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(57)【要約】
【課題】データ保存量が上限値を超過する場合であって
も、目的のデータを円滑に保存できるようにする。
【解決手段】　目的の文書データを一の記憶領域に保存
することによって一の文書ボックスｂにおけるデータ保
存量が上限値を超過する場合に、前記文書ボックスｂに
保存されている文書データの中から削除予定のデータを
選択する削除予定データ選択手段１６２と、前記削除予
定のデータを削除予定ボックスＢtに移動するデータ移
動手段１６３と、を備えた構成としてある。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを一の記憶領域に保存することによって前記一の記憶領域におけるデータ保存量
が上限値を超過する場合に、前記一の記憶領域に保存されているデータの中から削除予定
のデータを選択する削除予定データ選択手段と、
　前記削除予定のデータを他の記憶領域に移動するデータ移動手段と、を備えたことを特
徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記一の記憶領域に保存するデータごとに、優先度、保存日時又は使用頻度のいずれか
一以上の属性を設定する属性設定手段を備え、
　前記削除予定データ選択手段は、
　前記一の記憶領域に保存されているデータの中から、前記優先度が最も低いデータ、前
記保存日時が最も古いデータ又は前記使用頻度が最も低いデータのいずれか一以上の条件
を満たすデータを前記削除予定のデータとして選択する請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記一の記憶領域に保存された一又は二以上のデータの一覧を表示するとともに、前記
移動した削除予定のデータを識別可能に表示する削除予定データ表示手段を備える請求項
１又は２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　データを保存する一又は二以上の記憶領域の一覧を表示するとともに、データ保存量が
、前記上限値を超過している記憶領域、又は、前記上限値の近似値に達している記憶領域
を識別可能に表示するボックス一覧表示手段を備える請求項１～３のいずれか一項記載の
画像形成装置。
【請求項５】
　前記他の記憶領域に移動した一又は二以上の削除予定のデータを一覧表示する削除予定
データ一覧表示手段と、
　操作に応じ、前記一覧表示された削除予定のデータの中から任意のデータを削除し、又
は、前記一の記憶領域あるいは別の記憶領域に再移動するデータ処分手段と、を備える請
求項１～４のいずれか一項記載の画像形成装置。
【請求項６】
　操作を行うユーザーを識別するユーザー識別手段を備え、
　前記データ処分手段は、
　前記選択操作が特定のユーザーによる操作である場合にのみ、前記一覧表示された削除
予定のデータの中から任意のデータを削除し、又は、前記一の記憶領域あるいは別の記憶
領域に再移動することを許容する請求項５記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記属性設定手段は、
　前記属性としてユーザーの識別情報を設定し、
　前記データ処分手段は、
　前記選択操作が前記特定のユーザー以外の他のユーザーによる操作である場合には、前
記一覧表示された削除予定のデータの中から前記他のユーザーによって保存されたデータ
を削除し、又は、前記一の記憶領域あるいは別の記憶領域に再移動することを許容する請
求項５又は６記載の画像形成装置。
【請求項８】
　画像形成装置のコンピュータを、
　目的のデータを一の記憶領域に保存することによって前記一の記憶領域におけるデータ
保存量が上限値を超過する場合に、前記一の記憶領域に保存されているデータの中から削
除予定のデータを選択する削除予定データ選択手段、及び
　前記削除予定のデータを他の記憶領域に移動するデータ移動手段、として機能させるこ
とを特徴とするジョブ制御プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書データなどのデータ保存を円滑に行う画像形成装置及びジョブ制御プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合機（ＭＦＰ）においては、スキャンした原稿やホストコンピュータ等から受信した
文書データや画像データ等（以下、文書データという）をハードディスクドライブ（ＨＤ
Ｄ）の記憶領域に保存することで、文書データの再出力を可能とした機能（以下、文書ボ
ックスという。）を有するものがある。
　文書ボックスは、ＨＤＤの容量に限りがあるため、保存できる文書データのサイズや数
量に一定の上限値（例えば、２００ＭＢ、１０００ジョブなど）が設けられている。
　このため、文書ボックスに文書データを保存する際に、データ保存量がこの上限値を超
過する場合には、その旨のエラーメッセージを通知し、文書データの受付けや保存を拒否
する処理が一般的に行われる。
【０００３】
　ところで、このように多くの文書データが既に文書ボックスに保存されている場合など
、そのままでは新たに文書データの保存ができない場合、ユーザーは、保存操作を一旦キ
ャンセルし、保存したい文書ボックスのリストにアクセスしたうえで、保存済みの大量の
文書データの中から不要な文書データを選択し、これを削除した後でなければ新たな文書
データを保存する事はできない。
　このため、文書ボックスを利用するユーザーにとって煩わしく、利便性を低下させる原
因となっていた。
　そこで、保存されるジョブ数が上限値を超える場合には、古いジョブを優先的に削除し
、または、使用頻度が少ないジョブを優先的に削除する技術が提案されている（例えば、
特許文献１，２参照）。
　このような技術を文書ボックスに適用した場合、ユーザーが不要な文書データを選び、
削除する作業を省略することができるため、利便性を向上することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１１０３５４号公報
【特許文献２】特開２００６－２０９７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術のように、時期や使用頻度等にもとづいて不要とされ
る文書データを客観的に特定できたとしても、なおもユーザーが実際に不要と考えるデー
タと相違することがある。
　このため、ユーザーの主観を取り入れることで、真にユーザーが不要と認める文書デー
タを特定する精度の向上が求められていた。
　また、削除する文書データを精度良く特定できたとしても、ユーザーの都合や環境の変
化等により、削除した文書データの重要性が事後的に増すこともある。
　この場合、結果として、ユーザーに損害を及ぼすことになるため、このようなケースに
も柔軟に対応しつつ、文書データの保存を円滑に行うことができる画像形成装置が求めら
れていた。
【０００６】
　本発明は、以上のような従来の技術が有する問題を解決するために提案されたものであ
り、文書ボックスのデータ保存量が上限値を超過するために新たな文書データの保存がで
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きない場合に、不要な文書データを精度良く判断し、他の保存領域に移動させることによ
って、その文書データを文書ボックスに保存することを可能とするとともに、不要と判断
された文書データの保護を図る画像形成装置及びジョブ制御プログラムの提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、データを一の記憶領域に保存する
ことによって前記一の記憶領域におけるデータ保存量が上限値を超過する場合に、前記一
の記憶領域に保存されているデータの中から削除予定のデータを選択する削除予定データ
選択手段と、前記削除予定のデータを他の記憶領域に移動するデータ移動手段とを備えた
構成としてある。
【０００８】
　また、本発明のジョブ制御プログラムは、画像形成装置のコンピュータを、目的のデー
タを一の記憶領域に保存することによって前記一の記憶領域におけるデータ保存量が上限
値を超過する場合に、前記一の記憶領域に保存されているデータの中から削除予定のデー
タを選択する削除予定データ選択手段、及び、前記削除予定のデータを他の記憶領域に移
動するデータ移動手段、として機能させるようにしてある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の画像形成装置及びジョブ制御プログラムによれば、データ保存量が上限値を超
過する場合であっても、目的のデータを円滑に保存することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図２】操作表示部を示す図である。
【図３】削除予定ボックス移動条件選択画面の一例を示した図である。
【図４】文書ボックスに保存された文書データの一覧を表した図である。
【図５】削除予定ボックスに移動された文書データの一覧を表した図である。
【図６】文書ボックスの一覧を表した図である。
【図７】文書データの保存方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（画像形成装置）
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置（ＭＦＰ）の構成を示すブロック図であ
る。
　ＭＦＰ１は、図１（ａ）に示すように、主制御部としてのＣＰＵ（Central　Processin
g　Unit）９０を備えるほか、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）９１およびＲＡＭ（Random
　Access　Memory）９２を備える。
　ＲＯＭ９１には、ＣＰＵ９０に、コピー、プリンター、ファクシミリ（ＦＡＸ）、メー
ル、文書ボックスといった各機能のジョブ処理を実行させるためのプログラムが格納され
、このプログラムを読み込ませることによって各々の機能を実施することができる。
　ＲＡＭ９２は、ＣＰＵ９０がプログラムを実行する際にデータを一時的にスプールする
ための作業領域（ワークエリア）として用いられる。
　また、ＲＯＭ９１やＲＡＭ９２以外の他の記憶媒体としてＨＤＤ（ハードディスクドラ
イブ）９３を備える。
　ＨＤＤ９３は、文書データを保存するための記憶領域として一又は二以上の文書ボック
スｂ（ｂ1～ｂn）を備える。文書ボックスｂによれば、ユーザーやグループごとに文書デ
ータを保存することができ、文書データの再利用や保存管理を効率よく行うことができる
。
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　なお、各文書ボックスｂ1～ｂnには、保存可能なデータ量としてそれぞれ一定の記憶容
量（上限値）が割り当てられている。
　例えば、１文書ボックス当たりの文書データの許容保存量を最大２００ＭＢと設定し、
１文書ボックス当たりの文書データの許容保存数を最大１０００ジョブと設定することが
できる。
　また、ＨＤＤ９３は、文書ボックスｂに保存されている文書データの中から削除予定と
して選択された文書データを一時的に保管する削除予定ボックスＢｔを備える。
【００１２】
　ＭＦＰ１は、図１（ａ）に示すように、原稿読取部１０、通信インターフェース１１、
操作表示部１２、ジョブ入力部１３、画像処理部１４、出力部１５、ジョブ制御部１６、
及び、ユーザーＩＤ入力部１７を備える。
【００１３】
　原稿読取部１０は、いわゆるスキャナーであり、操作表示部１２による操作に応じて、
原稿トレイ（不図示）にセットされた原稿を読み取ってその画像データを取得する。原稿
読取部１０は、取得した画像データを画像処理部１４に出力する。
　通信インターフェース１１は、電話回線やＬＡＮ等が接続され、パーソナルコンピュー
タやＦＡＸ装置（不図示）などの外部装置との間で印刷データやＦＡＸデータの送受信を
行う。
【００１４】
　操作表示部１２は、ＭＦＰ１本体（不図示）の上部外周に配置され、ＭＦＰ１の利用者
による各種入力操作や、利用者に対して各種画面の表示を行う。
　操作表示部１２は、例えば、図２に示すように、利用者から操作指示を受け付ける操作
部１２１と、利用者への情報を表示する表示部１２２とから構成される。
　操作部１２１は、画像出力に関する各種設定や、画像処理スタートの入力操作を行うこ
とができるようになっており、コピー，スキャナー，プリント，ＦＡＸ，文書ボックス等
に関するジョブの実行を選択する機能選択キーＫ１、印刷枚数や印刷部数等の数字の入力
に使用されるテンキーＫ２、設定終了後、ジョブの実行を開始させるスタートキーＫ３、
操作部１２１を介して行った直前の各種設定をキャンセルするクリアキーＫ４、開始され
たジョブを途中で中止させるストップキーＫ５、各種設定を全てキャンセルし、初期の設
定に戻すリセットキーＫ６等のキーを備える。
【００１５】
　表示部１２２は、周知の液晶表示パネルから構成され、ＭＦＰ１の動作状況、実行結果
、あるいは操作部１２１を介して入力された各種設定値、利用者へのメッセージ等を表示
する。
　また、表示部１２２は、選択操作を受け付けるタッチパネル機能を備えており、種々の
操作画面に応じて各種操作を受け付けることもできる。
　例えば、表示部１２２には、「削除予定ボックス移動条件選択画面（図３参照）、文書
データの一覧を表示する画面（図４参照）、削除予定の文書データの一覧を表示する画面
（図５参照）、文書ボックスの一覧を表示する画面（図６参照）を表示することができ、
この画面に表示される各種キーをタッチする操作によって、種々の処理を命令することが
できる。
【００１６】
　ジョブ入力部１３は、原稿読取部１０によって読み取った画像データ又は通信インター
フェース１１を介して受信した印刷データあるいはＦＡＸデータなどのジョブを入力して
画像処理部１４に出力する。
　画像処理部１４は、ジョブ入力部１３から入力したジョブを解釈して必要な画像処理を
行う。例えば、印刷対象のジョブに対しては、色変換処理、濃度補正処理、網点処理等を
行う。
　画像処理部１４は、画像処理が施されたジョブを出力部１５に出力する。
　出力部１５は、上記ジョブ処理を介して得た画像やデータを出力する。
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　例えば、コピー、プリント、ＦＡＸ受信の対象画像を印刷するための印刷エンジンが相
当する。また、ＦＡＸ送信を行うためのダイヤル発信機能やメール送信を行う出力手段も
相当する。
【００１７】
　ここで、ジョブ制御部１６は、文書ボックスｂにおける保存データの上限値を管理する
。例えば、ジョブ制御部１６は、ある文書ボックスｂにおいて、文書データを保存しよう
としたときに、その文書データの保存によって文書ボックスｂの上限値を超過するような
場合には、操作表示部１２を介してその旨を通知するとともに、その文書データの保存を
禁止する動作を基本制御として行う。
　また、ジョブ制御部１６は、このような基本制御の他、ある文書ボックスｂ（一の記憶
領域）における文書データを削除予定ボックスＢt（他の記憶領域）に移動させて文書ボ
ックスｂにおけるデータ保存量を減らす制御を行う。
　このため、ジョブ制御部１６は、図１（ｂ）に示すように、属性設定手段１６１、削除
予定データ選択手段１６２、データ移動手段１６３、削除予定データ表示手段１６４、削
除予定データ一覧表示手段１６５、データ処分手段１６６、ユーザー識別手段１６７、及
び、ボックス一覧表示手段１６８を備える。
【００１８】
　属性設定手段１６１は、文書ボックスｂに文書データを保存する際、文書データごとに
属性を設定する。
　例えば、文書データを保存する際に、保存日時、優先度（低（Low）、中（Middle）、
高（High）など）、保存サイズ、文書名、ユーザー名等を属性として設定し、文書ボック
スｂに保存した文書データへのアクセスもしくは再出力の度に使用回数や使用頻度を更新
し、これらを属性として設定することができる。
【００１９】
　削除予定データ選択手段１６２は、ある文書ボックスｂに文書データを保存するに当た
り、当該文書データの保存によってこの文書ボックスｂにおけるデータ保存量が上限値を
超過する場合に、この文書ボックスｂに保存されている文書データの中から削除予定のデ
ータを選択する。
　削除予定の文書データは、文書データごとに設定されている優先度や保存日時を判断要
素として選択される。
【００２０】
　図３は、削除予定ボックスに移動する文書データを特定する際の条件を設定するために
用いる画面（「削除予定ボックス移動条件選択画面」）の一例を示した図である。
　図３に示すように、削除予定ボックス移動条件選択画面Ｐ１においては、「保存日時の
古い順」、「優先度の低い順」、「使用頻度の低い順」の３つのカテゴリーにもとづく条
件が選択可能に表示されている。
　ここで、例えば、ユーザーが、「保存日時の古い順」キーＰ１１を選択し、ＯＫキーＰ
１４を選択すると、保存時刻が最も古い文書データが削除予定の文書データとして優先的
に選択される。
　同様に、ユーザーが、「優先度の低い順」キーＰ１２を選択して「ＯＫ」キーＰ１４を
選択すると、優先度が最も低い文書データが削除予定の文書データとして優先的に選択さ
れ、「使用頻度の低い順」キーＰ１３を選択して「ＯＫ」キーＰ１４を選択すると、出力
回数などアクセス回数が最も低い文書データが削除予定の文書データとして選択される。
　なお、条件選択を取り止めたいときは、「Ｃａｎｃｅｌ」キーＰ１５を選択する。
【００２１】
　なお、削除予定データ選択手段１６２は、優先度、保存時刻、使用頻度のうち二以上の
カテゴリーにもとづき削除予定データを選択することもできる。
　例えば、ユーザーは、図３に示す画面において、「優先度の低い順」キーＰ１２と「使
用頻度の低い順」キーＰ１３とを共に選択することができ、この場合において、仮に優先
度が同一の文書データが複数あるときには、削除予定データ選択手段１６２は、そのうち
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使用頻度が最も低い文書データを削除予定データとして選択する。また、「優先度の低い
順」Ｐ１２と「保存日時の古い順」Ｐ１１を選択した場合、削除予定データ選択手段１６
２は、優先度が同じ文書データの中から保存日時が最も古い文書データを削除予定データ
として選択する。
【００２２】
　データ移動手段１６３は、削除予定データ選択手段１６２によって選択された削除予定
の文書データを削除予定ボックスＢtに移動する。
　これにより、文書ボックスｂの保存データに移動した文書データ分の空き領域ができて
保存可能領域が増加する。
　また、このように削除予定のデータをすぐに削除せずに、削除予定ボックスＢtに一旦
移動するようにしたのは、削除予定データを完全に消滅することによる弊害を考慮したも
のである。
　例えば、削除予定データの判断の基準となる優先度の設定に誤りが認められたり、環境
その他の変化によって事後的にその判断に誤りが認められるケース等がある。
　このような場合、すぐに対象の文書データが削除されると、もはや復元することができ
ないため、このような不利益を防ぐためである。
　また、データ移動手段１６３は、削除予定の文書データを削除予定ボックスＢtに移動
するとともに、その移動により保存可能領域が増加した文書ボックスｂに目的の文書デー
タを保存する処理を自動的に行うこともできる。
【００２３】
　削除予定データ表示手段１６４は、文書ボックスｂに保存された一又は二以上の文書デ
ータを一覧表示するとともに、削除予定ボックスＢｔに移動した削除予定の文書データを
識別可能に表示する。
【００２４】
　図４は、文書ボックスに保存された文書データの一覧を表した図である。
　図４に示す表示画面Ｐ２は、ボックス名「box0001」の文書ボックスｂに保存された文
書データの一覧を表示したものである。表示画面Ｐ２においては、文書データのファイル
名（doc0001～doc0005）、使用者（yamada）、データサイズ、保存日時、優先度（Low、M
iddle、High）及び使用頻度（回数）が、それぞれ「Name」表示エリアＰ２１、「OwnerNa
me」表示エリアＰ２２、「Size」表示エリアＰ２３、「date」表示エリアＰ２４、「Prio
rity」表示エリアＰ２５及び「Frequency（times）」表示エリアＰ２６に表示される。
　ユーザーは、指定する文書ファイルのチェックボックスＰ２７を選択し、「印刷」キー
Ｐ２８を選択するとその文書データの印刷処理を実行することができる。同様に、「削除
」キーＰ２９を選択するとその文書データを削除することができ、「詳細情報」キーＰ２
Ａを選択すると、その文書データの詳細情報（例えば、データの種類（識別子）、更新情
報など）を表示することができる。なお、上記操作や処理を途中で取り止めたいときは「
キャンセル」キーＰ２Ｂを選択する。
【００２５】
　ここで、「ごみ箱」マークＰ２Ｃが付された文書データ（doc0005）は、削除予定ボッ
クスBｔに移動された文書データであることを示している。削除予定の文書データ自体は
削除予定ボックスＢtに移動しつつも、そのインデックス情報については元の文書ボック
スｂにおける情報として残しておくことによってこのような表示を可能とするものである
。
　このため、ユーザーは、削除対象の文書データを完全削除する前の段階で事前に確認す
ることができる。このようにすると、優先度の設定ミスによって誤って削除予定データと
して判別された文書データや事後的に必要となった文書データの削除を未然に防ぐことが
できる。
【００２６】
　削除予定データ一覧表示手段１６５は、削除予定ボックスＢtに移動した一又は二以上
の削除予定の文書データを一覧表示する。
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　図５は、削除予定ボックスに移動された文書データの一覧を表した図である。
　図５に示すように、ここでは、削除予定ボックスＢtに移動された文書データの一覧を
表示画面Ｐ３を介して表示する。表示画面Ｐ３においては、削除予定の文書データのファ
イル名、使用者、データサイズ、日付、優先度及び使用頻度（回数）が、それぞれ「Name
」表示エリアＰ３１、「OwnerName」表示エリアＰ３２、「Size」表示エリアＰ３３、「d
ate」表示エリアＰ３４、「Priority」表示エリアＰ３５及び「Frequency（times）」表
示エリアＰ３６に表示される。
【００２７】
　データ処分手段１６６は、選択操作に応じ、一覧表示された削除予定の文書データの中
から任意のデータを削除し、又は、元の文書ボックスｂあるいは別の文書ボックスｂに再
移動する。
　具体的には、図５に示す表示画面Ｐ３上において、ユーザーが、任意の文書データのチ
ェックボックスＰ３７を選択し、「元に戻す」キーＰ３８を選択するとその文書データを
元の文書ボックスｂに再移動させることができる。また、任意の文書データに対する切取
り操作を行い、文書ボックス一覧画面（図６参照）において所望の文書ボックスに貼付け
る操作を行うことによって別の文書ボックスに再移動させることもできる。
　また、ユーザーが、任意の文書データのチェックボックスＰ３７を選択し、「削除」キ
ーＰ３９を選択するとその文書データを完全（復元不能）に削除することができる。
　なお、「詳細情報」キーＰ３Ａを選択すると、その文書データの詳細情報を表示するこ
とができる。
　また、操作の途中で処理を取り止めたいときは「キャンセル」キーＰ３Ｂを選択する。
【００２８】
　ユーザー識別手段１６７は、ＭＦＰ１における種々の操作を行うユーザーを識別する。
　ユーザー識別は、いわゆるログイン処理の過程で取得したユーザーＩＤにもとづき処理
することができる。
　具体的には、図１（ａ）に示すように、本実施形態のＭＦＰ１は、カードリーダー等か
らなるユーザーＩＤ入力部１７を備えており、各ユーザーは、文書ボックスｂへの保存そ
の他のジョブの実行に先だち、ユーザーＩＤ入力部１７に自己が保有するＩＤカードを読
み込ませ、ＩＤカードに記録されたユーザーＩＤの照合があえばジョブの実行を許可し、
照合があわなければジョブの実行を拒否することができる機能を有している。
【００２９】
　本実施形態においては、この機能を利用し、データ処分手段１６６の実行に際し、管理
者等、特定の権限を有するユーザー（特定のユーザー）に対してのみ、削除予定の文書デ
ータを削除し、又は、元の文書ボックスｂあるいは別の文書ボックスｂに再移動すること
を許容するようにすることができる。
　また、特定のユーザー以外の他の一般ユーザーに対しては、そのユーザー自身が過去に
文書ボックスｂに保存した文書データのみ当該文書データを削除し、又は、元の文書ボッ
クスｂあるいは別の文書ボックスｂに再移動することを許容するようにすることができる
。
　このようにすると、ユーザーが第三者によって文書データを削除される危険を防ぐこと
ができ、また、これにより文書データに関する処分の権限や責任範囲が明確化されたセキ
ュリティポリシーを構築することができる。
【００３０】
　ボックス一覧表示手段１６８は、文書データを保存する一又は二以上の文書ボックスｂ
を一覧表示するとともに、文書データのデータ保存量が上限値を超過している文書ボック
スｂ、または、上限値の近似値に達している文書ボックスｂを識別可能に表示する。
　「上限値を超過している」とは、ある文書データをある文書ボックスｂに保存すること
によって、その上限値を超過する場合をいう。例えば、上限値が２００ＭＢの文書ボック
スｂにおいて既に累計１５０ＭＢの文書データが保存されており、さらに６０ＭＢの文書
データを保存しようとする場合には、「上限値を超過している」に該当する。
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　また、「上限値の近似値に達している」とは、ある文書ボックスｂにおいて、その上限
値は超過していないものの、累計のデータ保存量が上限値から一定値以内の下限値に達し
ている場合をいう。
　例えば、上限値が２００ＭＢ、下限値が１８０ＭＢとされる文書ボックスｂにおいて、
文書データのデータ保存量の累計値が１９０ＭＢである場合は「上限値の近似値に達して
いる」に該当する。
【００３１】
　図６は、文書ボックスの一覧を表した図である。
　図６に示すように、ここでは、複数の文書ボックスｂの一覧を表示画面Ｐ４を介して表
示する。具体的には、各文書ボックスｂのボックス名（box0001～box0005）、使用者、デ
ータサイズ、容量（上限値）を、「Name」表示エリアＰ４１、「OwnerName」表示エリア
Ｐ４２、「Size」表示エリアＰ４３、及び、「capacity　size」表示エリアＰ４４にそれ
ぞれ表示するようにしている。
　ユーザーは、指定する文書ボックスｂのチェックボックスＰ４６を選択し、「開く」キ
ーＰ４７を選択するとその文書ボックスｂに保存されている文書データの一覧を表示する
ことができる（図４参照）。同様に、「削除」キーＰ４８を選択するとその文書ボックス
ｂを削除することができ、「詳細情報」キーＰ４９を選択すると、その文書ボックスｂの
詳細情報（例えば、文書データの保存数、更新情報など）を表示することができる。なお
、上記操作や処理を途中で取り止めたいときは「キャンセル」キーＰ４Ａを選択する。
【００３２】
　ここで、ボックス表示マークＰ４５は、文書ボックスｂにおける文書データの保存状況
を直感的に認識できるように、色分けしている。
　例えば、図６における「box0001」,「box0004」のボックス表示マークＰ４５は赤色で
表示されており、これにより、「box0001」及び「box0004」における文書データのデータ
保存量が既にその容量（上限値）を超過していることを認識することができる。
　また、「box0002」のボックス表示マークＰ４５は黄色で表示されており、これにより
、「box0002」における文書データのデータ保存量が上限値に間近であることを認識する
ことができる。
　このため、ユーザーが文書ボックスｂにおけるデータ保存量の超過を監視し易く、ユー
ザーが自主的にデータ保存量を調整したい場合など、ユーザーを効果的にサポートするこ
とができる。
【００３３】
　このように、本実施形態のＭＦＰ１によれば、削除予定の文書データを特定するための
条件を任意に設定することができる。具体的には、保存日時や使用頻度に加え、優先度を
設定できるようにしている。
　このため、文書データの重要性の判別に際し、ユーザーの主観も取り入れることができ
、判別の精度をより高めることができる。
　また、文書ボックスｂにおける文書データが上限値を超過するような場合には、上記条
件にもとづいて選択された文書データ（削除予定の文書データ）を削除予定ボックスＢt
に自動的に移動することによって目的の文書データを円滑に保存できるようにしている。
　さらに、削除予定として判断された文書データをすぐに削除するのではなく、再移動で
きるようにしているため、ユーザーが不足の損害を被ることもなく、高い信頼性を保つこ
とができる。
　また、削除予定の文書データや対応する文書ボックスｂを視認し易く画面表示するよう
にしており、また、このような表示画面を見ながら必要な処理の命令を簡易に操作できる
ようにしている。
【００３４】
（文書データの保存方法）
　次に、文書データの保存方法について説明する。
　図７は、文書データの保存方法を示すフローチャートである。
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　図７に示すように、対象の文書ボックスｂに文書データを保存する操作を行う（ステッ
プ１）。
　なお、文書ボックスｂに保存されている文書データのうち、削除予定ボックスＢtに移
動する文書データを選択するために用いる条件（保存日時の古い順、優先度の低い順、使
用頻度の低い順など）は設定されているものとする。
【００３５】
　ここで、ジョブ制御部１６は、上限値を超過するか否かを判断する（ステップ２）。具
体的には、目的の文書データを対象の文書ボックスｂに保存することによって、上限値を
超過するかどうかを判断する。
　上限値を超過しない場合、対象の文書ボックスｂへの保存が実行される（ステップ３）
。
　他方、上限値を超過する場合、ジョブ制御部１６は、削除予定ボックスＢtに移動する
文書データを特定するための条件を取得する（ステップ４）。
　次いで、条件が一致した文書データを削除予定ボックスＢtへ移動する（ステップ５）
。具体的には、削除予定データ選択手段１６２が、ステップ４で取得した条件を満たした
削除予定の文書データを選択し、データ移動手段１６３が、選択された文書データを削除
予定ボックスＢtへ移動する処理を行う。
　なお、削除予定の文書データを削除予定ボックスＢtへ移動した後は、ステップ２に戻
り、あらためて上限値の超過を判断し、その判断の結果に応じステップ３又はステップ４
以降の処理を行う。
【００３６】
（ジョブ制御プログラム）
　次に、ジョブ制御プログラムについて説明する。
　上記実施形態におけるコンピュータ（画像形成装置）の属性設定機能、削除予定データ
選択機能、データ移動機能、削除予定データ表示機能、削除予定データ一覧表示機能、デ
ータ処分機能、ユーザー識別機能、ボックス一覧表示機能は、記憶手段（例えば、ＲＯＭ
やハードディスクなど）に記憶されたジョブ制御プログラムにより実現される。
　ジョブ制御プログラムは、コンピュータの制御手段（ＣＰＵなど）に読み込まれること
により、コンピュータの構成各部に指令を送り、前述した文書データの保存方法の実施を
行う。
　これによって、前記各機能は、ソフトウェアであるジョブ制御プログラムとハードウェ
ア資源であるコンピュータ（画像形成装置）の各構成手段とが協働することにより実現さ
れる。
【００３７】
　なお、上記各機能を実現するためのジョブ制御プログラムは、コンピュータのＲＯＭや
ハードディスクなどに記憶される他、コンピュータが読み取り可能な記録媒体、例えば、
外部記憶装置及び可搬記録媒体に格納することができる。
　外部記憶装置とは、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　disc－Read　Only　Memory）等の記録媒
体を内蔵し、画像形成装置に外部接続されるメモリ増設装置をいう。一方、可搬記録媒体
とは、記録媒体駆動装置（ドライブ装置）に装着でき、かつ、持ち運び可能な記録媒体で
あって、例えば、フレキシブルディスク、メモリカード、光磁気ディスク等をいう。
【００３８】
　そして、記録媒体に記録されたプログラムは、コンピュータのＲＡＭ等にロードされて
、ＣＰＵにより実行される。この実行により、上述した実施形態の各機能が実現される。
　さらに、コンピュータでジョブ制御プログラムをロードする場合、他のコンピュータで
保有されたこれらのプログラムを、通信回線を利用して自己の有するＲＡＭや外部記憶装
置にダウンロードすることもできる。このダウンロードされたプログラムも、ＣＰＵによ
り実行されることによって上述した実施形態の各機能を実現することができる。
【００３９】
　以上のように、本実施形態の画像形成装置（ＭＦＰ１）及びジョブ制御プログラムによ
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保存することができない場合において、不要な文書データを精度良く判別し、削除予定ボ
ックスＢtに復元可能に移動させる処理を自動的に行うようにしている。
　このため、ユーザーは、文書ボックスｂにおける文書データのデータ保存量が上限値を
超過したことを意識することなく、また、自ら不要な文書データを削除することもなく、
目的の文書データを円滑に保存することができる。
【００４０】
　以上、本発明の画像形成装置及びジョブ制御プログラムについて、好ましい実施形態を
示して説明したが、本発明は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明
の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上記実施形態においては、ＭＦＰに搭載されるＨＤＤ９３における文書ボック
スｂにデータを保存する際の問題に着目し、この問題を解決するための手段を具体的に示
したが、対象装置はＭＦＰに限るものではなく、また、対象の記憶媒体はＨＤＤに限るも
のではない。
　例えば、パーソナルコンピュータのハードディスクドライブにおいて文書ボックスｂに
相当するフォルダを作成し、フォルダごとにデータ保存量を管理する場合に適用すること
ができる。
　また、ＵＳＢメモリなどの可搬型記憶媒体を対象の記憶媒体とすることもできる。
　これにより、本発明を広範な技術分野において応用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、文書ボックス（データ保存機能）を備えたＭＦＰなどの画像形成装置に好適
に利用することができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　画像形成装置
　１６　ジョブ制御部
　１６１　属性設定手段
　１６２　削除予定データ選択手段
　１６３　データ移動手段
　１６４　削除予定データ表示手段
　１６５　削除予定データ一覧表示手段
　１６６　データ処分手段
　１６７　ユーザー識別手段
　１６８　ボックス一覧表示手段
　１７　ユーザーＩＤ入力部
　９０　ＣＰＵ
　９１　ＲＯＭ
　９２　ＲＡＭ
　９３　ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）
　ｂ　文書ボックス
　Ｂt　削除予定ボックス
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