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(57)【要約】
【課題】例外設定が設けている印刷ジョブの印刷処理を
行う際に、その操作を煩雑化させること無く、快適な印
刷処理環境を提供する。
【解決手段】印刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異な
る例外設定を当該印刷ジョブから検出する例外設定検出
部１０９と、例外設定検出部１０９で検出した例外設定
単位での表示を行う設定項目の選択処理を行う制御部１
０５と、制御部１０５で選択処理された設定項目に応じ
て、対応する例外設定単位での表示を表示装置１１６に
行う例外設定表示部１０３とを具備するようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異なる例外設定を当該印刷ジョブから検出する検
出手段と、
　前記検出手段で検出した例外設定について例外設定単位で表示することを指示する指示
手段と、
　前記指示手段により例外設定単位での表示が指示された場合、例外設定単位で表示すべ
き設定項目を選択する選択手段と、
　前記選択手段で選択された設定項目に関係する例外設定情報を表示する表示手段と
　を有することを特徴とするジョブ管理装置。
【請求項２】
　前記設定項目は、ステープル、印刷に使用される用紙、カラーモード、レイアウト設定
の少なくとも１つであり、
　前記選択手段で選択された設定項目を変更することにより、前記表示手段は、変更され
た設定項目に関係する例外設定情報を表示することを特徴とする請求項１に記載のジョブ
管理装置。
【請求項３】
　前記例外設定情報とは、前記設定項目が適用されるシート範囲であり、
　前記表示手段は、前記選択手段によって選択された設定項目と当該設定項目が適用され
るシート範囲とを表示することを特徴とする請求項１に記載のジョブ管理装置。
【請求項４】
　前記印刷ジョブには、前記設定項目ごとに前記例外設定のシート範囲が示されたジョブ
チケットが含まれており、
　前記検出手段は、前記ジョブチケットから前記例外設定を検出することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載のジョブ管理装置。
【請求項５】
　前記印刷ジョブを受信する受信手段と、
　オペレータが指示の入力を行う操作手段と、
　前記操作手段からの指示に基づいて、前記印刷ジョブを前記例外設定ごとに例外処理パ
ラメータまたは前記例外設定が適用されるシート範囲を編集する編集手段とを更に有する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のジョブ管理装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記編集手段によって前記例外設定が適用されるシート範囲が変更さ
れた場合、当該変更によって例外設定が適用されないシート範囲となったシートについて
、選択されている設定項目の前記印刷ジョブ全体に係る設定が適用されたことを表示する
ことを特徴とする請求項５に記載のジョブ管理装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記編集手段によってレイアウト設定が変更された場合、当該変更さ
れたレイアウト設定が適用されるシート範囲を変更して表示することを特徴とする請求項
５に記載のジョブ管理装置。
【請求項８】
　前記操作手段からの指示に基づいて、前記例外設定ごとに再印刷処理を行う印刷処理手
段を更に有することを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載のジョブ管理装置
。
【請求項９】
　前記ジョブチケットの処理種別を判別するとともに、当該処理種別の処理順序を判別す
るジョブチケット解釈手段を更に有し、
　前記検出手段は、前記処理順序が最終の処理種別から遡った順に前記処理種別を選択し
て、前記例外設定を検出することを特徴とする請求項４に記載のジョブ管理装置。
【請求項１０】
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　前記印刷ジョブから例外設定を検出し、各設定項目が適用されるシート範囲に基づいて
サブジョブチケットを生成するサブジョブチケット生成手段を更に有し、
　前記表示手段は、前記サブジョブチケットを用いて例外設定単位での表示を実現するこ
とを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のジョブ管理装置。
【請求項１１】
　前記サブジョブチケットを、他の例外設定ごとに分割したミニサブジョブチケットを生
成するミニサブジョブチケット生成手段を更に有することを特徴とする請求項１０に記載
のジョブ管理装置。
【請求項１２】
　印刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異なる例外設定を当該印刷ジョブから検出する検
出ステップと、
　前記検出ステップで検出した例外設定について例外設定単位で表示することを指示する
指示ステップと、
　前記指示ステップにより例外設定単位での表示が指示された場合、例外設定単位で表示
すべき設定項目を選択する選択ステップと、
　前記選択ステップで選択された設定項目に関係する例外設定情報を表示する表示ステッ
プと
　を有することを特徴とするジョブ管理方法。
【請求項１３】
　前記設定項目は、ステープル、印刷に使用される用紙、カラーモード、レイアウト設定
の少なくとも１つであり、
　前記選択ステップで選択された設定項目を変更することにより、前記表示ステップでは
、変更された設定項目に関係する例外設定情報を表示することを特徴とする請求項１２に
記載のジョブ管理方法。
【請求項１４】
　前記例外設定情報とは、前記設定項目が適用されるシート範囲であり、
　前記表示ステップでは、前記選択ステップによって選択された設定項目と当該設定項目
が適用されるシート範囲とを表示することを特徴とする請求項１２に記載のジョブ管理方
法。
【請求項１５】
　前記印刷ジョブには、前記設定項目ごとに前記例外設定のシート範囲が示されたジョブ
チケットが含まれており、
　前記検出ステップでは、前記ジョブチケットから前記例外設定を検出することを特徴と
する請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載のジョブ管理方法。
【請求項１６】
　前記印刷ジョブを受信する受信ステップと、
　オペレータが操作手段を用いて指示の入力を行う操作ステップと、
　前記操作手段からの指示に基づいて、前記印刷ジョブを前記例外設定ごとに例外処理パ
ラメータまたは前記例外設定が適用されるシート範囲を編集する編集ステップとを更に有
することを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載のジョブ管理方法。
【請求項１７】
　前記表示ステップでは、前記編集ステップによって前記例外設定が適用されるシート範
囲が変更された場合、当該変更によって例外設定が適用されないシート範囲となったシー
トについて、選択されている設定項目の前記印刷ジョブ全体に係る設定が適用されたこと
を表示することを特徴とする請求項１６に記載のジョブ管理方法。
【請求項１８】
　前記表示ステップでは、前記編集ステップによってレイアウト設定が変更された場合、
当該変更されたレイアウト設定が適用されるシート範囲を変更して表示することを特徴と
する請求項１６に記載のジョブ管理方法。
【請求項１９】
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　前記操作手段からの指示に基づいて、前記例外設定ごとに再印刷処理を行う印刷処理ス
テップを更に有することを特徴とする請求項１６乃至１８のいずれか１項に記載のジョブ
管理方法。
【請求項２０】
　前記ジョブチケットの処理種別を判別するとともに、当該処理種別の処理順序を判別す
るジョブチケット解釈ステップを更に有し、
　前記検出ステップでは、前記処理順序が最終の処理種別から遡った順に前記処理種別を
選択して、前記例外設定を検出することを特徴とする請求項１５に記載のジョブ管理方法
。
【請求項２１】
　前記印刷ジョブから例外設定を検出し、各設定項目が適用されるシート範囲に基づいて
サブジョブチケットを生成するサブジョブチケット生成ステップを更に有し、
　前記表示ステップでは、前記サブジョブチケットを用いて例外設定単位での表示を実現
することを特徴とする請求項１２乃至２０のいずれか１項に記載のジョブ管理方法。
【請求項２２】
　前記サブジョブチケットを、他の例外設定ごとに分割したミニサブジョブチケットを生
成するミニサブジョブチケット生成ステップを更に有することを特徴とする請求項２１に
記載のジョブ管理方法。
【請求項２３】
　印刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異なる例外設定を当該印刷ジョブから検出する検
出ステップと、
　前記検出ステップで検出した例外設定について例外設定単位で表示することを指示する
指示ステップと、
　前記指示ステップにより例外設定単位での表示が指示された場合、例外設定単位で表示
すべき設定項目を選択する選択ステップと、
　前記選択ステップで選択された設定項目に関係する例外設定情報を表示する表示ステッ
プと
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷ジョブの管理を行うジョブ管理装置及びジョブ管理方法、並びに、当該
ジョブ管理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、顧客（クライアント）から印刷物（雑誌、新聞、カタログ、広告、グラビア等）
の作成依頼を受注し、当該クライアントの所望する印刷物を作成し、それを当該クライア
ントに納品することでクライアントから報酬を得る、所謂、商業的印刷業界がある。この
商業的印刷業界では、現在でも、オフセット製版印刷機などの大規模な印刷装置等を用い
て印刷物を作成しているのが主流である。
【０００３】
　商業的印刷業界では、入稿、デザインやレイアウト、カンプ（プリンタ出力によるプレ
ゼンテーション）、校正（レイアウト修正や色修正）、校正刷り（プルーフプリント）、
版下作成、印刷、後処理加工及び発送といった様々な工程を経て作業が進められてきた。
これは、上述のような印刷機の利用には版下作成を欠かすことができず、一度版下を作成
すると、その修正は容易でなく、且つコスト的にかなり不利であるため、入念な校正、即
ちレイアウトのチェックや色の確認作業が必須であること等に起因している。
【０００４】
　このような従来の商業的印刷業界では、大掛かりな印刷装置を必要とし、且つ、クライ
アントが所望する印刷物を作成するためにある程度の時間も必要であった。しかも、これ
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らのそれぞれの作業工程には専門知識が必要であり、いわば職人と呼ばれる熟練者のノウ
ハウが必要であった。
【０００５】
　一方、最近、電子写真方式の印刷装置やインクジェット方式の印刷装置の高速化、高画
質化に伴い、上記のような印刷業界に対抗して、プリント・オン・ディマンド（ＰＯＤ）
と呼ばれる市場も出現してきている。このＰＯＤは、上術した従来の商業的印刷業界のよ
うな大規模な印刷機や印刷手法に替えて、大掛かりな装置やシステムを用いずに、大量部
数や大量ジョブを短納期で処理することを目指すものである。ＰＯＤ市場は、例えば、デ
ジタル複写機やデジタル複合機等のデジタル画像形成装置を最大限に活用し、電子データ
を用いたディジタルプリントを実現して、それで商売を行う市場である。
【０００６】
　このようなＰＯＤ市場では、従来の商業的印刷業界に比べてデジタル化が融合し、コン
ピュータを利用した管理、制御が浸透してきており、ある程度、従来の商業的印刷業界の
レベルに近づこうとしている。そして、ＰＯＤ市場の更なる発展のため、デジタル画像形
成装置側の印刷ワークフローにおいて再印刷処理の簡便性が求められている。例えば、一
旦、印刷処理が終了したジョブをジョブチケット等で管理して再印刷処理が容易に指示で
きるジョブ管理装置などの操作性の向上が求められている。
【０００７】
　また、ＰＯＤでは、必要な印刷物を必要な量だけ印刷処理を行うものである。これは、
１冊の書類においても同様で、１冊にすると非常に大量となる場合、１つの書類を分冊し
て出力する場合がある。
【０００８】
　このような場合、印刷ジョブに対して、印刷ジョブ全体の印刷設定だけでなく、当該印
刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異なる設定（この設定を「例外設定」と称する）を１
つのジョブチケットで部分的に設けることが可能となっている。このような例外設定は、
例えば、特定の部分のみステープルを行う／行わない設定や、特定の部分のみカラー／モ
ノクロを変更する設定、特定の部分のみ異なる用紙を使用する設定などがある。
【０００９】
　上述した特定の部分に係る従来の印刷処理方法としては、例えば、下記の特許文献１及
び特許文献２における技術がある。具体的に、特許文献１には、必要なページイメージを
抜き出して印刷装置へ出力する技術が開示されており、また、特許文献２には、コンテン
ツをブロックに分けて、ブロック単位で印刷処理を行う技術が開示されている。
【００１０】
【特許文献１】特開平１０－２７０７６号公報
【特許文献２】特開２００５－６２９１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　通常、ジョブ管理装置では、一旦、ジョブチケットのような印刷指示データとなった後
は、当該ジョブチケットを１つの単位としてジョブを管理している。しかしながら、１つ
のジョブチケットで例外設定が設定されている印刷ジョブについて、例外設定の内容を確
認することが困難であった。
【００１２】
　例えば、１０ページの印刷ジョブのうち、ステイプルの例外設定が３、４、８、９ペー
ジに設定されており、用紙サイズの例外設定「Ａ３」が３、４、８ページ目、例外設定「
Ａ５」が７ページ目、「レター」が５、６ページ目に設定されている。さらに、用紙種類
の例外設定「再生紙」が、３、４ページ目、例外設定「普通紙」が５、６ページ目、例外
設定「ラベル」が７ページ目に設定されているとする。この場合、上述した例外設定を含
む印刷ジョブが生成され、当該印刷ジョブの設定情報を確認すると図３４のように表示さ
れるため、例えば、ユーザは、ステイプルの例外設定が適用される範囲を容易に確認する
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ことができなかった。さらに、ページ数が増加したり、例外設定項目が増加することに従
って表示内容は複雑化するため、ユーザは、更に例外設定の内容を確認することが困難と
なる可能性があった。
【００１３】
　即ち、従来においては、各例外設定単位で表示を行い、操作性を向上させる仕組みを提
供できるようにすることが望まれていた。
【００１４】
　本発明は上述の問題点に鑑みてなされたものであり、例外設定が設定されている印刷ジ
ョブの印刷処理を行う際に、その操作を煩雑化させること無く、快適な印刷処理環境を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明のジョブ管理装置は、印刷ジョブの全体に係る印刷設定とは異なる例外設定を当
該印刷ジョブから検出する検出手段と、前記検出手段で検出した例外設定について例外設
定単位で表示することを指示する指示手段と、前記指示手段により例外設定単位での表示
が指示された場合、例外設定単位で表示すべき設定項目を選択する選択手段と、前記選択
手段で選択された設定項目に関係する例外設定情報を表示する表示手段とを有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、例外設定が設けている印刷ジョブの印刷処理を行う際に、その操作を
煩雑化させること無く、快適な印刷処理環境を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の諸実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００１８】
（第１の実施形態）
　以下に、本発明の第１の実施形態について説明する。
　図１は、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００の機能構成の一例を示すブロック
図である。
【００１９】
　ここで、ジョブ管理装置１００は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤ等のハード
ウエアを有するコンピュータ装置で構成されている。そして、図１に示すジョブ管理装置
１００の各機能構成は、ＣＰＵがＲＯＭ又はＨＤ等に格納されているジョブ管理アプリケ
ーションに係るプログラムを実行することにより実現される。
【００２０】
　図１に示すように、ジョブ管理装置１００を構成する各構成部１０１～１１６は、内部
バスを介して通信可能に接続されている。
【００２１】
　図１のジョブ送受信部１０１は、コンピュータ装置や印刷装置等の外部装置と当該ジョ
ブ管理装置１００との間でやり取りされる全てのジョブの送受信を行うとともに、再印刷
処理の際には、ジョブチケットのみの送受信も行う。ここで、送受信されるジョブとして
は、例えば、印刷処理等の処理が実行中であることを示す実行中ジョブや、処理が待機中
であることを示す待機中ジョブ、出力処理が完了したことを示す終了ジョブ、エラーが発
生したことを示すエラージョブ等が挙げられる。
【００２２】
　ジョブ表示部１０２は、ジョブのリストや、ジョブの処理状態等を表示装置１１６に表
示する制御を行う。例外設定表示部１０３は、ジョブにおける例外設定に関する情報を例
外設定単位で表示装置１１６に表示する制御を行う。ここで、例外設定とは、前述したよ
うに、ジョブ（印刷ジョブ）の全体に係る設定（印刷設定）とは異なる設定のことである
。



(7) JP 2008-305020 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

【００２３】
　操作部１０４は、表示装置１１６に表示されたジョブや例外設定等の選択や、変更、削
除、再印刷処理、或いは、パラメータの入力などをオペレータが行う際に操作するもので
ある。
【００２４】
　制御部１０５は、ジョブ管理装置１００における動作を統括的に制御するものであり、
必要に応じて各構成部（１０１～１０４、１０６～１１６）の動作の制御を行う。
【００２５】
　ジョブチケット解釈部１０６は、ジョブチケットの解釈を行うものであり、具体的に、
ジョブチケットの構造的な解析を行った後に、処理の指示内容の意味を解釈する。ジョブ
チケット編集部１０７は、ジョブチケットの内容を編集する処理を行う。
【００２６】
　ジョブチケット作成部１０８は、再印刷処理の際に、オリジナルのジョブチケットに替
えて、印刷装置に対する指示として、オリジナルのジョブチケットの最終プロセスにおけ
る例外設定毎にくくったサブジョブチケットの作成を行う。さらに、ジョブチケット作成
部１０８は、作成したサブジョブチケットを他の例外設定毎に分割してミニサブジョブチ
ケット等を生成する。
【００２７】
　例外設定検出部１０９は、ジョブチケット内の例外設定を検出する処理を行う。例外設
定編集部１１０は、ジョブチケット内の例外設定を編集する処理を行う。
【００２８】
　ジョブ情報管理部１１１は、ジョブチケットのファイル保存や保存したジョブチケット
の取り出し、或いは、例外設定情報のファイル保存や保存した例外設定情報の取り出しな
どを関連付けて統合的な管理を行う。ジョブ情報管理部１１１は、これらの管理を、後述
するジョブチケット管理部１１２及び例外設定情報管理部１１４と連携して行う。
【００２９】
　ジョブチケット管理部１１２は、ジョブチケット等のファイル保存や保存したジョブチ
ケット等の取り出しなどの管理を行う。ジョブチケットＤＢ１１３は、ジョブチケット等
のファイルを保存する外部記憶装置である。
【００３０】
　例外設定情報管理部１１４は、例外設定情報のファイル保存や当該例外設定情報の抽出
、例外設定同士等の関連付けなどの管理を行う。例外設定情報ＤＢ１１５は、例外設定情
報のファイルを保存する外部記憶装置である。
【００３１】
　図３５は、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００のハードウェア構成の一例を示
すブロック図である。ジョブ管理装置１００は、例えば情報処理装置に相当する。
【００３２】
　図３５において、ＣＰＵ３５０１は、ＲＯＭ３５０３またはハードディスク（ＨＤ）３
５１１からＲＡＭ３５０２にロードされたＯＳや一般アプリケーションなどのプログラム
を実行し、後述するフローチャートの手順を実現する。ＲＡＭ３５０２は、ＣＰＵ３５０
１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＲＯＭ３５０３は、フォントＲＯＭ、プ
ログラムＲＯＭ及びデータＲＯＭを有して構成されている。
【００３３】
　キーボードコントローラ（ＫＢＣ）３５０５は、キーボード３５０９や不図示のポイン
ティングデバイスからのキー入力を制御する。ＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）３５０６
は、ＣＲＴディスプレイ３５１０の表示を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ）３
５０７は、ブートプログラム、種々のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイ
ル、後述の編集ファイル等を記憶するハードディスク（ＨＤ）３５１１や不図示のフレキ
シブルディスク（ＦＤ）等とのアクセスを制御する。ＰＲＴＣ３５０８は、接続されたプ
リンタとの間の信号の交換を制御する。ＮＣ３５１２は、ネットワークに接続されて、ネ
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ットワークに接続された他の機器との通信制御処理を実行する。システムバス３５０４は
、ＣＰＵ３５０１、ＲＡＭ３５０２、ＲＯＭ３５０３、ＫＢＣ３５０５、ＣＲＴＣ３５０
６、ＤＫＣ３５０７、ＰＲＴＣ３５０８及びＮＣ３５１２を相互に通信可能に接続するた
めのものである。
【００３４】
　図２は、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００を有する印刷処理システムの一例
を示す模式図である。
【００３５】
　図２に示す印刷処理システムは、ジョブ管理装置１００と、ジョブ生成アプリケーショ
ン２１０と、ＭＦＰ（Multi Function Peripheral）２２０を有して構成されている。
【００３６】
　ジョブ生成アプリケーション２１０は、ジョブチケットを生成するジョブチケット生成
部２１１とＰＤＬデータを生成するＰＤＬ生成部２１２を有しており、これらによって印
刷ジョブ２０１が生成される。ジョブ生成アプリケーション２１０によって生成された印
刷ジョブ２０１は、図１に示すジョブ管理装置１００に送信される。
【００３７】
　ＭＦＰ２２０は、ジョブ管理装置１００から印刷ジョブ２０２やジョブチケット２０３
を受信して印刷処理等を行う。このＭＦＰ２２０は、ジョブ送受信Ｉ／Ｆ２２１と、ジョ
ブチケット処理部２２２と、ＰＤＬ処理部２２３と、プリント処理部２２４と、ＭＦＰ管
理部２２５を有して構成されている。ジョブ送受信Ｉ／Ｆ２２１は、ジョブ等の送受信を
行う。ジョブチケット処理部２２２は、ジョブチケット関連の処理を行う。ＰＤＬ処理部
２２３は、ＰＤＬ関連の処理を行う。プリント処理部２２４は、印刷処理を行う。ＭＦＰ
管理部２２５は、当該ＭＦＰ２２０の各構成部を統括的に管理する。
【００３８】
　次に、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図３～図
９、並びに、図３１及び図３２を用いて説明する。
【００３９】
　図３は、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に印刷
ジョブ２０１を例外設定単位毎に表示する操作処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。この際、図３に示すフローチャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５によ
る制御のもとで行われる。また、図８及び図９は、図３に示す操作処理手順例に係るジョ
ブ管理アプリケーション及びその操作例を示す模式図である。
【００４０】
　ここでは、印刷ジョブ２０１の印刷設定を１つ１つのジョブ単位で表示する「１ジョブ
表示」の状態から、例外設定単位ごとに表示する「例外設定レベル別表示」に切り替えて
、「ステープル」の例外設定レベルで表示させる場合について説明する。なお、例外設定
単位は、例外設定レベルと記載されることもある。
【００４１】
　ステップＳ３０１において、制御部１０５は、まず、ジョブ管理アプリケーションを起
動し、ジョブ表示部１０２を制御して、図８（ａ）に示すジョブリスト画面８０２を表示
装置１１６に表示させる。その後、制御部１０５は、オペレータが操作部１０４を介して
選択したジョブ８０３を選択する。
【００４２】
　続いて、ステップＳ３０２において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１０
４のポインティングデバイスを右クリックしたことを検知すると、ジョブ表示部１０２に
ジョブリスト画面８０２における図８（ａ）に示す機能メニュー８０４を表示させる。そ
の後、オペレータから操作部１０４を介して、機能メニュー８０４の中から「ジョブ表示
方法選択」の選択がなされると、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、図８（ａ）に
示すジョブ表示方法メニュー８０５を表示させる。
【００４３】



(9) JP 2008-305020 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　続いて、ステップＳ３０３において、制御部１０５は、オペレータが操作部１０４を介
してジョブ表示方法メニュー８０５の中から「例外設定レベル別表示」を選択したことを
検知する。ここで、「例外設定レベル別表示」は、ジョブの印刷設定を例外設定レベルで
表示する処理を指す。そして、制御部１０５は、例えば、ジョブ表示部１０２に、図８（
ａ）に示す例外設定レベルメニュー８０６を表示する。この例外設定レベルメニュー８０
６には、例外設定レベル（例外設定単位）での表示を行う設定項目の一例として、「ステ
ープル」、「メディア」、「カラーモード」及び「レイアウト」の各設定項目が示されて
いる。その他、設定項目の一例として、例えば、「印刷に使用される用紙」を適用するこ
とも可能である。
【００４４】
　続いて、ステップＳ３０４において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定レベ
ルメニュー８０６の中から「ステープル」の選択を行うと、制御部１０５は、これを検知
して選択処理を行う。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に対して、ジョブ
リスト画面８０２に、図８（ｂ）に示す「例外設定レベル（「ステープル」）に関係する
例外設定情報」８０７を表示させる。
【００４５】
　図８（ｂ）において、例外設定レベル８０８は表示している例外設定レベルを示し、Ｉ
Ｄ８０９は関連するサブジョブチケットのＩＤを示し、状態８１０は印刷の状態を示して
いる。また、シート８１１は例外設定の対象シート範囲を示し、例外処理パラメータ８１
２は例外設定における処理パラメータを示し、ページ数８１３は印刷出力されるページ数
をそれぞれ示している。
【００４６】
　なお、ジョブリスト画面８０２に表示する例外設定レベルを更に切り替える場合は、ス
テップＳ３０２～ステップＳ３０４の処理を同様に行う。例えば、例外設定レベルを「カ
ラーモード」に切り替える場合について、以下に説明する。
【００４７】
　なお、ステップＳ３０２～Ｓ３０３の処理は、「例外設定レベル（「ステープル」）」
と同じであるため詳細な説明は省略する。
【００４８】
　ステップＳ３０４において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定レベルメニュ
ー９０３の中から「カラーモード」の選択を行うと、制御部１０５は、これを検知して選
択処理を行う。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に対して、ジョブリスト
画面８０２に図９（ｂ）に示す「例外設定レベル（「カラーモード」）の印刷設定表示」
９０４を表示させる。
【００４９】
　次に、図３に示す操作処理が行われた際のジョブ管理装置１００の内部処理について説
明する。
【００５０】
　図４は、第１の実施形態に係るジョブ管理装置１００の内部処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。この際、図４に示すフローチャートの処理は、例えば、図１に示す制
御部１０５による制御のもとで行われる。
【００５１】
　まず、ステップＳ４０１において、ジョブ送受信部１０１は、ジョブ生成アプリケーシ
ョン２１０からジョブ（印刷ジョブ２０１）を受信する。この際、ジョブ送受信部１０１
で受信したジョブは、例えば、図８（ａ）に示すジョブ管理アプリケーションのジョブリ
スト画面８０２に反映される。
【００５２】
　続いて、ステップＳ４０２において、ジョブ情報管理部１１１は、受信したジョブから
ジョブチケットを抽出する。ここで、図３１は、ジョブチケットの一例を示す模式図であ
る。図３１には、ジョブチケットの構造３１０１、ジョブチケットで実行されるプロセス
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３１０２、及び、原稿ページと例外設定レベルとの相関態様３１０３の一例が示されてい
る。
【００５３】
　続いて、ステップＳ４０３において、ジョブチケット解釈部１０６は、ジョブ情報管理
部１１１で抽出されたジョブチケットを解釈する。具体的に、ジョブチケット解釈部１０
６は、ジョブチケットの構造的な解析を行った後に、処理の指示内容の意味を解釈する。
【００５４】
　続いて、ステップＳ４０４において、ジョブチケット解釈部１０６は、さらに、ジョブ
チケットの処理の指示内容から、当該ジョブチケットを構成する処理種別（以降、「プロ
セス」と称する）を判別する。
【００５５】
　続いて、ステップＳ４０５において、ジョブチケット解釈部１０６は、さらに、ステッ
プＳ４０４で判別したプロセスで使用されるデータの入出力から、プロセスの処理順序を
判別し、各プロセスに処理順序を示す番号を付加する。例えば、図３１の場合、レイアウ
ト配置処理、レンダリング処理、印刷処理、ステープル処理の順序に従って処理順序を示
す番号を付加する。よって、レイアウト配置処理には、処理順序「１」が設定され、ステ
ープル処理には、処理順序「４」が設定される。
【００５６】
　次に、例外設定検出部１０９は、印刷処理順序とは逆順に、すなわち、最終プロセスか
ら遡った順に、例外設定検出対象プロセスを選択して、例外設定を検出する。
【００５７】
　具体的には、まず、ステップＳ４０６において、例外設定検出部１０９は、プロセス順
序カウンタに、最終プロセス順序番号をセットする。図３１の場合、例外設定検出部１０
９は、処理順序「４」をＳ４０６において設定する。
【００５８】
　続いて、ステップＳ４０７において、例外設定検出部１０９は、例外設定検出対象プロ
セスとして、プロセス順序カウンタのカウント値と等しいプロセス順序番号を持つプロセ
スを選択する。つまり、図３１の場合、例外設定検出部１０９は、Ｓ４０６において処理
順序「４」を設定したので、ステープル処理を選択する。
【００５９】
　続いて、ステップＳ４０８において、例外設定検出部１０９は、ステップＳ４０７で選
択したプロセス毎に例外設定の検出処理を行う。なお、Ｓ４０８の処理は、図５にて詳細
に説明する。
【００６０】
　続いて、ステップＳ４０９において、例外設定検出部１０９は、プロセス順序カウンタ
からカウント値を１だけ削減し、処理したプロセスの前のプロセスを例外設定検出対象と
する。
【００６１】
　続いて、ステップＳ４１０において、例外設定検出部１０９は、例外設定検出対象プロ
セスの残りがあるか否かを判断する。この判断の結果、例外設定検出対象プロセスの残り
がある場合には、ステップＳ４０７に戻る。
【００６２】
　一方、ステップＳ４１０の判断の結果、例外設定検出対象プロセスの残りが無い場合に
は、ステップＳ４１１に進む。そして、ステップＳ４１１において、ジョブチケット作成
部１０８は、ステップＳ４０２で抽出されたオリジナルのジョブチケットを、最終プロセ
スまでの例外設定レベル（例外設定単位）で分割したサブセットであるサブジョブチケッ
トを生成する。なお、Ｓ４０２の処理は、図６にて詳細に説明する。
【００６３】
　続いて、ステップＳ４１２において、ジョブチケット管理部１１２は、ステップＳ４１
１で生成されたサブジョブチケットをジョブチケットＤＢ１１３に保存する。
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【００６４】
　続いて、ステップＳ４１３において、例外設定表示部１０３は、例外設定レベル毎の情
報を表示装置１１６のジョブリスト画面８０２に表示する。
【００６５】
　そして、ステップＳ４１３の処理が終了すると、図４に示すフローチャートにおける処
理が終了する。
【００６６】
　次に、図４のステップＳ４０８の例外設定検出処理の詳細な処理について説明する。
　図５は、図４のステップＳ４０８の例外設定検出処理における詳細な処理手順の一例を
示すフローチャートである。
【００６７】
　まず、ステップＳ５０１において、例外設定検出部１０９は、当該例外設定検出対象プ
ロセスに例外設定があるか否かを判断する。具体的には、例外設定検出部１０９は、Ｓ４
０２において抽出したジョブチケットの各処理プロセスに複数のパラメータが設定されて
いるか否かを判定する。ここで、複数のパラメータが設定されていると判定された場合、
ジョブ全体の設定だけでなく、その他の設定が含まれていることになるので、例外設定検
出部１０９は、「例外設定あり」と判断する。この判断の結果、当該例外設定検出対象プ
ロセスに例外設定がない場合には、当該フローチャートにおける処理を終了し、図４のス
テップＳ４０９に進む。
【００６８】
　一方、ステップＳ５０１の判断の結果、当該例外設定検出対象プロセスに例外設定があ
る場合には、ステップＳ５０２に進む。そして、ステップＳ５０２において、例外設定検
出部１０９は、当該例外設定検出対象プロセスにおける例外設定の種別を判別し、これを
例外設定レベル（本例では、図８及び図９の「ステープル」「メディア」「カラーモード
」「レイアウト」）として抽出する。具体的には、例えば処理順序「４」を対象としてい
る場合、例外設定検出部１０９は、図３１のジョブチケットにおいて処理順序「４」に該
当する処理を特定する。よって、「ステープル処理」が特定される。
【００６９】
　続いて、ステップＳ５０３において、例外設定検出部１０９は、当該例外設定が所属す
るプロセスの情報（本例では、「プロセス名」や「プロセス順序」）を抽出する。
【００７０】
　続いて、ステップＳ５０４において、例外設定検出部１０９は、例外設定毎に例外処理
パラメータ（本例では、ステープルであれば、例えば図８（ｂ）に示す「左上」など）を
抽出する。なお、ステップＳ５０３、Ｓ５０４の処理も、図３１のジョブチケットを解釈
することで実現される。
【００７１】
　続いて、ステップＳ５０５において、例外設定検出部１０９は、例外設定以外のデフォ
ルト処理パラメータ（本例では、ステープルであれば、例えば「非処置」など）を抽出す
る。具体的には、例外設定検出部１０９は、ジョブチケットの送信先となるデバイスや、
ジョブチケットの送信元となるアプリケーションに設定されているデフォルト処理パラメ
ータを取得することで、ステップＳ５０５の処理が実現される。
【００７２】
　続いて、ステップＳ５０６において、例外設定検出部１０９は、ジョブチケットを参照
して、例外設定毎に例外処理対象シートの判別を行う。具体的には、現在の処理対象がス
テープルである場合、例外設定検出部１０９は、ジョブチケットのステープルに含まれる
対象パラメータのシート番号を判別する。図３１の場合では、１つ目のパラメータの対象
シートが１～２となっているので、例外設定検出部１０９は、当該シート１～２を特定す
る。
【００７３】
　続いて、ステップＳ５０７において、例外設定検出部１０９は、例外設定毎に異なる例
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外設定ＩＤを付加する。
【００７４】
　続いて、ステップＳ５０８において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定検出部１
０９が抽出や付加した例外設定に関する情報を例外設定情報として、例外設定情報ＤＢ１
１５に保存する。ここで、図７Ａは、第１の実施形態における例外設定情報７０１の一例
を示す図である。
【００７５】
　続いて、ステップＳ５０９において、例外設定検出部１０９は、当該例外設定検出対象
プロセスに残りの例外設定があるか否かを判断する。この判断の結果、当該例外設定検出
対象プロセスに残りの例外設定がある場合には、ステップＳ５０２に戻る。
【００７６】
　一方、ステップＳ５０９の判断の結果、当該例外設定検出対象プロセスに残りの例外設
定が無い場合には、ステップＳ５１０に進む。そして、ステップＳ５１０において、例外
設定検出部１０９は、例外設定レベル毎に定められた設定可能処理パラメータの候補を、
ジョブチケット解釈部１０６を用いて抽出する。具体的には、例外設定検出部１０９は、
ジョブチケットの送信先となるデバイスや、ジョブチケットの送信元となるアプリケーシ
ョンから設定可能処理パラメータの候補を抽出する。例えば、デバイスが、ステイプル処
理として、「中綴じ」、「左上」、「左下」、「右上」、「右下」に設定可能であれば、
これらの設定パラメータが抽出される。
【００７７】
　続いて、ステップＳ５１１において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定検出部１
０９が抽出した例外設定レベル毎に定められた設定可能処理パラメータの候補を例外設定
レベル別選択可能処理パラメータ情報として、例外設定情報ＤＢ１１５に保存する。ここ
で、図７Ｂは、第１の実施形態における例外設定レベル別選択可能処理パラメータ情報７
０２の一例を示す図である。
【００７８】
　そして、ステップＳ５１１の処理が終了すると、図５に示すフローチャートにおける処
理が終了する。
【００７９】
　次に、図４のステップＳ４１１のサブジョブチケット生成処理の詳細な処理について説
明する。
　図６は、図４のステップＳ４１１のサブジョブチケット生成処理における詳細な処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【００８０】
　まず、例外設定情報管理部１１４において、例外設定情報ＤＢ１１５に保存した例外設
定情報７０１における各個別の例外設定の関連付け情報を生成する。
【００８１】
　具体的には、まず、ステップＳ６０１において、例外設定情報管理部１１４は、ステッ
プＳ５０８で例外設定情報ＤＢ１１５に保存した、図７Ａに示す例外設定情報７０１から
、個別の例外設定を抽出する。例えば、図７Ａでは、例外設定が１４種類保存されている
ので、例外設定情報管理部１１４は、例外設定ＩＤの順序に従って各例外設定を抽出する
（例えば、図７Ａでは、まず例外設定ＩＤ「１」が抽出される）。
【００８２】
　続いて、ステップＳ６０２において、例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ６０１
で抽出した個別の例外設定が、最終プロセスに属しているか否かを判断する。この判断の
結果、ステップＳ６０１で抽出した個別の例外設定が最終プロセスに属していない場合に
は、ステップＳ６０１に戻る。例えば、図７Ａにおいて例外設定ＩＤ「１」を抽出した場
合、例外設定情報管理部１１４は、例外設定レベル「ステープル」を確認し、図３１のジ
ョブチケットと対応づけることで、「ステープル」が、最終プロセスに属していると判断
できる。



(13) JP 2008-305020 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

【００８３】
　一方、ステップＳ６０２の判断の結果、ステップＳ６０１で抽出した個別の例外設定が
最終プロセスに属している場合には、ステップＳ６０３に進む。そして、ステップＳ６０
３において、例外設定情報管理部１１４は、当該個別の例外設定にサブジョブチケットＩ
Ｄを付加する。
【００８４】
　続いて、ステップＳ６０４において、例外設定情報管理部１１４は、処理対象シートが
重複している他の例外設定の抽出を行う。例えば、例外設定ＩＤ「１」を処理対象として
いる場合、図７Ａから処理対象シートが「１～２」であると特定できる。そこで、例外設
定情報管理部１１４は、処理対象シートとして「１」または「２」が設定されている他の
例外設定を抽出する。よって、図７Ａを例外設定情報とする場合、例外設定情報管理部１
１４は、例外設定ＩＤ「１」と重複する他の例外設定として、例外設定ＩＤ「３」、「４
」、「７」、「８」、「１１」、「１２」を抽出する。
【００８５】
　続いて、ステップＳ６０５において、例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ６０４
での抽出結果に基づいて、例外設定関連付け情報を生成する。ここで、図７Ｃは、第１の
実施形態における例外設定関連付け情報７０３の一例を示す図である。
【００８６】
　続いて、ステップＳ６０６において、例外設定情報管理部１１４は、図７Ａに示す例外
設定情報７０１に、関連付け処理が済んでいない個別の例外設定が残っているか否かを判
断する。この判断の結果、関連付け処理が済んでいない個別の例外設定が残っている場合
には、ステップＳ６０１に戻る。例えば、図７Ａにおいて、例外設定ＩＤ「１」について
関連付け処理を実行したが、例外設定ＩＤ「２」については関連付け処理を実行していな
い場合、本フローチャートの処理は、ステップＳ６０１に戻ることとなる。
【００８７】
　一方、ステップＳ６０６の判断の結果、関連付け処理が済んでいない個別の例外設定が
残っていない場合には、ステップＳ６０７に進む。そして、ステップＳ６０７において、
例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ６０５で生成した例外設定関連付け情報７０３
を、例外設定情報ＤＢ１１５に保存する。
【００８８】
　続いて、ステップＳ６０８において、ジョブチケット作成部１０８は、例外設定関連付
け情報７０３から、サブジョブチケットを生成する。ここで、図３２は、サブジョブチケ
ットの一例を示す模式図である。具体的に、図３２には、例えば、ＩＤ＝１のサブジョブ
チケットの構造３２０１及びＩＤ＝２のサブジョブチケットの構造３２０２が示されてい
る。後述するが、サブジョブチケットは、ステップＳ６０５において生成された例外設定
関連付け情報に基づいて生成される。
【００８９】
　そして、ステップＳ６０８の処理が終了すると、図６に示すフローチャートにおける処
理が終了する。
【００９０】
　第１の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設定されている印刷ジョブにおい
て、例外設定レベル毎に表示する仕組みが提供され、オペレータによる例外設定毎の印刷
設定の把握を容易にし、処理効率を向上させることができる。これにより、第１の実施形
態のジョブ管理装置１００によれば、例外設定が設定されている印刷ジョブの印刷処理を
行う際に、当該例外設定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、快適な印刷処理
環境を提供することが可能となる。
【００９１】
（第２の実施形態）
　以下に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　第２の実施形態に係るジョブ管理装置は、図１に示す第１の実施形態に係るジョブ管理
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装置１００の機能構成と同様の構成からなる。また、第２の実施形態に係る印刷処理シス
テムは、図２に示す第１の実施形態に係る印刷処理システムと同様の構成からなる。
【００９２】
　次に、第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図１０～
図１９を用いて説明する。
【００９３】
　図１０は、第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に例
外設定レベル別表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集す
る際の第１の操作処理手順例を示すフローチャートである。この際、図１０に示すフロー
チャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【００９４】
　また、図１２は、図１０に示す第１の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーショ
ン及びその操作例を示す模式図である。例えば、図１２（ａ）に示すジョブ管理アプリケ
ーション１２０１の画面は、例外設定レベルが設定項目「ステープル」のジョブの印刷設
定を変更する様子を示したものである。また、例えば、図１２（ｂ）に示すジョブ管理ア
プリケーション１２０４の画面は、例外設定レベルが設定項目「カラーモード」のジョブ
の印刷設定を変更する様子を示したものである。そして、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）
に示すどちらのジョブ管理アプリケーションの操作処理手順も、図１０に示すフローチャ
ートにより行われる。
【００９５】
　まず、図１０のステップＳ１００１において、制御部１０５は、オペレータからの操作
部１０４を介した例外設定レベル別表示の指示に基づいて、図３のフローチャートにおけ
る所定の操作処理を行い、表示装置１１６に例外設定レベル別の表示を行う。具体的に、
制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に対して、図１２（ａ）に示すジョブ管
理アプリケーション１２０１の画面、或いは、図１２（ｂ）に示すジョブ管理アプリケー
ション１２０４の画面を表示装置１１６に表示させる制御を行う。
【００９６】
　続いて、ステップＳ１００２において、制御部１０５は、まず、オペレータから操作部
１０４を介して編集対象例外設定レベルの「例外処理パラメータ」（図１２の１２０２や
１２０５）が選択されると、これを検知する。そして、制御部１０５は、例えば、例外設
定表示部１０３に対して、例外処理パラメータメニュー（図１２の１２０３や１２０６）
を表示装置１１６に表示させる制御を行う。
【００９７】
　続いて、ステップＳ１００３において、オペレータから操作部１０４を介して例外処理
パラメータメニューの中から所定の選択肢が選択されると、制御部１０５は、例外設定表
示部１０３に、ジョブリスト画面の例外設定レベル別の表示を自動的に更新表示させる。
【００９８】
　この図１０に示す操作処理の際の第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００の処理の
一例を以下に示す。
【００９９】
　図１１は、第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、例外設定毎の編集処
理の一例を示すフローチャートである。この際、図１１に示すフローチャートの処理は、
例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０１００】
　まず、操作部１０４を介してオペレータから例外設定の編集が指示され、例外設定編集
部１１０で当該指示に応じた例外設定の変更がなされると、ステップＳ１１０１において
、例外設定情報管理部１１４は、当該例外設定の変更を検知する。
【０１０１】
　続いて、ステップＳ１１０２において、例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ１１
０１によって検知された例外設定の変更により処理対象シートが変更されたか否かを判断
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する。具体例としては、例えばステップＳ１１０１において、図１６のようにレイアウト
設定が、４ｉｎ１から２ｉｎ１に変更された場合、シート数が増加することとなる。この
場合、例外設定情報管理部１１４は、処理対象シートが変更されたと判定する。なお、ス
テップＳ１１０２において処理対象シートが変更されると判定されるその他の例は、ステ
イプルの処理対象シートが変更された場合などが挙げられる。その結果、図１６では、レ
イアウト設定の変更に従って、変更されたレイアウト設定が適用されるシート範囲を変更
している。
【０１０２】
　ここで、図１０に示す本例のように、処理対象シートの変更がなされていない場合には
、変更された例外設定に関する部分のみ、例外設定情報及び例外設定関連付け情報を更新
する。
【０１０３】
　すなわち、本例の場合には、ステップＳ１１０２で処理対象シートが変更されないと判
断されて、ステップＳ１１１２に進む。そして、ステップＳ１１１２において、例外設定
情報管理部１１４は、例外設定情報について、変更された例外設定に関する部分のみ変更
して更新する。
【０１０４】
　続いて、ステップＳ１１１３において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定関連付
け情報について、変更された例外設定に関する部分のみ変更して更新する。
【０１０５】
　続いて、ステップＳ１１１４において、ジョブチケット作成部１０８は、サブジョブチ
ケットを再生成する。
【０１０６】
　続いて、ステップＳ１１１５において、例えば、ジョブチケット管理部１１２は、不要
なサブジョブチケットがあるか否かを判断する。ここで、不要なサブジョブチケットとし
ては、例えば、ステップＳ１１１４で再生成されたサブジョブチケットにおける前のサブ
ジョブチケット等が挙げられる。
【０１０７】
　ステップＳ１１１５の判断の結果、不要なサブジョブチケットがある場合には、続いて
、ステップＳ１１１６に進む。そして、ステップＳ１１１６において、ジョブチケット管
理部１１２は、不要なサブジョブチケットを、ジョブチケットＤＢ１１３から削除する。
【０１０８】
　そして、ステップＳ１１１５で不要なサブジョブチケットがないと判断された場合、或
いは、ステップＳ１１１６の処理が終了した場合には、図１１に示すフローチャートにお
ける処理が終了する。
【０１０９】
　図１４は、第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、例外設定レベル別表
示が設定されている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集する際の第２の操
作処理手順例を示すフローチャートである。この際、図１４に示すフローチャートの処理
は、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０１１０】
　また、図１５、図１６及び図１７は、図１４に示す第２の操作処理手順例に係るジョブ
管理アプリケーションが提供する画面の一例を示す模式図である。
【０１１１】
　ここでは、例えば、「レイアウト」の例外設定レベルの一部を４ｉｎ１から２ｉｎ１に
変更して、「ステープル」の範囲を変更して、２分冊から３分冊に変更する場合について
説明する。当然ながら、その他の設定変更時にも図１４のフローチャートを適用すること
は可能である。
【０１１２】
　この場合、ステップＳ１４０１において、制御部１０５は、まず、ジョブ管理アプリケ
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ーションを起動し、ジョブ表示部１０２を制御して、図１５（ａ）に示すジョブリスト画
面を表示装置１１６に表示させる。その後、制御部１０５は、オペレータが操作部１０４
を介して選択した、図１５（ａ）に示すジョブ１５００の選択処理を行う。
【０１１３】
　続いて、ステップＳ１４０２において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１
０４のポインティングデバイスを右クリックしたことを検知すると、ジョブ表示部１０２
にジョブリスト画面における図１５（ａ）に示す機能メニュー１５０１を表示させる。そ
の後、オペレータから操作部１０４を介して、機能メニュー１５０１の中から「ジョブ表
示方法選択」の選択がなされると、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、図１５（ａ
）に示すジョブ表示方法メニュー１５０２を表示させる。
【０１１４】
　続いて、ステップＳ１４０３において、オペレータが操作部１０４を介してジョブ表示
方法メニュー１５０２の中から「例外設定レベル別表示」の選択を行うと、制御部１０５
は、これを検知する。ここで、「例外設定レベル別表示」は、ジョブの印刷設定を例外設
定レベルで表示するものである。そして、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、図１
５（ａ）に示す例外設定レベルメニュー１５０３を表示させる。この例外設定レベルメニ
ュー１５０３には、例外設定レベル（例外設定単位）での表示を行う設定項目として、「
ステープル」、「メディア」、「カラーモード」及び「レイアウト」の各設定項目が示さ
れている。その他、設定項目の一例として、例えば、「印刷に使用される用紙」を適用す
ることも可能である。
【０１１５】
　続いて、ステップＳ１４０４において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定レ
ベルメニュー１５０３の中から「レイアウト」の選択を行うと、制御部１０５は、これを
検知して選択処理を行う。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に対して、ジ
ョブリスト画面に、図１５（ｂ）に示す「例外設定レベル（「レイアウト」）の印刷設定
表示」１５０４を表示させる。
【０１１６】
　続いて、ステップＳ１４０５において、制御部１０５は、まず、オペレータから操作部
１０４を介して編集対象例外設定レベルの「例外処理パラメータ」が選択されると、これ
を検知する。そして、制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に対して、例外処
理パラメータメニューを表示装置１１６に表示させる制御を行う。ここで、例えば、図１
５（ｂ）のジョブリスト画面において、ＩＤ＝１の例外処理パラメータの「４ｉｎ１」が
選択されると、図１６（ａ）に示す例外処理パラメータメニュー１６０１を表示させる。
【０１１７】
　続いて、ステップＳ１４０６において、オペレータから操作部１０４を介して例外処理
パラメータメニュー１６０１の中から所定の選択肢（本例の場合には「２ｉｎ１」）が選
択されると、制御部１０５は、これを検知する。そして、制御部１０５は、検知結果に基
づいて、例外設定表示部１０３に、ジョブリスト画面の対応する例外設定レベル１６０２
（図１６（ａ））の更新表示を自動的に行わせる。この際、例外設定レベル１６０２では
、処理対象シートが変更されている。なぜならば、図１６（ａ）のように４ｉｎ１から２
ｉｎ１へ変更したことにより、シート数が増えたためである。
【０１１８】
　このステップＳ１４０１～Ｓ１４０６に示す操作処理の際の第２の実施形態に係るジョ
ブ管理装置１００の処理の一例を、図１１を参照して以下に示す。
【０１１９】
　まず、操作部１０４を介してオペレータから例外設定の編集が指示され、例外設定編集
部１１０で当該指示に応じた例外設定の変更がなされると、ステップＳ１１０１において
、例外設定情報管理部１１４は、当該例外設定の変更を検知する。
【０１２０】
　続いて、ステップＳ１１０２において、例外設定情報管理部１１４は、処理対象シート
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が変更されたか否かを判断する。
【０１２１】
　ここで、本例の場合には、処理対象シートが変更されるため、ステップＳ１１０３に進
む。続いて、ステップＳ１１０３において、例外設定情報管理部１１４は、変更された例
外設定の例外設定レベルが「レイアウト」であるか否かを判断する。
【０１２２】
　本例では、変更された例外設定の例外設定レベルが図１５（ａ）に示す「レイアウト」
であるため、ステップＳ１１０８に進む。
【０１２３】
　本例では、変更された例外設定の例外設定レベルが図１５（ａ）に示す「レイアウト」
であって、図１６（ａ）に示す「４ｉｎ１」であったものを「２ｉｎ１」へ変更している
。これに伴って、図１６（ａ）に示す例外設定レベル１６０２では、処理対象シート範囲
が「２」であったものが「２～３」に変更される。
【０１２４】
　この変更に伴って、他の例外設定レベルにおける「レイアウト」の処理対象シートの範
囲にも影響があるため、ステップＳ１１０８において、例外設定情報管理部１１４は、他
の例外設定レベルにおける「レイアウト」の処理対象シートの変更も行う。具体的に、本
例では、図１６（ｂ）に示す例外設定レベル１６０３のように処理対象シート範囲が「３
」であったものが「４」に変更され、例外設定レベル１６０４のように処理対象シート範
囲が「４」であったものが「５」に変更される。
【０１２５】
　続いて、ステップＳ１１０９において、例外設定情報管理部１１４は、変更された全て
の例外設定レベルのそれぞれが関連するサブジョブチケットＩＤを検出する。具体的に、
本例では、図１６（ａ）から（ｂ）において、４つの例外設定レベルのうち下３つ（つま
り、例外設定レベル１６０２から１６０４）の処理対象シートが変更されている。よって
、ステップＳ１１０９において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定レベル１６０２
に関連するサブジョブチケットＩＤ「１」を検出する。同様に、例外設定情報管理部１１
４は、、例外設定レベル１６０３に関連するサブジョブチケットＩＤ「２」と、例外設定
レベル１６０４に関連するサブジョブチケットＩＤ「２」を検出する。
【０１２６】
　続いて、ステップＳ１１１０において、例外設定情報管理部１１４は、検出した各サブ
ジョブチケットＩＤから、例外設定関連付け情報をもとに、関連する例外設定を検出する
。具体的には、図１６では、処理対象シートが「２」のレイアウトについて設定を変更し
た。つまり、例外設定ＩＤ１２について変更したこととなる。この際、例外設定ＩＤ１２
は、サブジョブチケットＩＤ「１」に属する。そのため、サブジョブチケットＩＤ「１」
において、例外設定ＩＤ「１２」を除いた例外設定が、ステップＳ１１１０において関連
する例外設定として検出される。
【０１２７】
　続いて、ステップＳ１１１１において、例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ１１
１０で検出した関連する例外設定の処理対象シートを、同じサブジョブチケットＩＤで関
連付けられた例外設定レベルが「レイアウト」の処理対象シート範囲をもとに更新する。
具体的に、本例では、ステップＳ１１１０においてサブジョブチケットＩＤ＝１に関連す
る例外設定として例外設定ＩＤ「１２」を除いた例外設定（つまり、例外設定ＩＤ「１」
、「３」、「４」、「７」、「８」、「１１」）が検出されている。例外設定情報管理部
１１４は、この検出された例外設定ＩＤに対応する処理対象シートを「１～２」から「１
～３」に更新する。
【０１２８】
　続いて、ステップＳ１１１２において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定情報に
ついて、変更された例外設定に関する部分のみ変更して更新する。
【０１２９】
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　続いて、ステップＳ１１１３において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定関連付
け情報について、変更された例外設定に関する部分のみ変更して更新する。つまり、上述
したようにレイアウトの変更によって処理対象シートが変化している。例外設定関連付け
情報は、処理対象シートに基づいて関連付けられているため、当該処理対象シートの変更
に従い、例外設定関連付け情報も更新される。
【０１３０】
　続いて、ステップＳ１１１４において、ジョブチケット作成部１０８は、サブジョブチ
ケットを再生成する。
【０１３１】
　続いて、ステップＳ１１１５において、例えば、ジョブチケット管理部１１２は、不要
なサブジョブチケットがあるか否かを判断する。
【０１３２】
　ステップＳ１１１５の判断の結果、不要なサブジョブチケットがある場合には、続いて
、ステップＳ１１１６に進む。そして、ステップＳ１１１６において、ジョブチケット管
理部１１２は、不要なサブジョブチケットを、ジョブチケットＤＢ１１３から削除する。
【０１３３】
　そして、ステップＳ１１１５で不要なサブジョブチケットがないと判断された場合、或
いは、ステップＳ１１１６の処理が終了した場合には、図１１に示すフローチャートにお
ける処理が終了する。
【０１３４】
　再び、図１４の説明に戻る。
　ステップＳ１４０６の処理が終了すると、続いて、ステップＳ１４０７において、制御
部１０５は、例外設定表示部１０３に、例外設定レベル別の表示における例外処理パラメ
ータ及びシート範囲を自動的に変更表示させる。つまり、制御部１０５は、図１１により
変更された例外設定情報等に基づいて、表示内容を変更する。
【０１３５】
　続いて、ステップＳ１４０８において、オペレータが操作部１０４を介して図１５（ａ
）に示す例外設定レベルメニュー１５０３の中から「ステープル」の選択を行うと、制御
部１０５は、これを検知する。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に対して
、ジョブリスト画面における例外設定レベル別の表示を「ステープル」に変更させる。こ
の際、上述したステップＳ１１１１において、ステープルの処理対象シートは「１～３」
と変更されたため、画面上における処理対象シートには「１～３」と表示される。
【０１３６】
　続いて、ステップＳ１４０９において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１
０４を介して変更した、図１７（ａ）に示す編集対象例外設定レベルの処理対象シート範
囲１７０１を検出する。なお、図１７（ａ）では、オペレータが、サブジョブチケットＩ
Ｄ「１」の処理対象シートを「１～３」から「１～２」へと変更している。そして、制御
部１０５は、検出結果に応じて例外設定編集部１１０に例外設定の分割処理を行わせ、当
該分割処理結果に基づいて例外設定表示部１０３に、図１７（ｂ）に示すジョブリスト画
面の例外設定レベル１７０２の更新表示を行わせる。つまり、処理対象シート「３」用の
サブジョブチケットＩＤ「３」が新たに生成される。
【０１３７】
　このステップＳ１４０７～Ｓ１４０９に示す操作処理の際の第２の実施形態に係るジョ
ブ管理装置１００の処理の一例を、図１１を参照して以下に示す。
【０１３８】
　まず、操作部１０４を介してオペレータから例外設定の編集が指示され、例外設定編集
部１１０で当該指示に応じた例外設定の変更がなされると、ステップＳ１１０１において
、例外設定情報管理部１１４は、当該例外設定の変更を検知する。
【０１３９】
　続いて、ステップＳ１１０２において、例外設定情報管理部１１４は、処理対象シート
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が変更されたか否かを判断する。
【０１４０】
　ここで、本例の場合には、図１７（ｂ）の画面を介して処理対象シートが変更されるた
め、ステップＳ１１０３に進む。続いて、ステップＳ１１０３において、例外設定情報管
理部１１４は、変更された例外設定の例外設定レベルが「レイアウト」であるか否かを判
断する。
【０１４１】
　ここで、本例の場合には、変更された例外設定の例外設定レベルが図１７に示すように
、「ステープル」であるため、ステップＳ１１０４に進む。続いて、ステップＳ１１０４
において、例外設定情報管理部１１４は、最終プロセスにおける例外設定レベルが増減す
るか否かを判断する。
【０１４２】
　本例の場合には、図１７（ａ）に示すＩＤ＝１の例外設定レベルの処理対象シート範囲
１７０１のように、「１～３」であったものが「１～２」に変更された場合は、ＩＤ＝１
のサブジョブチケットのシート範囲が変わることになる。このため、最終プロセスにおけ
る例外設定レベルに係るシート範囲が「１～２」と「３」と「４～５」となって、当該例
外設定レベルが増加することになるため、ステップＳ１１０５に進む。
【０１４３】
　続いて、ステップＳ１１０５において、例外設定情報管理部１１４は、増加した例外設
定に対して、新規のサブジョブチケットＩＤを生成する。なお、ここで生成された新規の
サブジョブチケットＩＤは「３」である。
【０１４４】
　続いて、ステップＳ１１０７において、例外設定情報管理部１１４は、図１７（ａ）の
シート範囲変更に基づいて、関連する他の例外設定レベルのシート範囲の変更、および、
新たな例外設定の生成処理を実行する。即ち、例外設定情報管理部１１４は、例外設定情
報の変更を行う。
【０１４５】
　ここで、具体例を挙げて以下に説明する。
　まず、第２の実施形態の処理を実行する前の例外設定情報は図７の状態である。そして
、第２の実施形態において、例外設定ＩＤ「１２」のレイアウトを４ｉｎ１～２ｉｎ１へ
変更したことにより、ステップＳ１１０８～Ｓ１１１１の処理が実行される。その結果、
図７の例外設定ＩＤ「１２」の処理対象シートは、「２」から「２～３」へと変更される
。この変更を受けて、他のレイアウトの処理対象シートも以下のように変更される。例外
設定ＩＤ「１３」は、処理対象シート「３」から「４」へ、例外設定ＩＤ１４は、処理対
象シート「４」から「５」へ変更される（ステップＳ１１０８の処理に相当）。そして、
これらの変更を受けて、関連する他の例外設定ＩＤが検出される（ステップＳ１１０９、
Ｓ１１１０）。なお、第２の実施形態では、例外設定ＩＤが変更対象となり、以下のよう
に変更される。例外設定ＩＤ「１」は、処理対象シート「１～２」から「１～３」、例外
設定ＩＤ「２」は、処理対象シート「３～４」から「４～５」へと変更される。同様に、
例外設定ＩＤ「４」は、処理対象シート「２」から「２～３」、例外設定ＩＤ「５」は、
処理対象シート「４」から「５」、例外設定ＩＤ「６」は、処理対象シート「４」から「
５」と順次変更される。その後、図１７の画面におけるステープルの処理対象シートの変
更を受けて、例外設定情報は、図１３Ａのように変更され（ステップＳ１１０７）、更新
される（ステップＳ１１１２）。
【０１４６】
　ここで、図１３Ａは、第２の実施形態におけるステップＳ１４０７～Ｓ１４０９に示す
操作処理の際に更新される例外設定情報１３０１の一例を示す図である。
【０１４７】
　続いて、ステップＳ１１１３において、例外設定情報管理部１１４は、例外設定関連付
け情報を更新する。ここで、図１３Ｂは、第２の実施形態におけるステップＳ１４０７～
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Ｓ１４０９に示す操作処理の際に更新される例外設定関連付け情報１３０２の一例を示す
図である。
【０１４８】
　続いて、ステップＳ１１１４において、ジョブチケット作成部１０８は、サブジョブチ
ケットを再生成する。
【０１４９】
　続いて、ステップＳ１１１５において、例えば、ジョブチケット管理部１１２は、不要
なサブジョブチケットがあるか否かを判断する。
【０１５０】
　ステップＳ１１１５の判断の結果、不要なサブジョブチケットがある場合には、続いて
、ステップＳ１１１６に進む。そして、ステップＳ１１１６において、ジョブチケット管
理部１１２は、不要なサブジョブチケットを、ジョブチケットＤＢ１１３から削除する。
なお、不要なサブジョブチケットとは、ステップＳ１１０６において結合して残さないと
判定されたサブジョブチケットＩＤに対応するサブジョブチケットである。
【０１５１】
　そして、ステップＳ１１１５で不要なサブジョブチケットがないと判断された場合、或
いは、ステップＳ１１１６の処理が終了した場合には、図１１に示すフローチャートにお
ける処理が終了する。
【０１５２】
　図１８は、第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に例
外設定レベル別表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集す
る際の第３の操作処理手順例を示すフローチャートである。この際、図１８に示すフロー
チャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０１５３】
　また、図１９は、図１８に示す第３の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーショ
ン及びその操作例を示す模式図である。
【０１５４】
　ここでは、例えば、「ステープル」の例外設定レベルの範囲を変更して、３分冊から２
分冊に変更する場合について説明する。
【０１５５】
　この場合、ステップＳ１８０１において、制御部１０５は、まず、ジョブ管理アプリケ
ーションを起動し、ジョブ表示部１０２を制御して、図１９（ａ）に示すジョブリスト画
面を表示装置１１６に表示させる。その後、制御部１０５は、オペレータが操作部１０４
を介して選択した、図１９（ａ）に示すジョブ１９００の選択処理を行う。
【０１５６】
　続いて、ステップＳ１８０２において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１
０４のポインティングデバイスを右クリックしたことを検知すると、ジョブ表示部１０２
にジョブリスト画面における機能メニュー（不図示）を表示させる。その後、オペレータ
から操作部１０４を介して、機能メニューの中から「ジョブ表示方法選択」の選択がなさ
れると、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、ジョブ表示方法メニュー（不図示）を
表示させる。
【０１５７】
　続いて、ステップＳ１８０３において、オペレータが操作部１０４を介してジョブ表示
方法メニューの中から「例外設定レベル別表示」の選択を行うと、制御部１０５は、これ
を検知する。ここで、「例外設定レベル別表示」は、ジョブの印刷設定を例外設定レベル
で表示するものである。そして、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、例外設定レベ
ルメニュー（不図示）を表示させる。
【０１５８】
　続いて、ステップＳ１８０４において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定レ
ベルメニューの中から「ステープル」の選択を行うと、制御部１０５は、これを検知する



(21) JP 2008-305020 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に対して、ジョブリスト画面に、図１
９（ａ）に示す「例外設定レベル（「ステープル」）の印刷設定表示」１９０１を表示さ
せる。
【０１５９】
　続いて、ステップＳ１８０５において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１
０４を介して変更した、図１９（ａ）に示す編集対象例外設定のシート範囲１９０２を検
出する。ここで本例では、ＩＤ＝２のステープルにおけるシート範囲「４～５」であった
ものが「３～５」に変更された場合を示している。
【０１６０】
　続いて、ステップＳ１８０６において、制御部１０５は、例外設定編集部１１０に例外
設定レベルの自動統合処理を行わせ、例外設定表示部１０３に対して当該統合処理結果を
ジョブリスト画面に更新表示させる。具体的に、本例では、単独で存在していた図１９（
ａ）に示す「ステープル」の例外設定レベル１９０３は「ステープル」の例外設定レベル
１９０４に統合され、図１９（ｂ）に示す「ステープル」の例外設定レベル１９０５とし
て自動的に更新される。
【０１６１】
　この図１８に示す操作処理の際の第２の実施形態に係るジョブ管理装置１００の処理の
一例を以下に示す。
【０１６２】
　まず、操作部１０４を介してオペレータから例外設定の編集が指示され、例外設定編集
部１１０で当該指示に応じた例外設定の変更がなされると、ステップＳ１１０１において
、例外設定情報管理部１１４は、当該例外設定の変更を検知する。
【０１６３】
　続いて、ステップＳ１１０２において、例外設定情報管理部１１４は、処理対象シート
が変更されたか否かを判断する。
【０１６４】
　ここで、本例の場合には、処理対象シートが変更されるため、ステップＳ１１０３に進
む。続いて、ステップＳ１１０３において、例外設定情報管理部１１４は、変更された例
外設定の例外設定レベルが「レイアウト」であるか否かを判断する。
【０１６５】
　ここで、本例の場合には、変更された例外設定の例外設定レベルが図１９に示すように
、「ステープル」であるため、ステップＳ１１０４に進む。続いて、ステップＳ１１０４
において、例外設定情報管理部１１４は、最終プロセスにおける例外設定レベルが増減す
るか否かを判断する。
【０１６６】
　本例の場合には、例外設定レベル１９０４のように、処理対象シート範囲が「４～５」
であったものが「３～５」に変更された場合は、ＩＤ＝２のサブジョブチケットのシート
範囲が変わることになる。このため、最終プロセスにおける例外設定レベルに係るシート
範囲が図１９（ａ）に示すように「１～２」と「３」と「３～５」のように重複が生じる
ため、図１９（ｂ）に示す統合処理が行われることになる。したがって、最終プロセスに
おける例外設定レベル（サブジョブチケット）は減少すると判断されて、ステップＳ１１
０６に進む。
【０１６７】
　続いて、ステップＳ１１０６において、例外設定情報管理部１１４は、サブジョブチケ
ットＩＤの小さい方を統合して残すサブジョブチケットＩＤとして判別する。具体的に、
図１９（ａ）に示す例外設定レベル１９０３のサブジョブチケットＩＤは３であり、また
、例外設定レベル１９０４のサブジョブチケットＩＤは２であるため、図１９（ｂ）に示
すように、統合化後は、サブジョブチケットＩＤが２として処理される。
【０１６８】
　なお、ステップＳ１１０７、Ｓ１１１２～Ｓ１１１５は上述したので詳細な説明は省略
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する。
【０１６９】
　ステップＳ１１１５の判断の結果、不要なサブジョブチケットがある場合には、続いて
、ステップＳ１１１６に進む。そして、ステップＳ１１１６において、ジョブチケット管
理部１１２は、不要となったサブジョブチケットを、ジョブチケットＤＢ１１３から削除
する。
【０１７０】
　そして、ステップＳ１１１５で不要なサブジョブチケットがないと判断された場合、或
いは、ステップＳ１１１６の処理が終了した場合には、図１１に示すフローチャートにお
ける処理が終了する。
【０１７１】
　なお、図１１のステップＳ１１０４において、最終プロセスにおける例外設定レベルが
増減しない場合（すなわち±０の場合）には、例外設定レベルの関連付けを再実施する必
要が無いため、ステップＳ１１１２以降の処理が実施される。
【０１７２】
　第２の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設けている印刷ジョブにおいて、
例外設定レベル毎に編集する仕組みが提供され、オペレータによる例外設定毎の印刷設定
の編集を容易にし、設定ミスを軽減し、処理効率を向上させることができる。これにより
、第２の実施形態のジョブ管理装置１００によれば、例外設定が設けている印刷ジョブの
印刷処理を行う際に、当該例外設定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、快適
な印刷処理環境を提供することが可能となる。また、オペレータによる例外設定レベルで
の印刷設定の変更を容易に行うことができる。
【０１７３】
（第３の実施形態）
　以下に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　第３の実施形態に係るジョブ管理装置は、図１に示す第１の実施形態に係るジョブ管理
装置１００の機能構成と同様の構成からなる。また、第３の実施形態に係る印刷処理シス
テムは、図２に示す第１の実施形態に係る印刷処理システムと同様の構成からなる。
【０１７４】
　次に、第３の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図２０～
図２４及び図３３を用いて説明する。
【０１７５】
　図２０は、第３の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に例
外設定レベル別表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に再印刷
処理する際の操作処理手順例を示すフローチャートである。この際、図２０に示すフロー
チャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０１７６】
　また、図２４は、図２０に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及び
その操作例を示す模式図である。
【０１７７】
　ここでは、まず、例えば、図２４（ａ）に示す「ステープル」の例外設定レベル２４０
１のシート範囲「４～５」のみを再印刷処理する場合について、図２０を用いて説明する
。
【０１７８】
　ステップＳ２００１において、表示装置１１６に例外設定レベル別の表示が行われてい
る状態で、オペレータにより操作部１０４を介して印刷対象例外設定（本例ではステープ
ル）の例外設定レベルの「状態」が選択されると、制御部１０５は、これを検知する。そ
して、制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に対して、状態メニューを表示さ
せる。ここで、図２４（ａ）の場合には、例外設定レベル２４０１の「状態」が選択され
て状態メニュー２４０２が表示されている。
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【０１７９】
　続いて、ステップＳ２００２において、オペレータにより操作部１０４を介して状態メ
ニューから「再印刷」が選択されると、制御部１０５は、これを検知する。そして、制御
部１０５は、ジョブ情報管理部１１１に対して、該当するサブジョブチケットを選択させ
、当該サブジョブチケットをジョブ送受信部１０１を介して図２に示すＭＦＰ２２０に送
信する制御を行う。
【０１８０】
　このサブジョブチケットをＭＦＰ２２０に送信する際の第３の実施形態に係るジョブ管
理装置１００の処理の一例を、図２１を用いて以下に示す。
【０１８１】
　図２１は、第３の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、例外設定毎の再印刷
処理の一例を示すフローチャートである。この際、図２１に示すフローチャートの処理は
、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０１８２】
　このサブジョブチケットをＭＦＰ２２０に送信する際の処理として、まず、ステップＳ
２１０１において、例外設定情報管理部１１４は、オペレータから操作部１０４を介して
指示された例外設定再印刷指示を検知する。
【０１８３】
　続いて、ステップＳ２１０２において、例外設定情報管理部１１４は、オペレータから
操作部１０４を介して選択された例外設定レベルに関連するサブジョブチケットＩＤを検
出する。図２４の場合、サブジョブチケットＩＤ「２」が検出される。
【０１８４】
　続いて、ステップＳ２１０３において、例外設定情報管理部１１４は、選択された例外
設定レベルが最終プロセスの例外設定レベルであるか否かを判断する。
【０１８５】
　例えば、図２４（ａ）の例外設定レベル２４０１のように、ＩＤ＝２のサブジョブチケ
ットの再印刷処理が指示された場合は、当該例外設定レベル２４０１が最終プロセスの例
外設定レベルであると判断され、ステップＳ２１０４に進む。
【０１８６】
　そして、ステップＳ２１０４において、ジョブチケット管理部１１２は、関連するサブ
ジョブチケットＩＤからサブジョブチケットを選出する。
【０１８７】
　続いて、ステップＳ２１０５において、ジョブ送受信部１０１は、ステップＳ２１０４
で選出されたサブジョブチケットを、図２に示すＭＦＰ２２０に送信する。そして、ステ
ップＳ２１０５の処理が終了すると、図２１に示すフローチャートにおける処理が終了す
る。
【０１８８】
　次に、例えば、図２４（ｂ）に示す「レイアウト」の例外設定レベル２４０３のシート
範囲「５」のみを再印刷処理する場合について、図２０を用いて説明する。
【０１８９】
　ステップＳ２００１において、表示装置１１６に例外設定レベル別の表示が行われてい
る状態で、オペレータにより操作部１０４を介して印刷対象例外設定（本例ではレイアウ
ト）の例外設定レベルの「状態」が選択されると、制御部１０５は、これを検知する。そ
して、制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に対して、状態メニューを表示さ
せる。ここで、図２４（ｂ）の場合には、例外設定レベル２４０３の「状態」が選択され
て状態メニュー２４０４が表示されている。
【０１９０】
　続いて、ステップＳ２００２において、オペレータにより操作部１０４を介して状態メ
ニューから「再印刷」が選択されると、制御部１０５は、これを検知する。そして、この
場合、制御部１０５は、ジョブチケット作成部１０８に対して、該当するＩＤ＝２のサブ
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ジョブチケットから、さらに選択された例外設定部分のシートのみを印刷処理するミニサ
ブジョブチケットを生成させる。そして、制御部１０５は、当該ミニサブジョブチケット
をジョブ送受信部１０１を介して図２に示すＭＦＰ２２０に送信する制御を行う。
【０１９１】
　このミニサブジョブチケットをＭＦＰ２２０に送信する際の第３の実施形態に係るジョ
ブ管理装置１００の処理の一例を、図２１を用いて以下に示す。
【０１９２】
　このミニサブジョブチケットをＭＦＰ２２０に送信する際の処理として、まず、ステッ
プＳ２１０１において、例外設定情報管理部１１４は、オペレータから操作部１０４を介
して指示された例外設定再印刷指示を検知する。
【０１９３】
　続いて、ステップＳ２１０２において、例外設定情報管理部１１４は、オペレータから
操作部１０４を介して選択された例外設定レベルに関連するサブジョブチケットＩＤを検
出する。この場合、サブジョブチケットＩＤ「２」が検出される。
【０１９４】
　続いて、ステップＳ２１０３において、例外設定情報管理部１１４は、選択された例外
設定レベルが最終プロセスの例外設定レベルであるか否かを判断する。
【０１９５】
　ステップＳ２１０３の判断の結果、選択された例外設定レベルが最終プロセスの例外設
定レベルでない場合には、ステップＳ２１０６に進む。つまり、「レイアウト」は最終プ
ロセスではないため、ステップＳ２１０６へと進む。
【０１９６】
　そして、ステップＳ２１０６において、例外設定情報管理部１１４は、選択された例外
設定レベルの処理対象シート範囲が、関連するサブジョブチケットと同じであるか否かを
判断する。ここで、ステップＳ２１０６の判断の結果、選択された例外設定レベルの処理
対象シート範囲が関連するサブジョブチケットと同じである場合には、ステップＳ２１０
４及びＳ２１０５の処理が行われ、選出されたサブジョブチケットがＭＦＰ２２０に送信
される。
【０１９７】
　また、図２４（ｂ）に示す例外設定レベル２４０３のように、当該例外設定レベルの処
理対象シート範囲が関連するサブジョブチケットの処理対象シート範囲よりも狭い場合に
は、ステップＳ２１０６で同じでない（すなわち、異なる）と判断される。この場合には
、ステップＳ２１０７に進む。
【０１９８】
　そして、ステップＳ２１０７において、ジョブチケット作成部１０８は、ミニサブジョ
ブチケットを生成する。
【０１９９】
　続いて、ステップＳ２１０８において、ジョブ送受信部１０１は、ステップＳ２１０７
で生成されたミニサブジョブチケットを、図２に示すＭＦＰ２２０に送信する。そして、
ステップＳ２１０８の処理が終了すると、図２１に示すフローチャートにおける処理が終
了する。
【０２００】
　次に、図２１のステップＳ２１０７のミニサブジョブチケット生成処理の詳細な処理に
ついて説明する。
　図２２は、図２１のステップＳ２１０７のミニサブジョブチケット生成処理における詳
細な処理手順の一例を示すフローチャートである。
【０２０１】
　まず、ステップＳ２２０１において、例外設定情報管理部１１４は、選択された例外設
定レベルと処理対象シート範囲が重複している例外設定レベルを全て抽出する。この場合
、選択された例外設定レベルの処理対象シート範囲は「５」であるため、図１３Ａより処
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理対象シートが「５」の例外設定レベル「３」、「８」、「１３」、「１８」が抽出され
る。
【０２０２】
　続いて、ステップＳ２２０２において、例外設定情報管理部１１４は、ステップＳ２２
０１で抽出した例外設定レベルの処理対象シート範囲を統一する。つまり、図１３Ａの例
外設定レベル「３」の処理対象シート「４～５」であるため、「５」に統一される。
【０２０３】
　続いて、ステップＳ２２０３において、例外設定情報管理部１１４は、抽出した例外設
定レベルで統一した処理対象シート範囲に対して、新規のミニサブジョブチケットＩＤを
付加する。
【０２０４】
　続いて、ステップＳ２２０４において、例外設定情報管理部１１４は、ミニサブジョブ
チケットに該当するシート範囲に入る例外設定レベル同士の関連付けを行い、例外設定関
連付け情報を生成する。ここで、図２３は、図２２のステップＳ２２０４で生成される例
外設定関連付け情報２３０１の一例を示す図である。
【０２０５】
　続いて、ステップＳ２２０５において、ジョブチケット作成部１０８は、ステップＳ２
２０４で生成された例外設定関連付け情報２３０１に基づいて、ミニサブジョブチケット
を生成する。ここで、図３３は、ミニサブジョブチケットの一例を示す模式図である。
【０２０６】
　そして、ステップＳ２２０５の処理が終了すると、図２２に示すフローチャートにおけ
る処理が終了する。
【０２０７】
　第３の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設けている印刷ジョブにおいて、
例外設定レベル毎に再印刷処理する仕組みが提供され、オペレータによる例外設定毎の再
印刷処理を容易にし、設定ミスを軽減し、処理効率を向上させることができる。これによ
り、第３の実施形態のジョブ管理装置１００によれば、例外設定が設けている印刷ジョブ
の印刷処理を行う際に、当該例外設定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、快
適な印刷処理環境を提供することが可能となる。また、オペレータによる例外設定レベル
での印刷設定の変更を容易に行うことができる。
【０２０８】
（第４の実施形態）
　以下に、本発明の第４の実施形態について説明する。
　第４の実施形態に係るジョブ管理装置は、図１に示す第１の実施形態に係るジョブ管理
装置１００の機能構成と同様の構成からなる。また、第４の実施形態に係る印刷処理シス
テムは、図２に示す第１の実施形態に係る印刷処理システムと同様の構成からなる。
【０２０９】
　次に、第４の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図２５及
び図２６を用いて説明する。
【０２１０】
　図２５は、第４の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に印
刷ジョブを例外設定単位毎に表示する操作処理手順の一例を示すフローチャートである。
ここで、図２５には、例外設定単位（例外設定レベル）として、例外設定シートを適用し
た場合を示している。この際、図２５に示すフローチャートの処理は、例えば、図１に示
す制御部１０５による制御のもとで行われる。
【０２１１】
　また、図２６は、図２５に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及び
その操作例を示す模式図である。
【０２１２】
　ここでは、例えば、印刷ジョブの印刷設定を、１つ１つのジョブ単位で表示する「１ジ
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ョブ表示」の状態から、シート又はシート範囲毎に表示する「例外設定シート別表示」に
切り替えて表示させる場合について、図２５を用いて説明する。
【０２１３】
　ステップＳ２５０１において、制御部１０５は、まず、図２６（ａ）に示すジョブ管理
アプリケーション２６０１を起動し、ジョブ表示部１０２を制御して、ジョブリスト画面
２６０２表示装置１１６に表示させる。その後、制御部１０５は、オペレータが操作部１
０４を介して選択したジョブ２６０３の選択処理を行う。
【０２１４】
　続いて、ステップＳ２５０２において、制御部１０５は、まず、オペレータが操作部１
０４のポインティングデバイスを右クリックしたことを検知すると、ジョブ表示部１０２
にジョブリスト画面２６０２における機能メニュー２６０４を表示させる。その後、オペ
レータから操作部１０４を介して、機能メニュー２６０４の中から「ジョブ表示方法選択
」の選択がなされると、制御部１０５は、ジョブ表示部１０２に、図２６（ａ）に示すジ
ョブ表示方法メニュー２６０５を表示させる。
【０２１５】
　続いて、ステップＳ２５０３において、オペレータが操作部１０４を介してジョブ表示
方法メニュー２６０５の中から「例外設定シート別表示」の選択を行うと、制御部１０５
は、これを検知する。ここで、「例外設定シート別表示」は、ジョブの印刷設定をシート
またはシート範囲毎に表示するものである。そして、制御部１０５は、例外設定表示部１
０３に対して、ジョブリスト画面２６０２に、図２６（ｂ）に示す「シート又はシート範
囲毎の印刷設定表示」２６０６を表示させる。
【０２１６】
　なお、図２６（ｂ）に示す「シート又はシート範囲毎の印刷設定表示」２６０６におい
て、２６０６はシート又はシート範囲を示し、２６０７は関連するサブジョブチケットの
ＩＤを示す。また、図２６（ｂ）において、２６０８は印刷処理の状態を示し、２６０９
は対象シート又は対象シート範囲における例外設定内容、すなわち各例外設定シート等の
例外処理パラメータを示す。
【０２１７】
　第４の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設けている印刷ジョブにおいて、
例外設定レベル毎に編集した結果をシート別に表示する仕組みが提供され、オペレータに
よる例外設定の印刷設定の確認を容易にし、処理効率を向上させることができる。これに
より、第４の実施形態のジョブ管理装置１００によれば、例外設定が設けている印刷ジョ
ブの印刷処理を行う際に、当該例外設定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、
快適な印刷処理環境を提供することが可能となる。
【０２１８】
（第５の実施形態）
　以下に、本発明の第５の実施形態について説明する。
　第５の実施形態に係るジョブ管理装置は、図１に示す第１の実施形態に係るジョブ管理
装置１００の機能構成と同様の構成からなる。また、第５の実施形態に係る印刷処理シス
テムは、図２に示す第１の実施形態に係る印刷処理システムと同様の構成からなる。
【０２１９】
　次に、第５の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図２７及
び図２８を用いて説明する。
【０２２０】
　図２７は、第５の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に例
外設定シート別表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを元原稿のページ又は
ページ範囲毎に編集する際の操作処理手順例を示すフローチャートである。この際、図２
７に示すフローチャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５による制御のもとで
行われる。
【０２２１】
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　また、図２８は、図２７に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及び
その操作例を示す模式化図である。
【０２２２】
　ここでは、例えば、元原稿のページ範囲「３～６」に対して、例外設定レベルの「レイ
アウト」を４ｉｎ１に設定し、例外設定レベルの「カラーモード」をカラーに設定し、且
つ、例外設定レベルの「メディア」をコート紙１に設定する場合について説明する。
【０２２３】
　まず、制御部１０５は、オペレータからの操作部１０４を介した例外設定シート別表示
の指示に基づいて、図２５のフローチャートにおける所定の操作処理を行い、表示装置１
１６に図２６（ｂ）に示す例外設定シート別表示を行う。
【０２２４】
　そして、ステップＳ２７０１において、オペレータから操作部１０４を介して例外設定
内容処理の選択が指示されると、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に、図２８（ａ
）に示す例外設定内容メニュー２８０１を表示させる。
【０２２５】
　続いて、ステップＳ２７０２において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定内
容メニュー２８０１の中から「例外設定の編集」の選択を行うと、制御部１０５は、これ
を検知する。そして、制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に、図２８（ｂ）
に示す「印刷設定変更」ダイアログ２８０２を表示させる。
【０２２６】
　続いて、ステップＳ２７０３において、オペレータが操作部１０４を介して元原稿のペ
ージ範囲の選択を行うと、制御部１０５は、これを検知する。なお、図２８（ｂ）では、
ページ範囲として「３～６」が設定される。
【０２２７】
　続いて、ステップＳ２７０４において、制御部１０５は、オペレータが操作部１０４を
介して設定したページ範囲に対応する例外設定の有無を判断する。
【０２２８】
　ステップＳ２７０４の判断の結果、同一ページ範囲の設定である場合には、ステップＳ
２７０５に進む。そして、ステップＳ２７０５において、制御部１０５は、一度に複数の
例外処理パラメータの設定を受け付ける。ここで、図２８（ｂ）に示す「印刷設定変更」
ダイアログ２８０２の例では、元原稿のページ範囲「３～６」の設定に従って、レイアウ
ト「４ｉｎ１」、カラーモード「カラー」、メディア「コート紙１」が設定されている。
【０２２９】
　ステップＳ２７０４の判断の結果、同一ページ範囲の設定でない場合（複数の例外設定
のうち、同一ページ範囲の設定でないものがある場合も含む）には、ステップＳ２７０６
に進む。そして、ステップＳ２７０６において、制御部１０５は、オペレータが操作部１
０４を介して設定する他の例外設定と分けて例外処理パラメータの設定を行う。この場合
、オペレータにより、別途、ステップＳ２７０３のページ範囲の設定から同様の処理が行
われる。
【０２３０】
　ステップＳ２７０５又はＳ２７０６の処理が終了すると、続いて、ステップＳ２７０７
において、制御部１０５は、図２８（ｂ）に示す「印刷設定変更」ダイアログ２８０２の
設定一覧２８０３に基づいて、ページが重複した設定があるか否かを判断する。
【０２３１】
　ステップＳ２７０７の判断の結果、ページが重複した設定がある場合には、続いて、ス
テップＳ２７０８に進む。そして、ステップＳ２７０８において、制御部１０５は、ペー
ジが重複した設定のうち、オペレータから操作部１０４を介して不要な設定がある旨の指
示があるか否かを判断する。
【０２３２】
　ステップＳ２７０８の判断の結果、不要な設定がある旨の指示がある場合には、続いて
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、ステップＳ２７０９において、制御部１０５は、オペレータから操作部１０４を介して
指示された不要な設定を削除する。
【０２３３】
　ステップＳ２７０７でページが重複した設定が無いと判断された場合、ステップＳ２７
０８で不要な設定がある旨の指示が無かった場合、或いは、ステップＳ２７０９の処理が
終了した場合には、図２７に示すフローチャートにおける処理が終了する。
【０２３４】
　その結果、例外設定表示部１０３により、ジョブリスト画面の例外設定シート別の表示
が自動的に更新される。
【０２３５】
　第５の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設けている印刷ジョブにおいて、
例外設定レベル毎に編集した情報を元原稿のページ又はページ範囲毎に再編集する仕組み
が提供される。よって、オペレータによる例外設定毎の印刷設定の編集の正確性を向上さ
せ、設定ミスを軽減し、処理効率を向上させることができる。これにより、第５の実施形
態のジョブ管理装置１００によれば、例外設定が設けている印刷ジョブの印刷処理を行う
際に、当該例外設定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、快適な印刷処理環境
を提供することが可能となる。
【０２３６】
（第６の実施形態）
　以下に、本発明の第６の実施形態について説明する。
　第６の実施形態に係るジョブ管理装置は、図１に示す第１の実施形態に係るジョブ管理
装置１００の機能構成と同様の構成からなる。また、第６の実施形態に係る印刷処理シス
テムは、図２に示す第１の実施形態に係る印刷処理システムと同様の構成からなる。
【０２３７】
　次に、第６の実施形態に係るジョブ管理装置１００の具体的な処理について、図２９及
び図３０を用いて説明する。
【０２３８】
　図２９は、第６の実施形態に係るジョブ管理装置１００において、表示装置１１６に例
外設定シート別表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブをサブジョブチケット
毎に再印刷処理する際の操作処理手順例を示すフローチャートである。ここで、サブジョ
ブチケットは、印刷処理済みのジョブを最終プロセスの例外設定でくくったものである。
この際、図２９に示すフローチャートの処理は、例えば、図１に示す制御部１０５による
制御のもとで行われる。
【０２３９】
　また、図３０は、図２９に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及び
その操作例を示す模式図である。
【０２４０】
　ここでは、例えば、最終プロセスの例外設定が例外設定レベル「ステープル」であって
、その例外設定レベル「ステープル」の対象シート範囲毎にくくられたサブジョブチケッ
トのうちの一部のみを再印刷処理する場合について説明する。
【０２４１】
　本例の場合には、まず、制御部１０５は、表示装置１１６に例外設定シート別表示を行
う。
【０２４２】
　そして、ステップＳ２９０１において、オペレータから操作部１０４を介して例外設定
内容処理の選択が指示されると、制御部１０５は、例外設定表示部１０３に、図３０（ａ
）に示す例外設定内容メニュー３００１を表示させる。
【０２４３】
　続いて、ステップＳ２９０２において、オペレータが操作部１０４を介して例外設定内
容メニュー３００１の中から「サブジョブチケットの印刷」の選択を行うと、制御部１０
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５は、これを検知する。そして、制御部１０５は、例えば、例外設定表示部１０３に、図
３０（ａ）に示すサブジョブチケットＩＤ選択メニュー３００２を表示させる。
【０２４４】
　続いて、ステップＳ２９０３において、オペレータが操作部１０４を介して再印刷処理
対象のサブジョブチケットＩＤの選択を行うと、制御部１０５は、これを検知する。図３
０（ａ）に示す例では、サブジョブチケットＩＤ＝２が選択された場合を示している。そ
の結果、ジョブ情報管理部１１１によって図３０（ｂ）に示すサブジョブチケット３００
３が選択され、ジョブ送受信部１０１を介して図２に示すＭＦＰ２２０に送信される。
【０２４５】
　第６の実施形態では、以上のようにして、例外設定が設けている印刷ジョブにおいて、
例外設定シート毎に表示がなされている場合においても、例外設定毎に再印刷する仕組み
が提供される。よって、オペレータによる例外設定毎の再印刷を容易にし、設定ミスを軽
減し、処理効率を向上させることができる。これにより、第６の実施形態のジョブ管理装
置１００によれば、例外設定が設けている印刷ジョブの印刷処理を行う際に、当該例外設
定部分の印刷処理に係る操作が簡易なものとなり、快適な印刷処理環境を提供することが
可能となる。
【０２４６】
　前述した各実施形態に係るジョブ管理装置１００を構成する図１の各構成部は、コンピ
ュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作することによって実現できる
。また、ジョブ管理装置１００によるジョブ管理方法を示した図３～図６、図１０、図１
１、図１４、図１８、図２０～図２２、図２５、図２７及び図２９の各ステップは、コン
ピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作することによって実現でき
る。そして、このプログラム及び当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体は本発明に含まれる。
【０２４７】
　具体的に、前記プログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭのような記憶媒体に記録し、或いは
各種伝送媒体を介し、コンピュータに提供される。前記プログラムを記録する記憶媒体と
しては、ＣＤ－ＲＯＭ以外に、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、光
磁気ディスク、不揮発性メモリカード等を用いることができる。他方、前記プログラムの
伝送媒体としては、プログラム情報を搬送波として伝搬させて供給するためのコンピュー
タネットワーク（ＬＡＮ、インターネットの等のＷＡＮ、無線通信ネットワーク等）シス
テムにおける通信媒体を用いることができる。また、この際の通信媒体としては、光ファ
イバ等の有線回線や無線回線などが挙げられる。
【０２４８】
　また、本発明は、コンピュータが供給されたプログラムを実行することにより各実施形
態に係るジョブ管理装置１００の機能が実現される態様に限られない。そのプログラムが
コンピュータにおいて稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）或いは他のアプリ
ケーションソフト等と共同して各実施形態に係るジョブ管理装置１００の機能が実現され
る場合も、かかるプログラムは本発明に含まれる。また、供給されたプログラムの処理の
全て、或いは一部がコンピュータの機能拡張ボードや機能拡張ユニットにより行われて各
実施形態に係るジョブ管理装置１００の機能が実現される場合も、かかるプログラムは本
発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０２４９】
【図１】第１の実施形態に係るジョブ管理装置の機能構成の一例を示すブロック図である
。
【図２】第１の実施形態に係るジョブ管理装置を有する印刷処理システムの一例を示す模
式図である。
【図３】第１の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に印刷ジョブを例外設
定単位毎に表示する操作処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図４】第１の実施形態に係るジョブ管理装置の内部処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】図４のステップＳ４０８の例外設定検出処理における詳細な処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図６】図４のステップＳ４１１のサブジョブチケット生成処理における詳細な処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【図７Ａ】第１の実施形態における例外設定情報の一例を示す図である。
【図７Ｂ】第１の実施形態における例外設定レベル別選択可能処理パラメータ情報の一例
を示す図である。
【図７Ｃ】第１の実施形態における例外設定関連付け情報の一例を示す図である。
【図８】図３に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作例を
示す模式図である。
【図９】図３に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作例を
示す模式図である。
【図１０】第２の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定レベル別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集する際の第１の操
作処理手順例を示すフローチャートである。
【図１１】第２の実施形態に係るジョブ管理装置において、例外設定毎の編集処理の一例
を示すフローチャートである。
【図１２】図１０に示す第１の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びそ
の操作例を示す模式図である。
【図１３Ａ】第２の実施形態におけるステップＳ１４０７～Ｓ１４０９に示す操作処理の
際に更新される例外設定情報の一例を示す図である。
【図１３Ｂ】第２の実施形態におけるステップＳ１４０７～Ｓ１４０９に示す操作処理の
際に更新される例外設定関連付け情報の一例を示す図である。
【図１４】第２の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定レベル別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集する際の第２の操
作処理手順例を示すフローチャートである。
【図１５】図１４に示す第２の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びそ
の操作例を示す模式図である。
【図１６】図１４に示す第２の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びそ
の操作例を示す模式図である。
【図１７】図１４に示す第２の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びそ
の操作例を示す模式図である。
【図１８】第２の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定レベル別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に編集する際の第３の操
作処理手順例を示すフローチャートである。
【図１９】図１８に示す第３の操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びそ
の操作例を示す模式図である。
【図２０】第３の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定レベル別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを例外設定毎に再印刷処理する際の操
作処理手順例を示すフローチャートである。
【図２１】第３の実施形態に係るジョブ管理装置において、例外設定毎の再印刷処理の一
例を示すフローチャートである。
【図２２】図２１のステップＳ２１０７のミニサブジョブチケット生成処理における詳細
な処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２３】図２２のステップＳ２２０４で生成される例外設定関連付け情報の一例を示す
図である。
【図２４】図２０に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作
例を示す模式図である。
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【図２５】第４の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に印刷ジョブを例外
設定単位毎に表示する操作処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２６】図２５に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作
例を示す模式図である。
【図２７】第５の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定シート別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブを元原稿のページ又はページ範囲毎に
編集する際の操作処理手順例を示すフローチャートである。
【図２８】図２７に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作
例を示す模式化図である。
【図２９】第６の実施形態に係るジョブ管理装置において、表示装置に例外設定シート別
表示が行われている場合に、印刷処理済みのジョブをサブジョブチケット毎に再印刷処理
する際の操作処理手順例を示すフローチャートである。
【図３０】図２９に示す操作処理手順例に係るジョブ管理アプリケーション及びその操作
例を示す模式図である。
【図３１】ジョブチケットの一例を示す模式図である。
【図３２】サブジョブチケットの一例を示す模式図である。
【図３３】ミニサブジョブチケットの一例を示す模式図である。
【図３４】例外設定情報の表示の一例を示す図である。
【図３５】ジョブ管理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２５０】
１００　ジョブ管理装置
１０１　ジョブ送受信部
１０２　ジョブ表示部
１０３　例外設定表示部
１０４　操作部
１０５　制御部
１０６　ジョブチケット解釈部
１０７　ジョブチケット編集部
１０８　ジョブチケット作成部
１０９　例外設定検出部
１１０　例外設定編集部
１１１　ジョブ情報管理部
１１２　ジョブチケット管理部
１１３　ジョブチケットＤＢ
１１４　例外設定情報管理部
１１５　例外設定情報ＤＢ
１１６　表示装置
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