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(57)【要約】
【課題】煩雑な作業や無駄な用紙出力を行わなくても、
ファイル格納部に格納されたファイルの内容をネットワ
ーク接続されたコンピュータ端末等から確認することが
できる画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像出力部３３０と、認証によりリードア
クセス可能なプライベート領域に区画され、前記画像出
力部３３０で出力可能なファイルが格納されるファイル
格納部３５１と、前記プライベート領域に第三者によっ
てファイルが格納されると、当該プライベート領域とリ
ンクされたネットワーク上の特定端末２にファイル格納
通知を出力するファイル管理部３０を備えている画像形
成装置３で、前記ファイル管理部３０に、前記特定端末
２からのファイル要求に応答して、対応するファイルを
前記特定端末２で認識可能なファイル形式に変換して送
信するファイル出力部３０を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像出力部と、認証によりリードアクセス可能なプライベート領域に区画され、前記画
像出力部で出力可能なファイルが格納されるファイル格納部と、前記プライベート領域に
第三者によってファイルが格納されると、当該プライベート領域とリンクされたネットワ
ーク上の特定端末にファイル格納通知を出力するファイル管理部を備えている画像形成装
置であって、
　前記ファイル管理部に、前記特定端末からのファイル要求に応答して、対応するファイ
ルを前記特定端末で認識可能なファイル形式に変換して送信するファイル出力部を備えて
いる画像形成装置。
【請求項２】
　前記ファイル出力部は、前記ファイル格納部に格納されたＰＤＬファイルを画像ファイ
ルに変換する請求項１記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像出力部と、認証によりリードアクセス可能なプライベート領域に区画さ
れ、前記画像出力部で出力可能なファイルが格納されるファイル格納部と、前記プライベ
ート領域に第三者によってファイルが格納されると、当該プライベート領域とリンクされ
たネットワーク上の特定端末にファイル格納通知を出力するファイル管理部を備えている
画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置には大容量のハードディスクが備えられている。当該ハードディス
クには画像形成装置で出力可能なファイルを格納する領域が確保され、当該領域には、不
特定第三者が任意に使用可能なパブリック領域と、予め登録された特定ユーザのみが認証
によりリードアクセス可能な複数のプライベート領域が区画されている。
【０００３】
　各プライベート領域は、特定ユーザのみならず第三者であってもファイルが格納できる
ようにアクセス管理され、画像形成装置にネットワーク接続されたコンピュータ端末や画
像形成装置に搭載されたスキャナ等から入力された回覧文書や議事録等のファイルが格納
され、メールボックスとしても機能する。
【０００４】
　特許文献１には、各種の情報を区分けして記憶するボックスであって、少なくとも、特
定のユーザ、もしくは特定のグループに対してのみアクセスを許可するプライベートボッ
クスを含むボックス機能を備えた画像形成装置が開示されている。
【０００５】
　当該画像形成装置には、プライベートボックスに第三者から、文書が移動されたときま
たは新たな文書が蓄積されたときに、該プライベートボックスの所有者にその旨を通知す
ると共に、該プライベートボックスに該所有者自身が蓄積したのではない他の文書が蓄積
されていれば、その旨を併せて通知する通知手段を備えた文書処理装置が搭載されている
。
【０００６】
　特許文献１に記載された画像形成装置では、プライベート領域であるプライベートボッ
クスの特定ユーザは、プライベート領域に特定ユーザ以外の者によりファイルである文書
が移動されて蓄積されると、画像形成装置からその旨が、メールなどにより通知されるた
め、当該プライベート領域にファイルが蓄積されたことを速やかに認識することができる
。
【特許文献１】特開２００６－３５２４７８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載された画像形成装置では、画像形成装置からメール等で通知
を受けた特定ユーザがプライベート領域に蓄積されたファイルの内容を確認するために、
画像形成装置の設置箇所まで足を運び、操作パネルを操作して液晶パネル等の表示部にフ
ァイルの内容を表示して確認する操作や、ファイルの内容を確認する為にファイルをプリ
ントするといった煩雑な操作が要求される。
【０００８】
　後者の場合に、不要なファイルであれば、出力されたプリントが無駄になるという問題
もある。
【０００９】
　本発明は、煩雑な作業や無駄な用紙出力を行わなくても、ファイル格納部に格納された
ファイルの内容をネットワーク接続されたコンピュータ端末等から確認することができる
画像形成装置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】
【００１０】
　上述の目的を達成するため、本発明による画像形成装置の第一の特徴構成は、特許請求
の範囲の書類の請求項１に記載した通り、画像出力部と、認証によりリードアクセス可能
なプライベート領域に区画され、前記画像出力部で出力可能なファイルが格納されるファ
イル格納部と、前記プライベート領域に第三者によってファイルが格納されると、当該プ
ライベート領域とリンクされたネットワーク上の特定端末にファイル格納通知を出力する
ファイル管理部を備えている画像形成装置であって、前記ファイル管理部に、前記特定端
末からのファイル要求に応答して、対応するファイルを前記特定端末で認識可能なファイ
ル形式に変換して送信するファイル出力部を備えている点にある。
【００１１】
　ファイル格納部に区画されたプライベート領域に第三者によってファイルが格納される
と、ファイル管理部により、当該プライベート領域とリンクされたネットワーク上の特定
端末、即ち、当該プライベート領域の特定ユーザが使用するコンピュータ端末にファイル
格納通知が出力される。
【００１２】
　当該ファイル格納通知を受信した特定端末からファイル要求が出力されると、ファイル
出力部により、対応するファイルが当該特定端末で認識可能なファイル形式に変換された
ファイルが送信される。
【００１３】
　特定端末では、ファイル出力部から送信されたファイルを正常に認識して、表示処理等
を行うことができるようになり、特定ユーザが当該特定端末の画面を介してその場で内容
を確認することができるようになる。
【００１４】
　同第二の特徴構成は、同請求項２に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前
記ファイル出力部は、前記ファイル格納部に格納されたＰＤＬファイルを画像ファイルに
変換する点にある。
【００１５】
　一般に画像形成装置には、コンピュータ端末からページ記述言語（Page Description L
anguage：以下、「ＰＤＬ」と記載する。）で記述されたファイルが入力され、それに伴
いファイル格納部に格納されるファイルの形式もＰＤＬ形式が多くなる。
【００１６】
　このようなＰＤＬファイルがコンピュータ端末に送信されても、コンピュータ端末側で
判読することができない。
【００１７】
　そこで、ファイル出力部が、特定端末から要求されたＰＤＬファイルを当該特定端末で
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認識可能な画像ファイルに変換して送信することにより、特定端末が当該画像ファイルを
認識して、表示処理等を行うことができるようになる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明した通り、本発明によれば、煩雑な作業や無駄な用紙出力を行わなくても、フ
ァイル格納部に格納されたファイルの内容をネットワーク接続されたコンピュータ端末等
から確認することができる画像形成装置を提供することができるようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明の画像形成装置について説明する。
　図２に示すように、本発明の画像形成装置の一例であるプリント機能、複写機能、ＦＡ
Ｘ機能等を備えた複合機３が、ネットワーク１０を介してコンピュータ端末２（２ａ、２
ｂ、・・・）に接続されている。
【００２０】
　図１（ａ）及び図２に示すように、複合機３には、スキャナ３２０と、電子写真方式を
採用した画像出力部としてのプリンタエンジン３３０と、操作部３１０などが組み込まれ
ている。
【００２１】
　スキャナ３２０は、原稿自動送り装置と、原稿を照明する光源と、ＣＣＤ等の撮像素子
と、原稿からの反射光を撮像素子に導くミラーやレンズを備えた集光光学系と、これらを
制御するスキャナ制御部３２を備え、スキャナ制御部３２により、原稿自動送り装置にセ
ットされた原稿が給紙され、原稿画像が撮像素子で光電変換され、画像データとして読み
取られる。
【００２２】
　プリンタエンジン３３０は、感光体と帯電装置と露光装置と現像装置などを備えた感光
体ユニットと、給紙搬送部と、定着部等と、これらを制御するエンジン制御部３３を備え
、エンジン制御部３３により、感光体にトナー像が形成され、給紙紙搬送部から搬送され
た記録紙にトナー像が転写され、定着部で当該トナー像が記録紙に定着された後に排出さ
れる。
【００２３】
　図１（ａ）及び図３に示すように、操作部３１０は、タッチパネル式の液晶表示部３１
１と、複合機３の動作状態を表示する状態表示ＬＥＤ３１２と、複数のハードウェアキー
３１３などが配置された操作パネルと、これらを制御する操作制御部３１を備えている。
【００２４】
　ハードウェアキー３１３として、プリント枚数などを設定する数値キー３１４、プリン
ト処理やＦＡＸ送信処理を開始するスタートキー３１５、複合機３の動作モードを、コピ
ーモードに切り替えるコピーキーと、ＦＡＸ送信モードに切り替える送信キーと、文書ボ
ックスモードに切り替える文書ボックスキー３１６等が設けられている。
【００２５】
　文書ボックスモードとは、スキャナ３２０で読み取られた画像データでなる画像ファイ
ルを後述するファイル格納部に格納し、または、ファイル格納部に格納しているファイル
をプリントするなどの動作モードである。
【００２６】
　複合機３には、さらに、コンピュータ端末２と通信するネットワーク制御部３４と、回
線制御ユニット（ＮＣＵ）３７０を介してＦＡＸデータの送受信制御を行なうＦＡＸ制御
部３７と、大容量ハードディスク（以下、「ＨＤ」と記載する。）３５０を管理するハー
ドディスク制御部（以下、「ＨＤ制御部」と記載する。）３５などを備えている。
【００２７】
　操作制御部３１、スキャナ制御部３２、エンジン制御部３３、ネットワーク制御部３４
、ＦＡＸ制御部３７、ＨＤ制御部３５などの複数の制御部は、シリアル通信バス３６を介
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して複合機３を統括制御するシステム制御部３０に接続されている。尚、シリアル通信バ
ス３６は、制御データを送受信する制御バスと、画像データを送受信する画像バスで構成
されている。
【００２８】
　各制御部にはＲＯＭやＲＡＭなどを内蔵するマイクロコンピュータと周辺回路が設けら
れ、各マイクロコンピュータはＲＯＭに記憶された制御プログラムに基づいて所定の制御
を実行する。
【００２９】
　システム制御部３０は、スキャナ３２０で読み取られた画像データ、ネットワーク制御
部３４を介してコンピュータ端末２から入力されたＰＤＬファイル、またはＦＡＸ制御部
３７を介して受信されたファクシミリデータに必要な画像処理を施して、対応する処理ブ
ロックに出力する。
【００３０】
　システム制御部３０は、例えば、スキャナ３２０で読み取られた画像データに対して拡
縮処理し、カラー補正して画像ファイルを生成し、さらには、ＲＧＢデータをＣＭＹＫデ
ータにカラー変換してプリントデータを生成する。また、コンピュータ端末２から入力さ
れたＰＤＬファイルをラスターデータに変換してプリントデータを生成する。
【００３１】
　システム制御部３０は、画像処理後のデータを、例えば、プリントする場合にはプリン
タエンジン３３０に出力し、ＦＡＸ送信する場合にはＦＡＸ制御部３７に出力し、記憶す
る場合にはＨＤ制御部３５に出力する。
【００３２】
　ＨＤ制御部３５によって管理されるＨＤ３５０には、画像出力部で出力可能なファイル
が格納されるファイル格納部３５１を備えている。ファイル格納部３５１は、所謂「文書
ボックス」と呼称され、特定のユーザが認証によりアクセス可能な複数のプライベート領
域（以下、「ユーザボックス」と記載する。）と、不特定のユーザがアクセス可能なパブ
リック領域に区画されている。
【００３３】
　ファイル格納部３５１に格納されるファイルのファイル名、ファイル種別、容量、記憶
アドレスなどのファイル管理データがＨＤ制御部３５によって管理され、ＨＤ制御部３５
とシステム制御部３０との間でファイルが入出力される。
【００３４】
　図１（ｂ）に示すように、システム制御部３０には、認証部３０ｃと、ファイル管理部
３０ａを備えている。複合機３に電源が投入されると、ファイル管理部３０ａは、ＨＤ制
御部３５にファイル管理データを要求して、送信されたファイル管理データに基づいてフ
ァイル管理テーブルを生成し、システム制御部３０に備えたＲＡＭ３０ｄに記憶する。認
証部３０ｃは、ＨＤ３５０に格納されている認証情報を読み出して、ＲＡＭ３０ｄに記憶
する。
【００３５】
　認証部３０ｃは、操作者が複合機３を使用する際に、操作者にログインユーザ名とログ
インパスワードでなる認証情報を入力するように要求し、入力された認証情報とＲＡＭ３
０ｄに記憶された認証情報を照合し、両情報が一致する場合に当該複合機３の操作を許可
する。
【００３６】
　ファイル管理テーブルは、ＨＤ制御部３５で管理されるファイル管理データに基づいて
生成され、パブリック領域及び複数の個別領域に区画されたプライベート領域の夫々に付
されたボックス名称と、各ボックス名称で特定される領域に格納されているファイル名を
含む。
【００３７】
　当該複合機３では、プライベート領域、即ちユーザボックスの個々のボックス名称と、
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個々の認証情報がリンクされ、認証部３０ｃで認証された操作者は、同時に対応するユー
ザボックスに対するアクセス権が認められるように構成されている。つまり、複合機３へ
のログインプロセスと、ユーザボックスへのログインプロセスが共用されている。
【００３８】
　認証されたユーザは、対応するユーザボックスに格納されたファイルのプリント出力、
書き込み、消去が自由に行なえ、他のユーザボックス及びパブリック領域に任意のファイ
ルが書き込めるようになる。即ち、認証により対応するユーザボックスにリードアクセス
可能となる。尚、複合機３へのログインプロセスと、ユーザボックスへのログインプロセ
スが別プロセスで行なわれるように構成してもよい。
【００３９】
　ファイル管理部３０ａは、その後、ＨＤ制御部３５との間で遣り取りされるファイルの
履歴をファイル管理テーブル上で管理し、第三者によって特定のユーザボックスに新たに
書き込まれたファイルの有無を把握する。
【００４０】
　ファイル管理部３０ａによる管理下で、スキャナ３２０で読み取った画像ファイルやコ
ンピュータ端末２から入力されたＰＤＦファイル、さらにはＦＡＸ制御部３７で受信され
た親展ファイルなどがファイル格納部３５１に格納される。
【００４１】
　上述したユーザボックスはメールボックスとして機能し、任意のユーザが他のユーザに
回覧したい情報ファイルを当該他のユーザのユーザボックスに随時書き込めるように構成
され、自分のユーザボックスに格納したファイルを当該他のユーザのユーザボックスに移
動操作することも可能に構成されている。
【００４２】
　任意のユーザボックスにファイルを格納し、または、自身のユーザボックスから第三者
のユーザボックスにファイルを移動するとき、操作パネルに設けられた文書ボックスキー
３１６が操作される。
【００４３】
　スキャナ３２０で読み取られた画像ファイルがユーザボックスに格納される場合のファ
イル管理部３０ａの動作を説明する。
【００４４】
　ファイル管理部３０ａは、文書ボックスキー３１６が押圧操作（以下、単に「操作」と
記す。）されると、複合機３を文書ボックスモードに切り替えて、図４（ａ）に示す操作
画面（以下、「ボックス操作画面」と記載する。）を表示する。
【００４５】
　ボックス操作画面には、各ユーザボックスの名前や所有者などを表示するユーザボック
スリストと、選択されたユーザボックスにファイルを格納する際に操作する「文書保存キ
ー」等が配置されている。
【００４６】
　ボックス操作画面に表示したユーザボックスリストからファイル格納先のユーザボック
スが操作者により選択操作されると、対応するユーザボックスの名前を含む行を反転表示
する。
【００４７】
　操作者により「文書保存キー」が操作されると、図４（ｂ）に示すように、スキャナ３
２０で原稿画像を読み取る際の読取条件毎に対応するキーが複数配置された読取条件設定
画面を表示する。
【００４８】
　操作者により読取条件が設定され、プリントキー３１５が操作されると、設定された読
取条件に基づいてスキャナ３２０が起動し、読み取られた画像データを選択されたユーザ
ボックスに画像ファイルとして格納する。
【００４９】



(7) JP 2009-239743 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

　ユーザボックスに格納されているファイルが第三者のユーザボックスに移動される場合
のファイル管理部３０ａの動作を説明する。
【００５０】
　操作者により、ユーザボックスリストから自身のユーザボックスが選択操作され、「開
くキー」が操作されると、図５（ａ）に示すように、ファイル管理部３０ａは、当該ユー
ザボックスに格納されているファイルの一覧リストを表示する一覧表示第一画面を表示す
る。
【００５１】
　尚、操作者以外のユーザボックスが選択されている状態で「開くキー」が操作されると
、リードアクセスが許可されていない為、一覧表示第一画面を表示できない旨のメッセー
ジを表示する。
【００５２】
　一覧リストに表示されているファイルの行が選択されると、ファイル管理部３０ａは、
当該ファイルの行の選択欄のチェックボックスをチェックし、再度操作されるとチェック
を外す。
【００５３】
　選択欄のチェックボックスがチェックされた状態で「移動キー」が操作されると、図５
（ｂ）に示すように、ファイル管理部３０ａは、ファイルの移動先となるユーザボックス
の行を選択する移動先選択画面を表示する。移動先選択画面で移動先となるユーザボック
スの行が選択されると当該ユーザボックスの行を反転表示する。
【００５４】
　操作者により「移動キー」が操作されると、ファイル管理部３０ａは、選択されたファ
イルを当該ユーザボックスに移動する。
【００５５】
　コンピュータ端末２からファイル格納部３５１にファイルが格納される場合を説明する
。
【００５６】
　当該複合機３にネットワーク接続されたコンピュータ端末２は、ＣＰＵやメモリやハー
ドディスクなどを備えた本体２０と、モニタ２１等の表示装置と、キーボード２２やポイ
ンティングデバイスであるマウス２３等の入力装置を備えている。
【００５７】
　ハードディスクには、オペレーティングシステム（Operating System：以下、「ＯＳ」
と略記する。）と、ＯＳによる管理の下で動作するアプリケーションと、当該アプリケー
ションで作成した文書ファイルに基づいて印字データを生成して、複合機３に出力するプ
リンタドライバ２４と、複合機３に組み込まれたファイル格納部３５１をモニタするアプ
リケーションであるボックスモニタ２５等が格納されている。
【００５８】
　また、ハードディスクには、コンピュータ端末２の使用を許諾されている操作者毎に割
り当てられているログインユーザ名とログインパスワードでなる認証情報が格納されてい
る。
【００５９】
　コンピュータ端末２で認証された操作者が、アプリケーションで生成したファイルを、
上述の複合機３でプリント出力し、或は、ユーザボックスに格納する場合、アプリケーシ
ョンから起動されるプリンタドライバ２４を介して、当該ファイルがＰＤＬファイルに変
換されて出力される。
【００６０】
　ファイル管理部３０ａは、コンピュータ端末２から入力されたＰＤＬファイルに含まれ
る格納先のユーザボックスを示す制御情報に基づいて、当該ファイルを格納する。
【００６１】
　具体的に、ＰＤＬファイルを任意のユーザボックスに格納しようとするとき、コンピュ
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ータ端末２の操作者は、プリント条件を設定する際に表示するプリント条件の設定画面で
、図６に示すように、「文書保存設定チェックボックス」をチェックし、当該チェックに
よりアクティブになる「ユーザボックスの名前枠」にＰＤＬファイルを格納したいユーザ
ボックスの名前を入力する。
【００６２】
　プリンタドライバ２４は、「文書保存設定チェックボックス」がチェックされていると
き、入力されたユーザボックスの名前をプリント条件に含めてＰＤＬファイルを生成する
。
【００６３】
　ファイル管理部３０ａは、ＰＤＬファイルに含まれているプリント条件を参照して、入
力されたユーザボックスの名前に対応するユーザボックスにＰＤＬファイルを格納する。
尚、「ユーザボックスの名前枠」はプルダウンメニュー方式で複数選択可能に構成されて
もよい。
【００６４】
　このようにして、第三者から回覧等の目的で任意のファイルが各ユーザボックスに格納
される。
【００６５】
　ファイル管理部３０ａは、ファイル管理テーブルに基づいて、ユーザボックスに第三者
によってファイルが格納されたことを検出すると、所定のタイミングで当該ユーザボック
スとリンクされたネットワーク上の特定端末、即ち、当該ユーザボックスに対応するユー
ザが使用するコンピュータ端末２にファイル格納通知を出力する。ファイル格納通知は当
該ユーザボックスに第三者によってファイルが格納された旨を通知するデータで構成され
ている。
【００６６】
　ファイル管理部３０ａによるファイル格納通知の出力は、ユーザボックスに第三者によ
ってファイルが格納された時点で行われるものであってもよく、ファイル管理部３０ａが
各ユーザボックスに格納されているファイルを所定周期で定期的に確認し、新たなファイ
ルが格納されたことを認識した時点で行われるものであってもよい。
【００６７】
　ファイル管理部３０ａは、ユーザボックスにファイルを格納する際、ファイル管理テー
ブルの対応するファイル名にフラグをセットし、定期的な確認の度に、当該フラグのセッ
ト／リセットをチェックするように構成されている。この場合、ファイル格納通知の出力
後、ファイル管理部３０ａにより当該フラグはリセットされる。
【００６８】
　ファイル格納通知により、自身のユーザボックスに第三者によりファイルが格納された
ことを知得した特定端末の操作者は、当該ファイルの内容を把握するため、当該ファイル
の送信を要求するコマンドを出力してファイル要求することができる。
【００６９】
　ファイル管理部３０ａは、特定端末からのファイル要求に応答して、対応するファイル
を特定端末で認識可能なファイル形式に変換して送信する。即ち、図１（ｂ）に示すよう
に、ファイル管理部３０ａに、特定端末からのファイル要求に応答して、対応するファイ
ルを特定端末で認識可能なファイル形式に変換して送信するファイル出力部３０ｂを備え
ている。
【００７０】
　具体的に、ファイル管理部３０ａは、第三者によりファイルがユーザボックスに格納さ
れると、ＲＡＭ３０ｄの認証情報に付加されているコンピュータ端末２のログインユーザ
名を参照して、当該ユーザボックスに対応するコンピュータ端末２を認識する。
【００７１】
　ファイル管理部３０ａは、認識した当該ログインユーザ名で使用されているコンピュー
タ端末２に対して、第三者により格納された当該ファイルのファイル名を含めてファイル
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格納通知を出力する。
【００７２】
　当該コンピュータ端末２のボックスモニタ２５は、当該ファイル格納通知が入力される
と起動し、図７（ａ）に示すように、ユーザボックスにファイルが格納されたことを通知
する格納通知画面を表示する。
【００７３】
　尚、図７（ａ）に示す格納通知画面では、ファイルが格納された旨とともに、格納され
たファイルのファイル名「ＦｉｌｅＡ」が表示されているが、ファイルを格納した第三者
に関する情報（例えば、複合機３に対するログインユーザ名など）がファイル格納通知に
含まれていれば、格納通知画面に当該第三者に関する情報を表示するものであってもよい
。
【００７４】
　ボックスモニタ２５は、格納通知画面で「ボックス内ファイル表示キー」がクリック（
以下、単に「操作」と記す。）されると、当該ユーザボックスに格納されている全ファイ
ルのファイル名を要求する一覧要求コマンドを出力する。
【００７５】
　ファイル管理部３０ａは、一覧要求コマンドが入力されると、当該ユーザボックスに格
納されている全ファイルのファイル名を当該コンピュータ端末２に出力する。
【００７６】
　ボックスモニタ２５は、全ファイルのファイル名が入力されると、図７（ｂ）に示すよ
うに、当該ユーザボックスに格納されている全ファイルのファイル名を夫々アイコンに付
して表示する一覧表示第二画面を表示する。
【００７７】
　ボックスモニタ２５は、一覧表示第二画面に表示されたアイコンがダブルクリックされ
、または、当該アイコンが選択された状態で「画像表示キー」が操作されると、当該アイ
コンに付与されたファイル名のファイルを要求する画像要求コマンドを出力する。
【００７８】
　ファイル管理部３０ａは、画像要求コマンドが入力されるとファイル出力部３０ｂを起
動する。ファイル出力部３０ｂは、当該画像要求コマンドに基づいて対応するファイルを
当該コンピュータ端末２で認識可能なファイル形式に変換し、変換後のファイルを送信す
る。
【００７９】
　例えば、ファイル出力部３０ｂは、ファイル管理部３５１に格納されたＰＤＬファイル
をＴＩＦＦ形式やＪＰＥＧ形式やビットマップ形式等の画像ファイルに変換し、当該画像
ファイル、または、当該コンピュータ端末２で解凍可能なファイル形式に圧縮したファイ
ルを送信する。
【００８０】
　ここで、コンピュータ端末２からのファイル要求や複合機３からの画像ファイルの送信
は、例えば、コンピュータ端末２に備えられている画像入力デバイス用のＡＰＩ（Applic
ation Program Interface）及びプロトコルであるＴＷＡＩＮまたはＷＩＡ（Windows Ima
ge Acquisition）により好適に実行することができる。
【００８１】
　コンピュータ端末２では、入力された画像ファイルを認識し、対応するアプリケーショ
ンで当該画像ファイルの内容を表示することができる。
【００８２】
　コンピュータ端末２の操作者は、自身のユーザボックスに格納されたＰＤＬファイルを
出力するか否かについて、当該画像ファイルの内容を確認して判断することができる。
【００８３】
　その結果、操作者はプリントが必要と判断したファイルを複合機３で出力するようにプ
リンタドライバ２４を起動して所定の操作を行い、不要と判断したファイルをユーザボッ
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クスから削除する。
【００８４】
　以下に、ユーザボックスに第三者により格納されたファイルの画像を表示する際のコン
ピュータ端末２及び複合機３の動作について、図８に示すフローチャートを用いて詳述す
る。
【００８５】
　第三者によりユーザボックスにファイルが格納されると、ファイル管理部３０ａは特定
端末となるコンピュータ端末２にファイル格納通知を出力する（ＳＢ１、ＳＢ２）。
【００８６】
　ファイル格納通知が入力されると、特定端末のボックスモニタ２５が起動する（ＳＡ１
）。ボックスモニタ２５は、格納通知画面を表示し、格納通知画面の「ボックス内ファイ
ル表示キー」が操作されると一覧要求コマンドを出力する（ＳＡ２～ＳＡ４）。
【００８７】
　一覧要求コマンドが入力されると、ファイル管理部３０ａは対応するユーザボックスに
格納されている全ファイルのファイル名を出力する（ＳＢ３）。全ファイルのファイル名
が入力されると、ボックスモニタ２５は一覧表示第二画面を表示する（ＳＡ５）。
【００８８】
　一覧表示第二画面の「画像表示キー」が操作されると、ボックスモニタ２５は、複合機
３に画像要求コマンドを出力する（ＳＡ６、ＳＡ７）。画像要求コマンドが入力されると
、ファイル出力部３０ｂは対応するファイルがＰＤＬファイルであればファイル形式を変
換した画像ファイルを送信し、画像ファイルであればそのままの形式で送信する（ＳＢ４
、ＳＢ５）。特定端末では受信した画像ファイルが表示される（ＳＡ８）。
【００８９】
　複合機３からユーザボックスに格納されたファイルの内容を確認したユーザはプリンタ
ドライバ２４を起動して、プリントが必要なファイルに対して印字開始操作を行ない、不
要なファイルに対して削除操作を行なう。
【００９０】
　当該ボックスモニタ２５には、このようなユーザの操作に対応した機能ブロックが構築
されている。
【００９１】
　図９（ａ）に示すように、ボックスモニタ２５は、画像ファイルを表示要求する表示要
求部２５０と、複合機３にプリント要求を出力するプリント要求部２５１と、複合機３に
ファイル削除要求を出力する削除要求部２５２を備えている。
【００９２】
　ボックスモニタ２５は、ファイル出力部３０ｂから出力されてコンピュータ端末２のメ
モリ等に記憶されている画像ファイルのアイコンを表示する格納ファイル確認画面を表示
する。
【００９３】
　図９（ｂ）に示すように、格納ファイル確認画面には、「画像表示キー」と「プリント
キー」と「削除キー」と「閉じるキー」が配置されている。また、アイコンには、ファイ
ル出力部３０ｂによって当該アイコンに対応する画像ファイルに変換されたファイル（以
下、「元ファイル」と記載する。）の名前が付与されている。
【００９４】
　ボックスモニタ２５は、格納ファイル確認画面でファイルが選択され、「画像表示キー
」が操作されると表示要求部２５０を起動する。表示要求部２５０は、ＯＳに対して、選
択された画像ファイルの内容の表示を要求する。画像ファイルの内容は、ＯＳにより起動
された当該画像ファイルに対応するアプリケーションで表示される。
【００９５】
　ボックスモニタ２５は、格納ファイル確認画面でファイルが選択され、「プリントキー
」が操作されると、プリント要求部２５１を起動する。プリント要求部２５１は、元ファ
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イルのプリントを要求するプリント要求コマンドを複合機３に出力する。プリント要求コ
マンドには、元ファイルの名前が含まれている。
【００９６】
　ボックスモニタ２５は、格納ファイル確認画面でファイルが選択され、「削除キー」が
操作されると、削除要求部２５２を起動する。削除要求部２５２は、ユーザボックスから
の元ファイルの削除を要求する削除要求コマンドを出力する。削除要求コマンドには、元
ファイルの名前が含まれている。
【００９７】
　ボックスモニタ２５は、格納ファイル確認画面で「閉じるキー」が操作されると、当該
格納ファイル確認画面を閉じる。
【００９８】
　図１（ｂ）に示すように、ファイル管理部３０ａは、特定端末からのプリント要求に応
答してファイル格納部３５１に格納されているファイルをプリントするプリント処理部３
０ｅと、特定端末からのファイル削除要求に応答して対応するファイルを削除するファイ
ル削除部３０ｆを備えている。
【００９９】
　プリント処理部３０ｅは、プリント要求コマンドに含まれているファイルの名前に基づ
いて、ファイル管理テーブルを参照して対応するユーザボックスを認識し、当該ユーザボ
ックスに格納されている元ファイルをプリントデータに変換し、当該プリントデータをプ
リンタエンジン３３０に出力してプリントする。
【０１００】
　このようにして、プリント要求に応答してプリント処理部３０ｅにより元ファイルがプ
リントされる為、ファイル出力部３０ｂにより送信されたファイルの任意のファイルを、
画質劣化を生じさせることなく特定端末からプリント処理することができる。
【０１０１】
　ファイル削除部３０ｆは、削除要求コマンドに含まれている元ファイルの名前に基づい
て、ファイル管理テーブルを参照して対応するユーザボックスを認識し、当該ユーザボッ
クスから元ファイルを削除する。
【０１０２】
　従って、複合機３まで足を運んで操作部３１０を操作するという煩雑な作業をしなくて
も、ファイル出力部３０ｂにより送信されたファイルのうち不要なファイルの元ファイル
を、対応するユーザボックスから削除することができる。
【０１０３】
　以下に、別実施形態について説明する。
【０１０４】
　上述の実施形態では、送信を希望するファイルを一覧表示第二画面で選択するものとし
たが、一覧表示第二画面を表示することなく、格納通知画面で選択することができるもの
であってもよい。
【０１０５】
　例えば、第三者によりユーザボックスに格納されたファイルを要求するキーを格納通知
画面に備え、当該キーがクリックされると、ファイル出力部３０ｂにより当該ファイルが
送信されるものであってもよい。
【０１０６】
　上述の実施形態では、ボックスモニタ２５は、ファイル格納通知が入力されたときに表
示する格納通知画面で「ボックス内ファイル表示キー」がクリックされると、一覧表示第
二画面を表示するものとしたが、任意のタイミングでコンピュータ端末２の操作者が一覧
表示第二画面を表示することができるものであってもよい。
【０１０７】
　例えば、プリント条件の設定画面に、「ボックス内ファイル表示キー」に対応するキー
を配置し、コンピュータ端末２の操作者が当該キーを任意のタイミングでクリックして、
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一覧表示第二画面を表示することができるものであってもよい。
【０１０８】
　上述の実施形態では、一覧表示第二画面には、ユーザボックスに格納されている全ファ
イルがアイコンとして表示されているものとしたが、図１０に示すように、リスト形式で
表示されるものであってもよい。
【０１０９】
　尚、上述した実施形態は何れも本発明の一実施例に過ぎず、当該記載により本発明の範
囲が限定されるものではなく、各部の具体的構成は本発明による作用効果を奏する範囲に
おいて適宜変更設計することができることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】（ａ）は複合機のブロック構成図、（ｂ）はシステム制御部の説明図
【図２】画像形成システムの説明図
【図３】操作部の外観図
【図４】（ａ）はボックス操作画面の説明図、（ｂ）は読取条件設定画面の説明図
【図５】（ａ）は一覧表示第一画面の説明図、（ｂ）は移動先選択画面の説明図
【図６】プリント条件の設定画面の説明図
【図７】（ａ）は格納通知画面の説明図、（ｂ）は一覧表示第二画面の説明図
【図８】コンピュータ端末による画像ファイルの表示動作を説明するフローチャート
【図９】（ａ）はボックスモニタの説明図、（ｂ）は格納ファイル確認画面の説明図
【図１０】別実施形態での一覧表示第二画面の説明図
【符号の説明】
【０１１１】
２（２ａ、２ｂ）：特定端末（コンピュータ端末）
３：複合機
２４（２４ａ、２４ｂ）：プリンタドライバ
２５（２５ａ、２５ｂ）ボックスモニタ：
３０：システム制御部
３０ａ：ファイル管理部
３０ｂ：ファイル出力部
３０ｃ：認証部
３０ｄ：ＲＡＭ
３０ｅ：プリント処理部
３０ｆ：ファイル削除部
３１：操作制御部
３２：スキャナ制御部
３３：エンジン制御部
３４：ネットワーク制御部
３５：ＨＤ制御部
３７：ＦＡＸ制御部
３１０：操作部
３２０：スキャナ
３３０：画像出力部（プリンタエンジン）
３５０：ＨＤ
３５１：ファイル格納部
３７０：ＮＣＵ
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