可能な場合には、図9
（ｂ）に示すように、設定不可能報知８１１を表示する。本画面におけるＯＫボタン８１
２が押下されるとジョブ設定画面へ遷移する。
【００８８】
　図１０は、ジョブ管理処理４０５が管理するテーブルを説明するための図である。
【００８９】
　ジョブ管理リスト９０１は、テーブル管理情報によってジョブ管理テーブル９０２を管
理する。ジョブ管理処理４０５は、ジョブが登録されるとジョブ管理テーブル９０２を生
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成して、実際に印刷するジョブデータ（印刷データ）とリンクさせる。ジョブ管理リスト
９０１は、受付中のジョブ管理テーブルをリスト形式に管理する構造になっている。
【００９０】
　ジョブ管理テーブル９０２は、テーブル自体の構成を管理するためのテーブル管理情報
、ジョブを認識特定するためのジョブ管理情報、ジョブを印刷するための設定であるジョ
ブ出力条件、ジョブを印刷するためのデータやレイアウト情報であるジョブ印刷情報から
構成される。
【００９１】
　ジョブ管理情報には、受付番号、ジョブ名称、オーナー、ジョブ種別、状態、印刷デー
タの格納先情報などが含まれる。ジョブ種別は、コピー、スキャン、プリントなどのサー
ビス種別である。状態には、生成中、印刷待ち、印刷中があり、各々以下の意味を持って
いる。　
　生成中：データを生成している状態
　印刷待ち：いつでも印刷を開始できる状態。印刷順番待ちである。
　印刷中：印刷している状態。　
　ここで言うところの「印刷」とは、物理用紙への転写プロセスを意味している。
【００９２】
　ジョブ出力条件には、秘匿設定、パスワード、出力先がある。秘匿設定は、通常（非秘
匿印刷）と秘匿（秘匿印刷）がある。パスワードは、任意の文字列であり、秘匿印刷時の
印刷開始許可に用いる。出力先は、ローカル、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３、ＳＦＰ６が設定可能
である。
【００９３】
　ジョブ印刷情報には、実際に印刷に用いる種々の形式の印刷データ９０３へのハンドル
情報や、印刷部数情報等が格納されている。
【００９４】
　図１１は、図６ないし図９で示した論理操作部５０２の画面遷移とトリガを説明するた
めの図である。この画面遷移は、ＵＩ処理４０２がジョブ制御処理４０３とパネルインタ
ーフェイス部３０１からのイベント情報に応じて実現する。
【００９５】
　電源を投入すると、基本画面Ｓｔ１となる。ジョブリストボタン６０４が押下されると
、ジョブリスト押下イベントＥ０１がパネルインターフェイス部３０１から発行される。
このイベントを受けるとジョブ一覧画面Ｓｔ２へ遷移する。
【００９６】
　ジョブ一覧画面Ｓｔ２において、選択ボタン７０４が押下されると、選択押下イベント
Ｅ０２がパネルインターフェイス部３０１から発行される。このイベントを受けるとジョ
ブ設定画面Ｓｔ３へ遷移する。一方、戻るボタン７０５が押下されると、同様にして基本
画面Ｓｔ１へ遷移する。
【００９７】
　ジョブ設定画面Ｓｔ３において、ＯＫボタン８０６が押下されると、設定反映処理を行
って、ジョブ一覧画面Ｓｔ２へ遷移する。設定反映処理とは、設定が不可能な場合に設定
不可能報知８１１を表示してユーザへ確認を求め、ユーザ同意の元に設定値をジョブ出力
条件に設定する動作のことである。
【００９８】
　ジョブ設定画面Ｓｔ３において、キャンセルボタン８０７が押下されると、処理を行わ
ずにジョブ一覧画面Ｓｔ２へ遷移する。
【００９９】
　図１２は、ＵＩ処理４０２のフローチャートである。
【０１００】
　ＵＩ処理４０２は、ユーザによるパネル操作をパネルインターフェイス部３０１からの
イベントとして受信し、ジョブ状態の変更をジョブ制御処理４０３からのイベントとして
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受信する。本フローチャートは、ＵＩ処理４０２がジョブ設定画面Ｓｔ３である状態にお
いて、これらのイベントを受信した際の動作を説明するためのものであって、イベント受
信毎にＳ１からの処理を行う。
【０１０１】
　ＵＩ処理４０２はジョブ設定画面Ｓｔ３においてイベントを受信し（Ｓ１）、受信イベ
ントがジョブ状態変更イベントＥ１０４である場合、当該設定対象ジョブの状態が印刷中
であれば図８（ｂ）のジョブ設定画面２を再表示し（Ｓ３）、ジョブ状態が印刷中以外で
あれば図８のジョブ設定画面１を再表示する（Ｓ４）。
【０１０２】
　受信イベントがパネル操作イベントＥ１０１でその詳細が出力条件設定イベントであれ
ば（Ｓ５：Ｙｅｓルート）、設定情報を表示に反映させる（Ｓ６）。この際、ジョブ表示
画面がジョブ表示画面２であれば設定情報を無視する。
【０１０３】
　受信イベントがパネル操作イベントＥ１０１でその詳細が出力条件設定確認イベントで
あれば（Ｓ８：Ｙｅｓルート）、設定をジョブ制御処理４０３経由でジョブ管理テーブル
９０２に反映させる。ただし、設定反映中にジョブ状態が変化して印刷中になった場合に
は設定の反映を行わない（Ｓ８）。そしてジョブ一覧画面Ｓｔ２へ遷移させて（Ｓ９）終
了する(Ｓ１０)。
【０１０４】
　以上説明したように、ＭＦＰ１、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３、ＳＦＰ１で構成される印刷シス
テムにおいて、ＭＦＰ１は、ジョブの予約投入を複数受け付けて、前記予約ジョブを一覧
表示し、前記ジョブの各々について、リモート出力とローカル出力を切替えること、およ
び秘匿モードと非秘匿モードの切替えが可能であり、これらの切替えを印刷開始まで受け
付けることができる。
【０１０５】
　またＭＦＰ２、ＭＦＰ３においてもＭＦＰ１と同様のジョブ操作を可能とするので、と
りあえずジョブを投入しておいて、当該装置の混み具合に応じて、他の装置へ転送するこ
とができる。
【０１０６】
　また、とりあえずジョブを投入しておいて、当該装置の混み具合に応じて秘匿印刷に切
替えて装置の前を離れることができる。
【０１０７】
　また、とりあえずジョブを投入しておいて、当該装置と他装置の混み具合に応じて秘匿
印刷に切替えて他の装置へ転送することができる。
【０１０８】
　またＭＦＰ１、２、３等のように同様のジョブ操作を可能とする装置でシステムを組む
ことで、どの装置からでも他の装置に印刷先の変更や秘匿設定の切換えができるため、特
定の装置に利用が集中することが防止でき、印刷ジョブをより一層効率よく処理すること
ができるという顕著な効果がある。
　結果として、このようなシステム運用により、システムの利便性と生産性を高めること
ができる。
【０１０９】
　（実施形態２）
　次に、本発明における第２の実施形態を説明する。なお、本実施形態において、特に説
明が無い場合、あるいは図において同一の符号であるものは、実施形態１と同様のものを
示す。すなわち、実施形態１との相違点に関して説明を行う。
【０１１０】
　本実施形態では図１３のように、図１０のジョブ出力条件にさらにジョブ出力条件モー
ドが追加される。ジョブ出力条件モードは、モードＡ、モードＢ、モードＣが選択的に設
定される。
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【０１１１】
　本実施形態において、モードＡは、実施形態１と同等のモードである。
【０１１２】
　また、モードＢは秘匿設定とリモート設定の共存を制限するモードであり、秘匿モード
のジョブは必ずローカル装置で印刷させるように設定を導く。また一方で、リモート設定
のジョブは必ず非秘匿モードで印刷させるように設定を導く。これは印刷システムを構成
する印刷装置が必ずしも秘匿印刷を受けられる装置では無い場合に有効なモードである。
【０１１３】
　また、モードＣはリモート設定時に必ず秘匿設定させるモードであり、リモート設定の
ジョブは必ず秘匿モードで印刷させるように設定を導く。リモート出力は、ジョブのオー
ナー以外が出力物を目にする機会を増やすため、リモート出力の安全性を高める場合に有
効なモードである。
【０１１４】
　論理操作部５０２は、基本画面においてメニューボタン５０５が押下されることによっ
て不図示のメニュー画面へ遷移する。このメニュー画面からジョブ出力条件モードの設定
を行うことができる。また、各モードの設定は、リモート出力される装置の能力（秘匿モ
ードを受け付けられるか等）に応じて自動的に設定されるようになっていてもよい。
　本実施形態におけるＵＩ処理４０２は、図１２で説明したフローチャートの表示反映（
Ｓ６）において、さらにジョブ出力条件モードに応じて秘匿設定とリモート設定の関係を
制限する。
【０１１５】
　図１４は、ＵＩ処理４０２のフローチャートであり、図１２の表示反映（Ｓ６）での本
実施形態における処理を説明するための図である。
【０１１６】
　表示反映（Ｓ６）は、出力条件モードがモードＢである場合に（Ｓ２１：Ｙｅｓルート
）、秘匿設定がジョブ管理テーブルに既にされていると（Ｓ２２：Ｙｅｓルート）、新規
リモート設定を無効化する（Ｓ２３）。さらにリモート設定がジョブ管理テーブルに既に
されている（Ｓ２４：Ｙｅｓルート）と、新規秘匿設定を無効化して（Ｓ２５）、表示を
行う（Ｓ２６）。
【０１１７】
　出力条件モードがモードＣである場合には（Ｓ２７：Ｙｅｓルート）、リモート設定が
ジョブ管理テーブルに既にされている（Ｓ２８：Ｙｅｓルート）と、強制的に新規秘匿設
定を行わせて（Ｓ２９）、表示を行う（Ｓ２６）。
【０１１８】
　出力条件モードがモードＡである場合には（Ｓ２７：Ｎｏルート）、そのまま表示を行
う（Ｓ２６）。
【０１１９】
　以上説明したように、ＭＦＰ１、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３で構成される印刷システムにおい
てＭＦＰ１は、ジョブ出力条件モードに応じて秘匿設定とリモート設定の関係を制限する
ことが可能である。
【０１２０】
　（実施形態３）
　次に、本発明における第３の実施形態を説明する。なお、本実施形態において、特に説
明が無い場合、あるいは図において同一の符号であるものは、実施形態１と同様である。
すなわち、実施形態１との相違点に関して説明を行う。
【０１２１】
　本実施形態において、ＭＦＰ１のＵＩ処理４０２は、ジョブ設定画面を表示する際に、
ジョブ種がリモートジョブの受信印刷である場合に、無条件にジョブ設定画面２を表示す
ることで、設定変更を行わせないようにする。
【０１２２】
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　本実施形態によれば、ＭＦＰ１において、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３から転送されたジョブに
ついての設定変更を抑制することができる。
【０１２３】
　（実施形態４）
　次に、本発明における第４の実施形態を説明する。なお、本実施形態において、特に説
明が無い場合、あるいは図において同一図番であるものは、実施形態１と同様である。す
なわち、実施形態１との相違点に関して説明を行う。
【０１２４】
　本実施形態において、ＭＦＰ１のＵＩ処理４０２は、ジョブ設定画面への遷移に先駆け
て、操作者の認証を行う画面を表示して、所定のＩＤやパスワードによって操作者のオー
ナー名を認識する。
【０１２５】
　さらに、認識したオーナー名が当該ジョブのジョブ管理テーブル９０２のジョブ管理情
報にあるオーナーと一致する場合にはジョブ設定画面１を表示し、一致しない場合にはジ
ョブ設定画面２を表示する。
【０１２６】
　本実施形態によれば、ユーザ認証が認められたジョブについてのみ出力先またはモード
変更の受付を行うので、ジョブ出力条件を変更する権限を当該ジョブのオーナーに制限す
ることができる。
【０１２７】
　（他の実施形態）
　本発明は、上述した実施形態に限定されず、他の種々の形態で実施をすることができる
。例えば、ＭＦＰ１、ＭＦＰ２、ＭＦＰ３、ＳＦＰ６は、プリンタ、コピー、スキャナ、
ＦＡＸのいずれかの機能を有するものであれば他の装置でも本発明の効果に変わりは無い
。
【０１２８】
　また、ＭＦＰからＳＦＰへジョブを転送する処理も、上述の実施形態と同様に行うこと
ができる。
【０１２９】
　本発明は、複数の機器(例えばホストコンピュータ、インターフェイス機器、リーダ、
プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（複写機
、プリンタ、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【０１３０】
　また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現する、各図のフローチャートの手順を
実現するプログラムコードを記憶した記憶媒体を、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
とによっても達成される。
【０１３１】
　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前述した実施形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【０１３２】
　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（登録商標
）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、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【０１３３】
　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
ータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）など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。
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　さらに、記憶媒体から読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など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。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明が適用される印刷システムの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明が適用される画像処理装置の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明が適用される画像処理装置の電気的構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明が適用される画像処理装置の論理処理構成の一例を示すブロック図である
。
【図５】本発明が適用される画像処理装置のパネル部の構成の一例を示す図である。
【図６】本発明が適用される画像処理装置のユーザインターフェイスの一例を示す図であ
る。
【図７】本発明が適用される画像処理装置のユーザインターフェイスの一例を示す図であ
る。
【図８】本発明が適用される画像処理装置のユーザインターフェイスの一例を示す図であ
る。
【図９】本発明が適用される画像処理装置のユーザインターフェイスの一例を示す図であ
る。
【図１０】本発明が適用される画像処理装置のデータ構造の一例を示す図である。
【図１１】本発明が適用される画像処理装置の画面遷移の一例を示す図である。
【図１２】実施形態１における制御フローチャートである。
【図１３】実施形態２におけるデータ構造を示す図である。
【図１４】実施形態２における制御フローチャートである。
【図１５】従来例を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１３６】
１、２、３　ＭＦＰ
４　ホスト装置
５　ネットワーク
６　ＳＦＰ１０１　外部装置群
１０２　多機能周辺機器
１０３　コントローラ部
１０４　パネル部
１０５　プリンタエンジン部
１０６　スキャナエンジン部
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