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(57)【要約】
【課題】連結対象の複数のジョブについて互いに異なる
設定が禁止された項目であるかどうかを、当該項目の設
定前に判断することが可能な技術を開示する。
【解決手段】データ処理プログラムは、データ処理装置
が有するコンピュータに、前記メモリに前記先発ジョブ
及び前記設定情報が記憶されている場合に、第２画像デ
ータに対する設定情報をユーザに設定させる画面であっ
て、前記先発ジョブと異なる設定が許可された許可項目
が表示され、前記先発ジョブと異なる設定が禁止された
禁止項目が非表示または前記許可項目と識別可能に表示
された制限設定画面を前記表示装置に表示させる後発画
面表示処理と、前記先発ジョブと、前記第２画像データ
及び前記制限設定画面にて設定された設定情報に基づく
後発ジョブとを１つのジョブとして連結した連結ジョブ
を生成する連結ジョブ生成処理と、を実行させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１画像データから当該第１画像データに対する処理内容を示す設定情報に基づき生成
された印刷データを含む先発ジョブ、及び、前記設定情報が記憶されるメモリと、表示装
置とを備えるデータ処理装置が有するコンピュータに、
前記メモリに前記先発ジョブ及び前記設定情報が記憶されている場合に、第２画像デー
タに対する設定情報をユーザに設定させる画面であって、前記先発ジョブと異なる設定が
許可された許可項目が表示され、前記先発ジョブと異なる設定が禁止された禁止項目が非
表示または前記許可項目と識別可能に表示された制限設定画面を前記表示装置に表示させ
る後発画面表示処理と、
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前記先発ジョブと、前記第２画像データ及び前記制限設定画面にて設定された設定情報
に基づく後発ジョブとを１つのジョブとして連結した連結ジョブを生成する連結ジョブ生
成処理と、を実行させるデータ処理プログラム。
【請求項２】
請求項１に記載のデータ処理プログラムであって、
前記コンピュータに、
前記メモリに複数組の先発ジョブ及び設定情報が記憶されている場合、当該複数の先発
ジョブの全部または一部のジョブを選択させるジョブ選択画面を前記表示装置に表示させ
る選択画面表示処理を実行させ、
前記後発画面表示処理では、前記制限設定画面は、選択された先発ジョブの設定情報に
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基づき前記許可項目と前記禁止項目とが決定されるデータ処理プログラム。
【請求項３】
請求項１または２に記載のデータ処理プログラムであって、
前記先発ジョブの設定情報には、ジョブの暗号化に関する設定情報が含まれ、
前記後発画面表示処理では、前記ジョブの暗号化に関する設定項目は前記禁止項目とす
るデータ処理プログラム。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか一項に記載のデータ処理プログラムであって、
前記先発ジョブの設定情報には、前記連結ジョブに基づく処理動作を実行する処理実行
装置の装置自体の設定情報が含まれ、
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前記後発画面表示処理では、前記装置自体に関する設定項目は前記禁止項目とするデー
タ処理プログラム。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか一項に記載のデータ処理プログラムであって、
前記コンピュータに、
前記先発ジョブと前記後発ジョブとの連結の有無をユーザに設定させる連結設定画面を
前記表示装置に表示させる連結画面表示処理を実行させ、
前記連結設定画面にて連結有りが設定された場合には、前記後発画面表示処理において
前記制限設定画面を前記表示装置に表示させ、前記連結ジョブ生成処理を実行させ、前記
連結設定画面にて連結無しが設定された場合には、前記後発画面表示処理において前記第
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２画像データに対する設定情報の項目を全て許可項目とする無制限設定画面を前記表示装
置に表示させ、前記第２画像データ及び前記無制限設定画面にて設定された設定情報に基
づき、前記先発ジョブとは独立の後発ジョブを生成する後発ジョブ生成処理を実行させる
データ処理プログラム。
【請求項６】
請求項１から５のいずれか一項に記載のデータ処理プログラムであって、
前記コンピュータに、
前記第１画像データに対する設定情報、及び、後発ジョブとの連結の有無をユーザに設
定させる設定項目が表示された先発ジョブ設定画面を前記表示装置に表示させる先発画面
表示処理と、
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前記第１画像データ及び前記先発ジョブ設定画面にて設定された設定情報に基づき先発
ジョブを生成する先発ジョブ生成処理と、
前記先発ジョブ設定画面にて前記後発ジョブとの連結有りが設定された場合に、前記先
発ジョブ生成処理により生成された先発ジョブ、及び、前記先発ジョブ設定画面にて設定
された設定情報を前記メモリに記憶する先発ジョブ記憶処理と、を実行させるデータ処理
プログラム。
【請求項７】
請求項６に記載のデータ処理プログラムであって、
前記先発ジョブ生成処理では、アプリケーションからの指示により前記先発ジョブを生
成する場合、前記先発ジョブ設定画面にて設定された設定情報よりも、前記アプリケーシ
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ョンにより設定された設定情報に基づき前記先発ジョブを生成し、
前記先発ジョブ記憶処理では、前記アプリケーションにより設定された設定情報を前記
メモリに記憶するデータ処理プログラム。
【請求項８】
第１画像データから当該第１画像データに対する処理内容を示す設定情報に基づき生成
された印刷データを含む先発ジョブ、及び、前記設定情報が記憶されるメモリと、
表示装置と、
前記メモリに前記先発ジョブ及び前記設定情報が記憶されている場合に、第２画像デー
タに対する設定情報をユーザに設定させる画面であって、前記先発ジョブと異なる設定が
許可された許可項目が表示され、前記先発ジョブと異なる設定が禁止された禁止項目が非
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表示または前記許可項目と識別可能に表示された制限設定画面を前記表示装置に表示させ
る表示制御部と、
前記先発ジョブと、前記第２画像データ及び前記制限設定画面にて設定された設定情報
に基づく後発ジョブとを１つのジョブとして連結した連結ジョブを生成する連結ジョブ生
成部と、を備えるデータ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数のジョブを連結して１つのジョブとする技術に関する。
【背景技術】

30

【０００２】
従来より、例えば互いに異なるアプリケーションにより作成されたファイルに基づく複
数の印刷ジョブを連結して１つのジョブとする画像形成装置がある。ここで、印刷ジョブ
とは、１つのファイルについて、例えば用紙サイズ、印刷ページ指定、両面印刷の有無、
集約印刷の有無、仕上げ処理、印刷部数など、各種の印刷設定に基づき作成される印刷処
理単位をいう。具体的には、この画像形成装置は、ユーザにより、１つ目のファイルの印
刷設定時、換言すれば１つ目の印刷ジョブの作成時にステープル処理が設定されていない
にもかかわらず、２つ目のファイルの印刷設定時、換言すれば２つ目の印刷ジョブの作成
時にステープル処理が設定された場合には、印刷設定が間違っています、という警告ダイ
アログを画面表示する構成である（特許文献１参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７−３０１８５４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところが、上記画像形成装置では、ユーザは、２つ目の印刷ジョブの作成時に、実際に
ステープル処理を設定してみて警告ダイアログの有無を確認しなければ、当該ステープル
処理の設定が有効か否かを判断することができない。なお、このように連結対象の複数の
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印刷ジョブについて互いに異なる設定が禁止されている印刷項目は、ステープル処理の有
無に限られない。また、複数のジョブを連結して１つのジョブを生成する装置は、画像形
成装置に限られない。
【０００５】
本明細書では、連結対象の複数のジョブについて互いに異なる設定が禁止された項目で
あるかどうかを、当該項目の設定前に判断することが可能な技術を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本明細書によって開示されるデータ処理プログラムは、第１画像データから当該第１画
像データに対する処理内容を示す設定情報に基づき生成された印刷データを含む先発ジョ

10

ブ、及び、前記設定情報が記憶されるメモリと、表示装置とを備えるデータ処理装置が有
するコンピュータに、前記メモリに前記先発ジョブ及び前記設定情報が記憶されている場
合に、第２画像データに対する設定情報をユーザに設定させる画面であって、前記先発ジ
ョブと異なる設定が許可された許可項目が表示され、前記先発ジョブと異なる設定が禁止
された禁止項目が非表示または前記許可項目と識別可能に表示された制限設定画面を前記
表示装置に表示させる後発画面表示処理と、前記先発ジョブと、前記第２画像データ及び
前記制限設定画面にて設定された設定情報に基づく後発ジョブとを１つのジョブとして連
結した連結ジョブを生成する連結ジョブ生成処理と、を実行させる。
【０００７】
上記データ処理プログラムでは、前記コンピュータに、前記メモリに複数組の先発ジョ
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ブ及び設定情報が記憶されている場合、当該複数の先発ジョブの全部または一部のジョブ
を選択させるジョブ選択画面を前記表示装置に表示させる選択画面表示処理を実行させ、
前記後発画面表示処理では、前記制限設定画面は、選択された先発ジョブの設定情報に基
づき前記許可項目と前記禁止項目とが決定されてもよい。
【０００８】
上記データ処理プログラムでは、前記先発ジョブの設定情報には、ジョブの暗号化に関
する設定情報が含まれ、前記後発画面表示処理では、前記ジョブの暗号化に関する設定項
目は前記禁止項目としてもよい。
【０００９】
上記データ処理プログラムでは、前記先発ジョブの設定情報には、前記連結ジョブに基

30

づく処理動作を実行する処理実行装置の装置自体の設定情報が含まれ、前記後発画面表示
処理では、前記装置自体に関する設定項目は前記禁止項目としてもよい。
【００１０】
上記データ処理プログラムでは、前記コンピュータに、前記先発ジョブと前記後発ジョ
ブとの連結の有無をユーザに設定させる連結設定画面を前記表示装置に表示させる連結画
面表示処理を実行させ、前記連結設定画面にて連結有りが設定された場合には、前記後発
画面表示処理において前記制限設定画面を前記表示装置に表示させ、前記連結ジョブ生成
処理を実行させ、前記連結設定画面にて連結無しが設定された場合には、前記後発画面表
示処理において前記第２画像データに対する設定情報の項目を全て許可項目とする無制限
設定画面を前記表示装置に表示させ、前記第２画像データ及び前記無制限設定画面にて設

40

定された設定情報に基づき、前記先発ジョブとは独立の後発ジョブを生成する後発ジョブ
生成処理を実行させてもよい。
【００１１】
上記データ処理プログラムでは、前記コンピュータに、前記第１画像データに対する設
定情報、及び、後発ジョブとの連結の有無をユーザに設定させる設定項目が表示された先
発ジョブ設定画面を前記表示装置に表示させる先発画面表示処理と、前記第１画像データ
及び前記先発ジョブ設定画面にて設定された設定情報に基づき先発ジョブを生成する先発
ジョブ生成処理と、前記先発ジョブ設定画面にて前記後発ジョブとの連結有りが設定され
た場合に、前記先発ジョブ生成処理により生成された先発ジョブ、及び、前記先発ジョブ
設定画面にて設定された設定情報を前記メモリに記憶する先発ジョブ記憶処理と、を実行
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させてもよい。
【００１２】
上記データ処理プログラムでは、前記先発ジョブ生成処理では、アプリケーションから
の指示により前記先発ジョブを生成する場合、前記先発ジョブ設定画面にて設定された設
定情報よりも、前記アプリケーションにより設定された設定情報に基づき前記先発ジョブ
を生成し、前記先発ジョブ記憶処理では、前記アプリケーションにより設定された設定情
報を前記メモリに記憶してもよい。
【００１３】
なお、この発明は、データ処理装置、データ処理方法、印刷装置、印刷方法、上記デー
タ処理プログラムを記録した記録媒体等の種々の態様で実現することができる。
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【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、連結対象の複数のジョブについて互いに異なる設定が禁止された項目
であるかどうかを、当該項目の設定前に判断することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態に係る印刷システムの電気的構成を示すブロック図
【図２】ジョブ生成処理を示すフローチャート
【図３】無制限設定画面を示す模式図
【図４】ジョブ選択画面を示す模式図
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【図５】制限設定画面を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
一実施形態について図１から図５を参照しつつ説明する。
１．印刷システムの電気的構成
図１は、本実施形態の印刷システム１の電気的構成を示すブロック図である。印刷シス
テム１は、端末装置１０とプリンタ３０とを備える。なお、端末装置１０は、データ処理
装置の一例であって、端末装置１０には例えばパーソナルコンピュータやサーバが含まれ
る。また、プリンタ３０は、処理実行装置の一例である。
【００１７】
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端末装置１０は、制御部１１、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）１２、キーボードや
ポインティングデバイス等を有する操作部１３、液晶ディスプレイ等を有する表示部１４
、通信回線２０に接続されるネットワークインターフェイス１５等を備えている。制御部
１１は、ＣＰＵ１１Ａ、ＲＯＭ１１Ｂ、ＲＡＭ１１Ｃを有する。なお、ＣＰＵ１１Ａは、
コンピュータの一例である。
【００１８】
ＲＯＭ１１ＢやＨＤＤ１２には、ＯＳや、印刷用の画像データを作成可能なアプリケー
ションソフト、プリンタ３０を制御するためのプリンタドライバや、後述するジョブ生成
処理を実行するためのデータ処理プログラムなどの各種プログラムが記憶されており、制
御部１１は、ＲＯＭ１１ＢやＨＤＤ１２から読み出したプログラムに従って、その処理結
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果をＲＡＭ１１Ｃに記憶させながら、端末装置１０の動作を制御する。なお、データ処理
プログラムは、プリンタドライバに含まれているものでも、プリンタドライバとは独立の
ものでもよい。
【００１９】
プリンタ３０は、例えばコピー機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能を実行可能な複
合機であり、制御部３１、記憶素子３２、操作部３３、表示部３４、印刷部３５、スキャ
ナ部３６、ファクシミリ部３７、ネットワークインターフェイス３８等を備えている。制
御部３１は、ＣＰＵ３１Ａ、ＲＯＭ３１Ｂ、ＲＡＭ３１Ｃを有する。記憶素子３４には、
例えばＮＶＲＡＭやフラッシュＲＯＭが含まれる。
【００２０】
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ＲＯＭ３１Ｂや記憶素子３２には、プリンタ３０の動作を制御するための各種プログラ
ムが記録されており、制御部３１は、ＲＯＭ３１Ｂや記憶素子３２から読み出したプログ
ラムに従って、その処理結果をＲＡＭ３１Ｃに記憶させながら、プリンタ３０の動作を制
御する。
【００２１】
操作部３３は、複数のボタンを備え、ユーザによって印刷開始の指示などの各種の入力
操作が可能である。表示部３４は、液晶ディスプレイやランプ等を備えており、各種の設
定画面や動作状態等を表示することが可能である。印刷部３５は、例えば電子写真方式や
インクジェット方式により、印刷データに基づく画像を、例えば用紙やＯＨＰシートなど
のシートに印刷する。印刷データは、上記端末装置や外部メモリなどから受信した画像デ

10

ータ、読取データやファクシミリデータを印刷処理可能に変換したデータである。ネット
ワークインターフェイス３８は、通信回線２０を介して端末装置１０等に接続されており
、相互にデータ通信が可能となっている。
【００２２】
スキャナ部３６は、図示しない原稿の画像を読み取って、印刷部３５で処理可能な読取
データを生成する。ファクシミリ部３７は、図示しない外部のファクシミリ装置からファ
クシミリデータを受信する。
【００２３】
２．ジョブ生成処理
図２はジョブ生成処理を示すフローチャートであり、図３は無制限設定画面を示す模式
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図であり、図４はジョブ選択画面を示す模式図であり、図５は制限設定画面を示す模式図
である。例えばユーザにより端末装置１０でアプリケーションソフトを利用して画像デー
タが作成され、操作部１３にて当該画像データに対する印刷要求の入力操作がされると、
制御部１１は、上記プリンタドライバを起動しつつ、データ処理プログラムに基づき図２
に示すジョブ生成処理を実行する。
【００２４】
制御部１１は、まず先発ジョブ及びその設定情報がＨＤＤ１２に記憶されているかどう
かを判断する（Ｓ１）。ＨＤＤ１２はメモリの一例である。ここで、先発ジョブは、現在
実行中のジョブ生成処理前にＨＤＤ１２に記憶されているジョブをいい、端末装置１０に
て図２に示すジョブ生成処理にて生成されたものでも、端末装置１０以外の外部装置にて
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生成されたものでもよい。
【００２５】
ジョブは、１つの印刷要求に対応して、画像データ或いは１つのファイル、及び、設定
情報に基づき生成される印刷データを含む印刷処理単位であることが好ましい。印刷デー
タは、例えばビットマップデータなど、プリンタ３０にて処理可能なデータであることが
好ましく、１頁分の画像だけを含むデータでも複数頁分の画像を含むデータでもよい。設
定情報には、印刷条件に関する情報であって、例えば画像を印刷するシートのサイズ、印
刷ページ指定、両面印刷の有無、集約印刷の有無、仕上げ処理、印刷部数、セキュリティ
印刷の有無、省電力モード移行時間の設定などが含まれる。
【００２６】
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２−１．先発ジョブ等がＨＤＤに記憶されていない場合
先発ジョブ及び設定情報がＨＤＤ１２に記憶されていない、或いは、先発ジョブは記憶
されているが設定情報が記憶されていない場合（Ｓ１：ＮＯ）、制御部１１は、例えばＨ
ＤＤ１２に記憶されている無制限設定画面データを読み出して、図３に示す無制限設定画
面を表示部１４に表示させる（Ｓ２）。このとき、無制限設定画面は、先発ジョブ設定画
面の一例である。
【００２７】
無制限設定画面は、ユーザに上記各種の設定情報を設定させるためのユーザインターフ
ェースであって、図３には、設定情報として、シートのサイズ、印刷部数、両面印刷の有
無、プリンタ３０のシートトレイの選択、セキュリティ印刷の有無、省電力モード移行時
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間の設定が例示されている。また、無制限設定画面では、各設定項目には予め定められた
初期値が表示され、全ての設定項目が、他のジョブとの関係で制約されることなく任意な
値に変更して設定することができる。また、無制限設定画面には、後発ジョブとの連結の
有無を設定する項目が表示されている（図３参照）。後発ジョブは、現在実行中のジョブ
生成処理の後に生成されるジョブである。
【００２８】
ユーザにより各種の設定が行われ、入力確定操作、具体的には無制限設定画面のＯＫボ
タンがクリックされると（Ｓ３：ＹＥＳ）、制御部１１は、先発ジョブ生成処理を実行す
る。具体的には、制御部１１は、現在処理対象の画像データから、無制限設定画面で設定
された設定情報に基づき印刷データを作成し、当該印刷データを含む単独ジョブを生成す
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る（Ｓ５）。単独ジョブは、先発ジョブとは連結しない独立の後発ジョブである。なお、
ユーザにより無制限設定画面のキャンセルボタンがクリックされると（Ｓ３：ＮＯ、且つ
、Ｓ４：ＹＥＳ）、制御部１１は本ジョブ生成処理を終了する。また、ユーザにより無制
限設定画面のＯＫボタン又はキャンセルボタン以外のボタンがクリックされると（Ｓ３：
ＮＯ、且つ、Ｓ４：ＮＯ）、制御部１１は、そのボタンに対応する画面を表示する（Ｓ２
）。例えば、拡張設定タブが選択されると、図示しない拡張設定画面が表示される。
【００２９】
単独ジョブが生成されると（Ｓ５）、制御部１１は、上記設定情報を参照して、無制限
設定画面にて後発ジョブとの連結無しの設定がされたと判断すれば（Ｓ６：ＮＯ）、上記
単独ジョブをプリンタ３０に送信し（Ｓ７）、本ジョブ生成処理を終了する。これにより
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、プリンタ３０は、受信した単独ジョブに基づき印刷動作を実行する。
【００３０】
一方、制御部１１は、無制限設定画面にて後発ジョブとの連結有りの設定がされたと判
断すれば（Ｓ６：ＹＥＳ）、上記単独ジョブ及びその設定情報をＨＤＤ１２に記憶する先
発ジョブ記憶処理を実行し（Ｓ８）、本ジョブ生成処理を終了する。このとき、当該単独
ジョブは、先発ジョブとしてＨＤＤ１２に記憶され、プリンタ３０への送信が保留される
。これにより、後発ジョブに連結させる先発ジョブを生成し、ＨＤＤ１２に記憶すること
ができる。
【００３１】
２−２．先発ジョブ等がＨＤＤに記憶されている場合
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先発ジョブ及び設定情報がＨＤＤ１２に記憶されていれば（Ｓ１：ＹＥＳ）、制御部１
１は、例えばＨＤＤ１２に記憶されているジョブ選択画面データを読み出して、図４に示
すジョブ選択画面を表示部１４に表示させる（Ｓ９）。ジョブ選択画面は、ユーザに、こ
れからジョブ生成処理により生成する後発ジョブと連結する先発ジョブを選択させるため
のユーザインターフェースであり、図４には、２つの先発ジョブの識別情報と、先発ジョ
ブと連結しない選択肢とが例示されている。なお、同図には、各先発ジョブの生成日時も
例示されている。
【００３２】
ユーザにより先発ジョブと連結しないことが選択され、ジョブ選択画面のＯＫボタンが
クリックされると（Ｓ１０：ＮＯ）、制御部１１は、無制限設定画面を表示部１４に表示
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させ（Ｓ２）、以下、前述したＳ３からＳ８の処理を実行する。これにより、当該先発ジ
ョブよりも後発ジョブを優先してプリンタ３０に送信して印刷動作をさせることができる
。なお、この場合、Ｓ５では後発ジョブ生成処理が実行されることになる。
【００３３】
ユーザにより少なくとも１つの先発ジョブが選択され、ジョブ選択画面のＯＫボタンが
クリックされると（Ｓ１０：ＹＥＳ）、制御部１１は、例えばＨＤＤ１２に記憶されてい
る制限設定画面データ、及び、選択された先発ジョブの設定情報を読み出して、図５に示
す制限設定画面を表示部１４に表示させる、後発画面表示処理を実行する（Ｓ１１）。こ
のとき制御部１１は表示制御部として機能する。制限設定画面は、上記無制限設定画面と
同様、ユーザに上記各種の設定情報を設定させるためのユーザインターフェースであって
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、図５には、設定情報として、シートのサイズ、印刷部数、両面印刷の有無、シートトレ
イの選択、セキュリティ印刷の有無、省電力モード移行時間の設定が例示されている。
【００３４】
但し、制限設定画面では、無制限設定画面とは異なり、各設定項目には、上記初期値で
はなく、先発ジョブの設定情報に対応する値が表示される。また、制限設定画面では、一
部の設定項目の設定変更が、先発ジョブとの関係で制約されている。具体的には、制限設
定画面の設定項目には、先発ジョブと異なる設定が許可された許可項目と、先発ジョブと
異なる設定が禁止された禁止項目とがあり、禁止項目は、図５に示すようにグレー表示さ
れ、設定変更が不能とされている。
【００３５】
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本実施形態では、セキュリティ印刷の有無と、省電力モード移行時間の設定とが禁止項
目とされている。セキュリティ印刷は、制限設定画面の詳細設定ボタンをクリックしてパ
スワード等を入力しておくと、ジョブがプリンタ３０に送信されても当該プリンタ３０の
操作部１３にて上記パスワード等を入力しなければ印刷されない機能であって、特に秘密
性の高い画像データについて印刷処理する場合に有効である。
【００３６】
また、省電力モード移行時間の設定は、プリンタ３０がジョブに対する印刷動作を終了
してから、他のジョブを受けることなく、省電力モードに移行するまでの時間を設定する
機能である。省電力モードは、印刷動作時よりもプリンタ３０の消費電力を低下させる待
機モードであり、スリープモードとも呼ばれる。これらの設定項目は、連結対象の複数ジ
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ョブ間で異なる設定とすることが好ましくないため、禁止項目とされている。
【００３７】
図５では、先発ジョブにてセキュリティ印刷が設定されたため、セキュリティ印刷の設
定有りが制限設定画面に初期値として表示され、且つ、セキュリティ印刷に関する項目が
グレー表示されている。一方、先発ジョブにて省電力モード移行時間の設定はされていな
いため、省電力モード移行時間の設定に関する項目はグレー表示せずに設定可能としてい
る。
【００３８】
ここで、仮に、Ｓ９のジョブ選択画面で２つの先発ジョブが選択され、１つ目の先発ジ
ョブでセキュリティ印刷が設定され、２つ目の先発ジョブで省電力モード移行時間の設定
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がされた場合、制限設定画面では、セキュリティ印刷の有無、及び、省電力モード移行時
間の設定の両方がグレー表示され設定不能とされる。なお、禁止項目については、先発ジ
ョブの設定の有無にかかわらず、グレー表示として設定不能としてもよい。また、制限設
定画面には、後発ジョブとの連結の有無を設定する項目が表示されている（図５参照）。
【００３９】
ユーザにより各種の設定が行われ、制限設定画面のＯＫボタンがクリックされると（Ｓ
１２：ＹＥＳ）、制御部１１は、連結ジョブ生成処理を実行する。このとき、制御部１１
は、連結ジョブ生成部として機能する。具体的には、制御部１１は、現在処理対象の画像
データから、制限設定画面で設定された設定情報に基づき印刷データを作成し、当該印刷
データと、先発ジョブに含まれた印刷データとを含んだ１つのジョブ、換言すれば、後発
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ジョブと先発ジョブとを１つのジョブとして連結した連結ジョブを生成する（Ｓ１４）。
なお、ユーザにより制限設定画面のキャンセルボタンがクリックされると（Ｓ１２：ＮＯ
、且つ、Ｓ１３：ＹＥＳ）、制御部１１は本ジョブ生成処理を終了する。また、ユーザに
より制限設定画面のＯＫボタン又はキャンセルボタン以外のボタンがクリックされると（
Ｓ１２：ＮＯ、且つ、Ｓ１３：ＮＯ）、制御部１１はそのボタンに対応する画面を表示す
る（Ｓ１１）。
【００４０】
連結ジョブが生成されると（Ｓ１４）、制御部１１は、上記設定情報を参照して、制限
設定画面にて後発ジョブとの連結無しの設定がされたと判断すれば（Ｓ１５：ＮＯ）、上
記連結ジョブをプリンタ３０に送信し（Ｓ１６）、本ジョブ生成処理を終了する。これに
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より、プリンタ３０は、受信した連結ジョブに含まれる複数の印刷データに基づき印刷動
作を実行する。これにより、個別に印刷要求して生成した複数のジョブについてプリンタ
３０にてまとめて印刷動作がされるため、ユーザは、他人の印刷物を介在させることなく
、自分の印刷物をまとめて取得することができる。
【００４１】
一方、制御部１１は、制限設定画面にて後発ジョブとの連結有りの設定がされたと判断
すれば（Ｓ１５：ＹＥＳ）、上記連結ジョブ、及び、その設定情報、少なくとも禁止項目
に関する設定情報をＨＤＤ１２に記憶し（Ｓ１７）、本ジョブ生成処理を終了する。この
とき、当該連結ジョブは、先発ジョブとしてＨＤＤ１２に記憶され、プリンタ３０への送
信が保留される。
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【００４２】
ここで、設定情報を設定する画面には、アプリケーションプログラムにより提供される
アプリ設定画面と、プリンタドライバにより提供されるドライバ設定画面とがある。上記
制限設定画面や無制限設定画面は、ドライバ設定画面の一例である。例えばアプリケーシ
ョンの表示画面で印刷を指定すると、アプリ設定画面が表示され、そのアプリ設定画面上
のプロパティボタンをクリックすると、ドライバ設定画面が表示される。ここで、両設定
画面で設定項目が重複することがあり、ドライバ設定画面で設定した設定値が、アプリ設
定画面に設定された値に変更されてしまうことがある。このため、本実施形態では、制御
部１１は、上記Ｓ８、Ｓ１７において、ドライバ設定画面で設定された設定値ではなく、
アプリ設定画面で最終的に設定された設定値を、先発ジョブの設定情報としてＨＤＤ１２
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に設定する。これにより、制限設定画面や無制限設定画面にて設定された設定情報がアプ
リケーションにより設定された設定情報に変更された場合でも、その変更後の設定情報を
ＨＤＤ１２に記憶することができる。
【００４３】
３．本実施形態の効果
（１）本実施形態によれば、ＨＤＤ１２に先発ジョブ及び設定情報が記憶されている場合
に、図１１に示す制限設定画面が表示部１４に表示される（Ｓ１１）。この制限設定画面
は、先発ジョブと異なる設定が許可された許可項目が表示され、先発ジョブと異なる設定
が禁止された禁止項目が許可項目と識別可能に表示されている。このため、連結対象の複
数のジョブについて互いに異なる設定が禁止された項目であるかどうかを、当該項目の設
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定前に判断することが可能になる。
【００４４】
（２）また、ＨＤＤ１２に複数組の先発ジョブ及び設定情報が記憶されている場合、当該
複数の先発ジョブの全部または一部のジョブを選択させるジョブ選択画面が表示部１４に
表示される（Ｓ９）。そして、後発画面表示処理では、選択された先発ジョブの設定情報
に基づき許可項目と禁止項目とが決定された制限設定画面が表示される（Ｓ１１）。これ
により、後発ジョブの設定時に、当該後発ジョブと連結する先発ジョブを、複数の先発ジ
ョブから選択することができ、しかも、その選択した先発ジョブの設定情報に応じて制限
設定画面上での許可項目と禁止項目とが決定される。このため、複数の先発ジョブが記憶
されている場合でも、連結対象の複数のジョブについて互いに異なる設定が禁止された項
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目であるかどうかを、当該項目の設定前に判断することが可能になる。
【００４５】
（３）後発画面表示処理（Ｓ１１）では、ジョブの暗号化に関する設定項目が禁止項目と
されるから、ジョブの暗号化について先発ジョブと後発ジョブとで異なる設定がされるこ
とを抑制することができる。
【００４６】
（４）後発画面表示処理（Ｓ１１）では、連結ジョブに基づく処理動作を実行する処理実
行装置、即ちプリンタ３０の装置自体に関する設定項目は禁止項目とされるから、装置自
体について先発ジョブと後発ジョブとで異なる設定がされることを抑制することができる
。
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【００４７】
（５）ジョブ選択画面にて連結無しが設定された場合には（Ｓ１０：ＮＯ）、後発画面表
示処理において設定項目を全て許可項目とする無制限設定画面を表示装置に表示させ、第
２画像データ及び無制限設定画面にて設定された設定情報に基づき、先発ジョブとは独立
の後発ジョブを生成する（Ｓ５）。これにより、先発ジョブをＨＤＤ１２に記憶させた状
態のまま、当該先発ジョブとは独立の後発ジョブを生成することができる。
【００４８】
＜他の実施形態＞
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
10

ば次のような種々の態様も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００４９】
（１）上記実施形態では、端末装置１０とプリンタ３０とを備える印刷システム１を例に
挙げて説明した。しかし、本発明は、次の構成にも適用することができる。
（Ａ）プリンタ３０がデータ処理装置であり、且つ、処理実行装置である構成。この構
成では、プリンタ３０の制御部３１が上記ジョブ生成処理を実行し、ジョブ選択画面等を
表示部３４に表示させ、先行ジョブ及び設定情報を記憶素子３２に記憶する。
（Ｂ）一のファクシミリ装置がデータ処理装置であり、他のファクシミリ装置が処理実
行装置であって、一のファクシミリ装置からのファクシミリデータを含むジョブを受信し
、画像を表示装置に表示したり、シートに印刷したりする構成。この構成では、一のファ
クシミリ装置が有する制御部に上記ジョブ生成処理を実行させる。設定情報は、通信速度
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や通信先などファクシミリ条件に関する情報である。なお、ファクシミリ装置では、２つ
のジョブを連結して１つの連結ジョブとして送信することにより、通信費を抑制すること
ができるから本発明は特に有用である。
（Ｃ）画像読取装置がデータ処理装置であり、表示装置単体、表示部を有する端末装置
や印刷装置が処理実行装置であり、画像読取装置からの読取データを含むジョブを受信し
、画面表示したり、印刷出力したりする構成。この構成では、画像読取装置が有する制御
部に上記ジョブ生成処理を実行させる。設定情報は、読取解像度など画像読取に関する情
報である。
【００５０】
（２）上記実施形態では、制御部１１は、１つのＣＰＵ１１Ａだけを有する構成であった
。しかし、制御部を、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｇｒａｔｅｄ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
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Ｉｎｔｅ

Ｃｉｒｃｕｉｔ）などのハード回路で構成してもよい。また、制御部を、

複数のＣＰＵやハード回路で構成し、これらが協同してジョブ生成処理を実行してもよい
。例えば一のＣＰＵは各画面表示制御を実行し、他のＣＰＵはそれ以外の制御を実行して
もよい。
【００５１】
（３）上記実施形態では、禁止項目としてセキュリティ印刷の有無、省電力モード移行時
間の設定を例に挙げた。しかし、ジョブに含まれる印刷データの暗号化の有無、複数の処
理実行装置からの特定の処理実行装置の選択や、処理実行装置での処理速度、上記実施形
態ではプリンタ３０の印刷速度などでもよい。
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【００５２】
（４）上記実施形態では、ジョブ選択画面にて先発ジョブと後発ジョブとの連結の有無を
設定することができた。しかし、ジョブ選択画面とは別に連結設定画面を設けて、当該連
結設定画面にて連結の有無を設定してもよい。
【００５３】
（５）上記実施形態では、制限設定画面に禁止項目を表示させつつ設定変更不能とした。
しかし、例えば禁止項目と許可項目とで表示色や書体を変えるなど、両者が識別可能に表
示されていれば、設定変更可能でもよい。また、禁止項目を非表示として設定変更を禁止
してもよい。
【００５４】
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（６）上記実施形態において、Ｓ９のジョブ選択画面にて複数の先発ジョブを選択し、禁
止項目が互いに異なる設定とされている場合、エラー表示する構成でもよい。また、複数
の先発ジョブについて禁止項目の設定情報をジョブ選択画面に表示させ、どのジョブの設
定情報を優先して制限設定画面の初期値とするかをユーザに選択させてもよい。
【００５５】
（７）上記実施形態では、Ｓ１１の制限設定画面にて入力確定されると（Ｓ１２：ＹＥＳ
）、連結ジョブを生成した。しかし、後発ジョブとの連結有りの場合には、連結ジョブを
生成するが、連結無しの場合には、単独のジョブを生成し、これを先発ジョブとしてＨＤ
Ｄ１２に記憶してもよい。
（８）上記実施形態では、制限設定画面に、無制限設定画面とは異なり、各設定項目には
、上記初期値ではなく、先発ジョブの設定情報に対応する値が表示した。しかしながら、
先発ジョブと異なる設定が許可された許可項目については、初期値が表示されるようにし
てもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１０：端末装置

【図１】

３０：プリンタ

１１：制御部

１２：ＨＤＤ

【図２】

１４：表示部
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【図３】

【図５】

【図４】
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