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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データファイルを印刷する印刷装置であって、
　外部装置からデータファイルを取得するファイル取得手段と、
　前記取得されたデータファイルを印刷する印刷手段と、
　料金の支払いを受け付ける支払受付手段と、
　前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記データファイルの取
得が開始され、前記取得されたデータファイルを印刷するための料金以上の支払いが受け
付けられた場合に、前記取得されたデータファイルが印刷されるように制御する制御手段
と
　を有する印刷装置。
【請求項２】
　データファイルを印刷する印刷装置であって、
　前記取得されたデータファイルを印刷するための料金を表示する表示手段と、
　料金の支払いを受け付ける支払受付手段と、
　外部装置からデータファイルを取得するファイル取得手段と、
　前記取得されたデータファイルを印刷する印刷手段と、
　前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記データファイルの取
得が開始され、前記表示された料金以上の支払いが受け付けられた場合に、前記取得され
たデータファイルが印刷されるように制御する制御手段と
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　を有する印刷装置。
【請求項３】
　前記データファイルを印刷するための料金を示す料金情報を、前記外部装置から取得す
る料金情報取得手段
　をさらに有し、
　前記制御手段は、前記取得された料金情報に示された料金以上の支払いが受け付けられ
た場合に、前記取得されたデータファイルが印刷されるように制御する
　請求項１または２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　データファイルの少なくとも一部を表示する表示手段
　をさらに有し、
　前記制御手段は、前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記取
得されたデータファイルの少なくとも一部が表示されるように制御する
　請求項１に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記データファイルの少なくとも一部として、前記データファイルの
サムネイル画像を表示する
　請求項４に記載の印刷装置。
【請求項６】
　コンピュータを含む印刷装置において、
　料金の支払いを受け付けるステップと、
　外部装置からデータファイルを取得するステップと、
　前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記データファイルの取
得が開始され、前記取得されたデータファイルを印刷するための料金以上の支払いが受け
付けられた場合に、前記取得されたデータファイルが印刷されるように制御するステップ
と、
　前記制御に応じて、前記取得されたデータファイルを印刷するステップと
　を前記印刷装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項７】
　コンピュータを含む印刷装置において、
　料金の支払いを受け付けるステップと、
　外部装置からデータファイルを取得するステップと、
　前記取得されたデータファイルを印刷するための料金を表示する表示手段と、
　前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記データファイルの取
得が開始され、前記表示された料金以上の支払いが受け付けられた場合に、前記取得され
たデータファイルが印刷されるように制御するステップと、
　前記制御に応じて、前記取得されたデータファイルを印刷するステップと
　を前記印刷装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、料金の支払いに応じてデータファイルを印刷する印刷装置およびその方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
ユーザから送信された画像ファイルを、インターネットなどを介して受信し、受信した画
像ファイルを印刷するサービスが実用化されている。
また、「特開２０００－２６８０９５号公報」は、課金手段が表示手段に表示された料金
を受領したことを確認したとき、データをダウンロードして印刷出力するインターネット
画像サービスシステムを開示する。
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【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した背景からなされたものであり、外部装置からデータファイルを取得し
、取得されたデータファイルを印刷するための料金を受け付けたときに、このデータファ
イルを印刷する印刷装置およびその方法を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
［印刷装置］
上記目的を達成するために、本発明にかかる印刷装置は、データファイルを印刷する印刷
装置であって、外部装置からデータファイルを取得するファイル取得手段と、前記取得さ
れたデータファイルを印刷する印刷手段と、料金の支払いを受け付ける支払受付手段と、
前記取得されたデータファイルを印刷するための料金以上の支払いが受け付けられた場合
に、前記取得されたデータファイルが印刷されるように制御する制御手段とを有する。
【０００５】
また、本発明にかかる印刷装置は、データファイルを印刷する印刷装置であって、前記取
得されたデータファイルを印刷するための料金を表示する表示手段と、料金の支払いを受
け付ける支払受付手段と、外部装置からデータファイルを取得するファイル取得手段と、
前記取得されたデータファイルを印刷する印刷手段と、前記表示された料金以上の支払い
が受け付けられた場合に、前記取得されたデータファイルが印刷されるように制御する制
御手段とを有する。
【０００６】
好適には、前記データファイルを印刷するための料金を示す料金情報を、前記外部装置か
ら取得する料金情報取得手段をさらに有し、前記制御手段は、前記取得された料金情報に
示された料金以上の支払いが受け付けられた場合に、前記取得されたデータファイルが印
刷されるように制御する。
【０００７】
好適には、前記制御手段は、前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に
、前記データファイルの取得が開始されるように制御する。
【０００８】
好適には、データファイルの少なくとも一部を表示する表示手段をさらに有し、前記制御
手段は、前記料金の少なくとも一部の支払いが受け付けられた場合に、前記取得されたデ
ータファイルの少なくとも一部が表示されるように制御する。
【０００９】
好適には、前記表示手段は、前記データファイルの少なくとも一部として、前記データフ
ァイルのサムネイル画像を表示する。
【００１０】
［印刷方法］
また、本発明にかかる印刷方法は、データファイルを印刷する印刷方法であって、料金の
支払いを受け付け、外部装置からデータファイルを取得し、前記取得されたデータファイ
ルを印刷するための料金以上の支払いが受け付けられた場合に、前記取得されたデータフ
ァイルが印刷されるように制御し、前記制御に応じて、前記取得されたデータファイルを
印刷する。
【００１１】
［プログラム］
また、本発明にかかるプログラムは、コンピュータを含む印刷装置において、料金の支払
いを受け付けるステップと、外部装置からデータファイルを取得するステップと、前記取
得されたデータファイルを印刷するための料金以上の支払いが受け付けられた場合に、前
記取得されたデータファイルが印刷されるように制御するステップと、前記制御に応じて
、前記取得されたデータファイルを印刷するステップとを前記印刷装置のコンピュータに
実行させる。
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【００１２】
【発明の実施の形態】
［背景］
本発明の理解を助けるために、まず、本発明がなされるに至った背景を説明する。
コンビニエンスストアなどの店舗には、カラー複写機が設置されており、一般のユーザは
、カラー複写機の支払受付ユニットに金銭を投入することにより、このカラー複写機を利
用することができる。
ユーザは、このようなカラー複写機を利用して、データファイルをいろいろな場所で印刷
することができる。
例えば、ユーザは、インターネット網などに接続されたファイルサーバに、データファイ
ルをアップロードし登録しておく。
そして、ユーザは、データファイルを印刷したいときに、ファイルサーバからデータファ
イルをカラー複写機にダウンロードして印刷させる。
【００１３】
このようなカラー複写機の利用に関する料金の徴収方法としては、印刷された用紙１枚ご
とに料金を徴収する形態と、データファイルごとに料金を徴収する形態とが考えられる。
用紙１枚ごとに料金を徴収する場合、ユーザは、１つのデータファイルに複数のコンテン
ツを入れてアップロードし、このデータファイルの中から必要な部分のみを印刷すること
が可能となる。
そのため、アップロードされるデータファイルのデータサイズが大きくなり、ファイルサ
ーバの記録領域を浪費し、ネットワークトラフィックがいたずらに増大するおそれがある
。
そこで、本発明にかかる印刷方法は、データファイルごとに料金を徴収することにより、
データファイルのデータサイズを必要最小限にとどめることができる。
【００１４】
また、料金を徴収するタイミングとしては、データファイルのダウンロード開始前、また
は、ダウンロードを開始してから印刷を開始するまでの間などが考えられる。
【００１５】
データファイルのダウンロード開始前に料金を徴収する場合、データファイルのダウンロ
ードに時間がかかり、ユーザは、料金の支払いから印刷完了まで長く待たされることとな
る。
さらに、この場合、ユーザは、料金を支払う前にデータファイルの内容を確認することが
できない。
【００１６】
そこで、本発明にかかる印刷方法は、以上のような背景から、データファイルのダウンロ
ード後に印刷料金が支払われたことを条件として、データファイルの印刷を開始する。
つまり、本発明にかかる印刷方法によれば、ユーザが印刷枚数などを指定し、データファ
イルのプレビューを確認している間に、データファイルのダウンロードを行うことができ
る。
さらに、ユーザは、データファイルのプレビューを確認した後に、料金を投入することが
できる。
【００１７】
［実施例］
次に、本発明にかかるデータファイル受付方法が適応される印刷システム１の構成および
動作を、具体例を挙げて説明する。
図１は、印刷システム１全体の構成を示す図である。
図１に示すように、印刷システム１は、データファイルの登録を要求するユーザ端末１０
、データファイルを登録するファイルサーバ３０（外部装置）、登録されたデータファイ
ルを印刷するプリンタ装置５０（印刷装置）、および、これらを互いに接続させるインタ
ーネット網２から構成される。
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【００１８】
ユーザ端末１０は、例えば、ユーザの自宅に設置されたコンピュータ端末であり、データ
ファイルの登録画面などを表示する端末モニタ１２を有する。
また、例えばプリンタ装置５０は、コンビニエンスストアなどに設置され、印刷処理を行
うプリンタユニット５２、タッチパネルなどを介してユーザ操作を受け付けるユーザイン
タフェース装置（ＵＩ装置）５４、および、データファイルの印刷料金の支払いを受け付
ける支払受付ユニット５６を有する。
【００１９】
［印刷システムの概要］
次に、図１を参照して印刷システム１の動作の概要を説明する。
ユーザは、プリンタ装置５０で所定のデータファイル（画像ファイルおよびテキストファ
イルなど）を印刷したい場合、ユーザ端末１０を用いて、データファイルをファイルサー
バ３０に対して送信し、データファイルの登録を要求する。ファイルサーバ３０は、デー
タファイルを受信すると、データファイルを識別するためのパスコードを生成し、生成さ
れたパスコードに対応付けて、受信したデータファイルを登録する。
【００２０】
ここで、パスコードとは、データファイルを一意に特定するための識別情報であり、例え
ば、データファイルごとに生成されるユニークな文字列（アルファベットおよび数字など
の列）である。
ファイルサーバ３０は、生成されたパスコードを端末モニタ１２に表示させて、ユーザに
パスコードを通知する。
【００２１】
ユーザは、登録したデータファイルを印刷したい場合、端末モニタ１２に表示されたパス
コードを覚えるなどしてプリンタ装置５０が設置された場所まで行き、このパスコードを
プリンタ装置５０のＵＩ装置５４に入力する。
プリンタ装置５０は、入力されたパスコードに対応するデータファイルをファイルサーバ
３０からダウンロードし、印刷料金の支払いを条件に、ダウンロードしたデータファイル
を印刷する。
【００２２】
［各構成の詳細］
以下、印刷システム１の各構成をより詳細に説明する。
まず、データファイル登録時に動作するユーザ端末１０およびファイルサーバ３０の構成
を、具体例を挙げて説明する。
【００２３】
［ユーザ端末・ファイルサーバ］
図２は、図１に示したユーザ端末１０（ファイルサーバ３０）のハードウェア構成を例示
する図である。
図２に示すように、ユーザ端末１０は、ＬＣＤ表示装置あるいはＣＲＴ表示装置を含む端
末モニタ１２、インターネット網２と接続してデータ通信を行う通信装置１４、ＣＰＵ１
６２およびメモリ１６４などを含む処理装置１６、および、ＨＤＤ・ＣＤ装置などの記録
装置１８などから構成される。
ファイルサーバ３０は、ユーザ端末１０と同様に、端末モニタ３２、通信装置３４、処理
装置３６および記録装置３８などから構成される。
【００２４】
ユーザ端末１０は、ＨＴＭＬなどを閲覧することができるブラウザ機能を有し、ファイル
サーバ３０からの指示に応じて、登録画面などを端末モニタ１２に表示する。
【００２５】
［データファイル受付プログラム４００］
図３は、ファイルサーバ３０により実行されるデータファイル受付プログラム４００の構
成を示す図である。
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図３に示すように、データファイル受付プログラム４００は、通信部４１０、算出部４２
０、登録部４３０、表示データ提供部４４０、データベース部４５０、ファイル送信部４
６０および料金通知部４７０から構成される。
算出部４２０、登録部４３０および表示データ提供部４４０は、データファイルを登録す
る登録モジュールとして主に機能し、ファイル送信部４６０および料金通知部４７０は、
データファイルをプリンタ装置５０（図１）に送信するファイル送信モジュールとして主
に機能する。
データファイル受付プログラム４００は、例えば記録媒体３８０を介してファイルサーバ
３０に供給されて実行される。
【００２６】
データファイル受付プログラム４００において、通信部４１０は、ファイルサーバ３０の
通信装置３４（図２）を制御して、図１に示したユーザ端末１０およびプリンタ装置５０
とデータの送受信を行う。
【００２７】
算出部４２０は、通信部４１０から新規に登録するデータファイルを受け取ると、受け取
ったデータファイルが印刷された場合のページ数、印刷用紙のサイズおよび印刷形式（カ
ラー印刷または白黒印刷）に応じて、印刷の料金を算出する。
データファイルとは、印刷する画像データおよびテキストデータなどのまとまりであり、
１つのデータファイルが印刷されると２ページ以上になる場合がある。
本実施形態におけるプリンタ装置５０は、印刷するページ数に応じて印刷料金を課金する
ので、算出部４２０は、データファイルが印刷される場合のページ数に応じて、印刷料金
を算出する。
【００２８】
また、データファイル登録時に印刷形式としてカラー印刷が指定された場合には、プリン
タ装置５０で印刷されるときに、カラー印刷および白黒印刷のいずれの印刷形式でも印刷
できる。
そのため、算出部４２０は、印刷形式としてカラー印刷が指定された場合、カラー印刷さ
れる場合の印刷料金と、白黒印刷される場合の印刷料金とを算出し、算出された印刷料金
と、受け取ったデータファイルとを登録部４３０に対して出力する。
なお、印刷形式として白黒印刷が指定された場合、算出部４２０は、白黒印刷される場合
の印刷料金のみを算出する。
【００２９】
登録部４３０は、算出された料金と、上限金額とを比較し、算出された料金が上限金額以
下の場合に、パスコードを生成し、受け取ったデータファイルと、算出された料金とを、
生成されたパスコードに対応付けてデータベース部４５０に対して出力し、受け取ったデ
ータファイルが登録可能である旨を表示データ提供部４４０に対して出力する。
一方、登録部４３０は、これ以外の場合に、データファイルが登録不可能である旨を表示
データ提供部４４０に対して出力する。
なお、上限金額は、支払受付ユニット５６の投入可能金額に応じて設定される。
【００３０】
また、登録部４３０は、データファイルが登録される場合には、データファイルのサムネ
イルデータを生成し、生成されたサムネイルデータを上記パスコードに対応付けてデータ
ベース部４５０に対して出力する。
サムネイルデータとは、データファイルが印刷された場合の画像の階調または解像度など
を簡略化して、データファイルそのものよりもデータサイズを小さくしたサムネイル画像
のデータである。
サムネイル画像は、主にプレビューのときにダイジェスト画像として利用される。
【００３１】
表示データ提供部４４０は、ユーザ端末１０（図１）から新規ファイル登録サイトへのア
クセスを受け付けると、ユーザ登録されていることを条件に、新規ファイル登録画面（図
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６を参照して後述）をユーザ端末１０に表示させる。
また、表示データ提供部４４０は、登録部４３０が登録可能であると判断した場合に、登
録内容を確認する画面（図７を参照して後述）をユーザ端末１０に表示させ、これ以外の
場合に、データファイルが登録不可能である旨をユーザ端末１０に表示させる。
【００３２】
データベース部４５０は、登録部４３０などから入力された情報を記録媒体に記憶し、要
求に応じて、記憶された情報を検索する。
【００３３】
ファイル送信部４６０は、プリンタ装置５０（図１）からパスコードを受信すると、受信
したパスコードに対応するサムネイルデータおよびデータファイルの検索をデータベース
部４５０に依頼し、パスコードに対応するサムネイルデータおよびデータファイルをプリ
ンタ装置５０に対して送信する。
【００３４】
料金通知部４７０は、プリンタ装置５０（図１）からパスコードを受信すると、受信した
パスコードに対応する料金情報の検索をデータベース部４５０に依頼し、パスコードに対
応する料金情報をプリンタ装置５０に対して送信する。
【００３５】
図４（Ａ）は、データベース部４５０（図３）がパスコードに対応付けてデータファイル
などを記憶するテーブルを例示し、図４（Ｂ）は、データベース部４５０がパスコードに
対応付けて料金を記憶するテーブルを例示する。
図４（Ａ）に例示するように、データベース部４５０は、登録したデータファイル名、デ
ータファイルを登録したユーザのユーザＩＤ、このデータファイルを印刷した場合のペー
ジ数、この登録時に指定された印刷形式（以下、カラーモード）、このデータファイルが
登録された登録日時、および、このデータファイルが登録される登録期間を、登録時に生
成されたパスコードに対応付けて記憶する。
【００３６】
カラーモードは、データファイルが登録されるときに、ユーザの操作により、カラー印刷
および白黒印刷などの中から指定することができる。
データベース部４５０は、指定されたカラーモードを、通信部４１０などを介して取得し
、データファイル名に対応付けて記憶する。
また、データベース部４５０は、データファイル名に対応付けて、データファイルと、こ
のデータファイルのサムネイルデータとを記憶する。
データベース部４５０は、さらに、登録期間を管理し、登録期間が経過したデータファイ
ルを削除する。
【００３７】
図４（Ｂ）に例示するように、データベース部４５０（図３）は、算出部４２０により算
出された料金を、パスコードに対応付けて記憶する。
データベース部４５０は、算出部４２０がカラー印刷の料金と白黒印刷の料金とを算出し
た場合に、算出されたカラー印刷の料金と白黒印刷の料金とを記憶し、算出部４２０が白
黒印刷の料金のみを算出した場合に、白黒印刷の料金のみを記憶し、カラー印刷の料金の
欄にｎｕｌｌ値を設定する。
【００３８】
［登録時の動作］
以下、新規ファイル登録時の印刷システム１の動作を説明する。
図５は、新規ファイル登録時の印刷システム１の動作（Ｓ１０）を示すフローチャートで
ある。
図５に示すように、ステップ１００（Ｓ１００）において、ユーザが、ユーザ端末１０（
図１）上でブラウザを起動させ、新規ファイル登録画面へのアクセスを指示すると、ユー
ザ端末１０は、ユーザＩＤをファイルサーバ３０に対して送信する。
【００３９】
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ステップ１０２（Ｓ１０２）において、ファイルサーバ３０の表示データ提供部４４０（
図３）は、通信部４１０（図３）を介して、ユーザＩＤを受信すると、ユーザＩＤが登録
済みであることを条件に、新規ファイル登録画面（図６を参照して後述）を表示させるＨ
ＴＭＬファイルをユーザ端末１０（図１）に送信する。
【００４０】
ステップ１０４（Ｓ１０４）において、ユーザが、新規ファイル登録画面において、登録
するデータファイルと、このデータファイルに対するカラーモードとを指定すると、ユー
ザ端末１０（図１）は、データファイルおよびカラーモードの指定を受け付ける。
ステップ１０６（Ｓ１０６）において、ユーザ端末１０は、指定されたデータファイルと
、指定されたカラーモードを特定する情報とをファイルサーバ３０（図１）に対して送信
する。
【００４１】
ステップ１０８（Ｓ１０８）において、ファイルサーバ３０の通信部４１０（図３）が、
ユーザ端末１０（図１）からデータファイルと、カラーモードを特定する情報とを受信す
ると、算出部４２０（図３）は、データファイルごとに、カラーモードに応じた印刷料金
を算出し、登録部４３０（図３）に対して出力する。
【００４２】
ステップ１１０（Ｓ１１０）において、登録部４３０（図３）は、上限金額と、算出され
た印刷料金とを比較する。
ファイルサーバ３０のデータファイル受付プログラム４００（図３）は、印刷料金が上限
金額以下の場合に、Ｓ１１２の処理に進み、これ以外の場合には、Ｓ１２０の処理に進む
。
【００４３】
ステップ１１２（Ｓ１１２）において、登録部４３０（図３）は、受信したデータファイ
ルに対応するパスコードを生成する。
ステップ１１４（Ｓ１１４）において、登録部４３０は、ユーザＩＤ、受信したデータフ
ァイル、生成されたパスコード、指定されたカラーモード、および、算出された印刷料金
を互いに対応付けてデータベース部４５０に対して出力し、登録する。
また、登録部４３０は、登録されたデータファイルのサムネイルデータを生成し、サムネ
イルデータ、パスコード、カラーモードおよび印刷料金などを表示データ提供部４４０（
図３）に対して出力する。
【００４４】
ステップ１１６（Ｓ１１６）において、表示データ提供部４４０（図３）は、サムネイル
データ、パスコード、カラーモードおよび印刷料金などを確認させるための登録確認画面
（図７を参照して後述）のＨＴＭＬファイルを、ユーザ端末１０（図１）に送信する。
【００４５】
ステップ１１８（Ｓ１１８）において、ユーザ端末１０（図１）は、受信したＨＴＭＬフ
ァイルに応じて、端末モニタ１２（図１）上に、登録されたデータファイルのサムネイル
画像、パスコード、カラーモードおよび印刷料金などを示す登録確認画面を表示して、登
録処理を終了する。
【００４６】
ステップ１２０（Ｓ１２０）において、表示データ提供部４４０（図３）は、データファ
イルが登録不可能であることを示すエラー画像のＨＴＭＬファイルを、ユーザ端末１０（
図１）に送信する。
【００４７】
ステップ１２２（Ｓ１２２）において、ユーザ端末１０（図１）が、ファイルサーバ３０
から、エラー画像のＨＴＭＬファイルを受信した場合（Ｓ１２２：Ｙｅｓ）、ステップ１
２４（Ｓ１２４）において、ユーザ端末１０は、データファイルが登録不可能であること
を示すエラー画像を端末モニタ１２上に表示して、処理を終了する。
【００４８】
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［登録画面］
図６は、図５のＳ１０４において端末モニタ１２（図１、図２）が表示する新規ファイル
登録画面を例示する図である。
図６に例示するように、端末モニタ１２に表示される新規ファイル登録画面は、ファイル
サーバ３０が提供するサービスを表示するステータス表示領域７１０と、ファイルサーバ
３０に登録するデータファイルを指定するファイル指定領域７２０と、カラーモードを選
択するカラーモード選択領域７２５と、データファイルの登録指示を受け付ける登録操作
領域７３０とを有する。
【００４９】
ステータス表示領域７１０は、画面の最上部に配置され、現在提供しているサービスを示
す画像（「ファイル登録」と表示された部分）と、ユーザの入力操作などを補助するため
のヘルプ画面を表示させるクリッカブルエリア（「ヘルプ」と表示された部分）と、サポ
ートセンタに送信するメールの作成画面を表示させるクリッカブルエリア（「サポート」
と表示された部分）とを表示する。
ここで、クリッカブルエリアとは、端末モニタ１２上で、ユーザのクリック操作を受け付
ける表示領域であり、クリッカブルエリアがクリックされると、ユーザ端末１０は、クリ
ッカブルエリアに対応付けられた処理を行う。
【００５０】
ファイル指定領域７２０は、ステータス表示領域７１０の下方に配置され、ユーザの操作
を促すメッセージと、登録するデータファイルの指定を受け付ける入力フォームとを表示
する。
例えば、ファイル指定領域７２０は、「ファイルとカラーモードを指定し、［登録する］
をクリックしてください。」というメッセージを表示し、さらに、入力フォームを介して
ファイル名の入力操作を受け付ける。
【００５１】
カラーモード選択領域７２５は、ファイル指定領域７２０の下方に配置され、カラーモー
ドを選択する場合の留意点を示すメッセージと、カラーモードの選択を受け付けるラジオ
ボタンとを表示する。
例えば、カラーモード選択領域７２５は、「［カラー］を選択しておくと、プリント時に
もカラーでプリントするか白黒でプリントするかを選択できます。」というメッセージを
表示し、さらに、ラジオボタンを介してカラーまたは白黒の選択を受け付ける。
【００５２】
登録操作領域７３０は、画面の最下部に配置され、データファイルの登録を指示する操作
を受け付けるクリッカブルエリア（「登録する」と表示された部分）と、データファイル
の登録処理を取り消す操作を受け付けるクリッカブルエリア（「キャンセル」と表示され
た部分）とを表示する。
【００５３】
図７は、図５のＳ１１８において端末モニタ１２（図１、図２）が表示する登録確認画面
を例示する図である。
図７に例示するように、端末モニタ１２に表示される登録確認画面は、ステータス表示領
域７１０と、登録画面の遷移操作を受け付ける画面遷移操作領域７３５と、登録するデー
タファイルのサムネイル画像を表示するプレビュー表示領域７４０と、登録したデータフ
ァイルのパスコードなどを表示する登録情報表示領域７５０とを有する。
ステータス表示領域７１０および画面遷移操作領域７３０は、図６に例示したものとほぼ
同じ位置に配置される。
なお、ステータス表示領域７１０は、図６に例示したものと実質的に同一である。
また、画面遷移操作領域７３５は、前の画面に戻る操作を受け付けるクリッカブルエリア
（「戻る」と表示された部分）を表示する。
【００５４】
プレビュー表示領域７４０は、ステータス表示領域７１０と画面遷移操作領域７３５との
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間の領域の左側部分に配置され、登録されたデータファイルのサムネイル画像と、サムネ
イル画像のページの指定を受け付けるクリッカブルエリア（黒色の三角が表示された部分
）とを表示する。
プレビュー表示領域７４０は、登録されたデータファイルのサムネイル画像を表示する。
表示されるサムネイル画像は、データファイルが印刷される場合のフォーマットで、印刷
されるページごとに表示される。
サムネイル画像が２ページ以上ある場合には、プレビュー表示領域７４０は、ページの移
動を指示するクリックに応じて、異なるページのサムネイル画像を表示する。
【００５５】
登録情報表示領域７５０は、プレビュー表示領域７４０の右側に配置され、登録されたデ
ータファイルのファイル名、パスコード、データサイズ、登録日時、有効期限、印刷用紙
のサイズ、カラーモード、ページ数（サムネイルのページ数と同じ）、および、印刷料金
を表示する。
【００５６】
以上説明したように、ユーザは、ユーザ端末１０（図１）を用いて、ファイルサーバ３０
（図１）にデータファイルを登録する。
次に、登録されたデータファイルをプリンタ装置５０（図１）で印刷する場面について説
明する。
ファイルサーバ３０（図１）に登録されたデータファイルは、プリンタ装置５０（図１）
にダウンロードして印刷される。
なお、データファイルを印刷する場面におけるファイルサーバ３０は、図１、図２および
図３を参照して説明したものと実質的に同一である。
【００５７】
［プリンタ装置５０］
まず、プリンタ装置５０の構成を、具体例を挙げてより詳細に説明する。
図８は、プリンタ装置５０（図１）のハードウェア構成を、その制御装置５１を中心に例
示する図である。
図８に示すように、プリンタ装置５０は、制御装置５１、プリンタユニット５２、ユーザ
インタフェース装置（ＵＩ装置）５４、支払受付ユニット５６および通信装置５８から構
成される。
制御装置５１は、ＣＰＵ５１２およびメモリ５１４などを含む制御装置本体５１０と、Ｈ
ＤＤ・ＣＤ装置などの記録装置５１６とから構成される。
プリンタユニット５２は、ゼログラフィなどにより画像を形成する。
ＵＩ装置５４は、ＬＣＤ表示装置あるいはＣＲＴ表示装置およびキーボード・タッチパネ
ルなどを含む。
支払受付ユニット５６は、金銭の投入を受け付けて、投入された金銭の金額を検知する。
通信装置５８は、インターネット網２を介して、ファイルサーバ３０とデータ通信を行う
。
【００５８】
［印刷プログラム６００］
図９は、プリンタ装置５０により実行される印刷プログラム６００の構成を示す図である
。
図９に示すように、印刷プログラム６００は、ＵＩ部６１０（表示手段）、料金情報取得
部６２０（料金情報取得手段）、ファイル取得部６３０（ファイル取得手段）、通信部６
４０、支払受付部６５０（支払受付手段）、制御部６６０（制御手段）および印刷部６７
０（印刷手段）から構成される。
印刷プログラム６００は、例えば記録媒体５１８（図８）を介してプリンタ装置５０に供
給されて実行される。
【００５９】
印刷プログラム６００において、ＵＩ部６１０は、ＵＩ装置５４（図８）を制御して、操
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作画面などを表示する。
また、ＵＩ部６１０は、パスコードなどを入力する操作を受け付け、料金情報取得部６２
０およびファイル取得部６３０などに対して出力する。
【００６０】
料金情報取得部６２０は、ＵＩ部６１０からパスコードが入力されると、通信部６４０を
介して、ファイルサーバ３０（図１）に対して、パスコードに対応する料金情報を要求す
る。
料金情報取得部６２０は、通信部６４０を介して、ファイルサーバ３０から料金情報を受
信すると、受信した料金情報に対応する印刷料金を、ＵＩ部６１０に表示させる。
【００６１】
ファイル取得部６３０は、ＵＩ部６１０からパスコードが入力されると、通信部６４０を
介して、ファイルサーバ３０（図１）に対して、パスコードに対応するデータファイルお
よびサムネイルデータを要求する。
ファイル取得部６３０は、通信部６４０を介して、ファイルサーバ３０からデータファイ
ルおよびサムネイルデータを受信すると、受信したデータファイルを印刷部６７０に対し
て出力し、受信したサムネイルデータを、ＵＩ部６１０に表示させる。
【００６２】
通信部６４０は、プリンタ装置５０の通信装置５８（図８）を制御して、ファイルサーバ
３０（図１）とのデータ通信を行う。
【００６３】
支払受付部６５０は、支払受付ユニット５６（図８）を制御して、支払受付ユニット５６
に投入された金銭の額を検知し、ＵＩ部６１０および制御部６６０に対して出力する。
【００６４】
制御部６６０は、支払受付部６５０から入力された金銭の額に応じて、ＵＩ部６１０およ
び印刷部６７０を制御する。
制御部６６０は、支払受付ユニット５６（図８）により受付可能な金種が投入されたこと
を条件として、データファイルを印刷するサービスの第１の操作画面（図１１を参照して
後述）を表示するようＵＩ部６１０を制御する。
また、制御部６６０は、ＵＩ部６１０が表示する印刷料金以上の金銭が投入されたことを
条件として、データファイルの印刷を開始するよう印刷部６７０を制御する。
さらに、制御部６６０は、ＵＩ部６１０を介して、カラーモードが指定されると、指定さ
れたカラーモード（カラー印刷または白黒印刷）で印刷するように印刷部６７０を制御す
る。
【００６５】
印刷部６７０は、制御部６６０の制御に従って、ファイル取得部６３０から入力されたデ
ータファイルを印刷する。
例えば、印刷部６７０は、制御部６６０からカラー印刷が指定されると、プリンタユニッ
ト５２（図８）を制御して、データファイルをカラー印刷する。
【００６６】
［プリント時の動作］
次に、上記プリンタ装置５０がファイルサーバ３０（図１）からデータファイルをダウン
ロードして印刷する場面の動作を説明する。
図１０は、データファイルを印刷するときの印刷システム１の動作（Ｓ２０）を示すフロ
ーチャートである。
図１０に示すように、ステップ２００（Ｓ２００）において、ユーザが、支払受付ユニッ
ト５６（図８）に金銭を投入すると、支払受付部６５０（図９）は、投入された金銭の額
を検知する。
印刷プログラム６００（図９）は、支払受付部６５０により金銭の額が検知された場合に
、Ｓ２０２の処理に進み、これ以外の場合に金銭の投入を待つ。
つまり、印刷プログラム６００は、支払受付ユニット５６が受付可能な金種を受け付けた
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ことを条件に、Ｓ２０２以降の処理を開始する。
【００６７】
ステップ２０２（Ｓ２０２）において、ＵＩ部６１０（図９）は、ＵＩ装置５４（図８）
を制御して、パスコードを入力する第１の操作画面（図１１を参照して後述）を表示させ
る。
【００６８】
ステップ２０４（Ｓ２０４）において、ユーザが、ＵＩ装置５４（図８）に対して、パス
コードを入力する操作を行うと、ＵＩ部６１０（図９）は、ＵＩ装置５４を介してパスコ
ートを受け付け、受け付けたパスコードを、料金情報取得部６２０（図９）およびファイ
ル取得部６３０（図９）に対して出力する。
料金情報取得部６２０およびファイル取得部６３０は、通信部６４０（図９）を介して、
ファイルサーバ３０に対してパスコードを送信し、入力されたパスコードに対応する料金
情報およびデータファイルなどをそれぞれ要求する。
【００６９】
ステップ２０６（Ｓ２０６）において、ファイルサーバ３０のファイル送信部４６０（図
３）は、受信したパスコードに対応するデータファイルおよびサムネイルデータの検索を
、データベース部４５０（図３）に依頼し、料金通知部４７０（図３）は、受信したパス
コードに対応する料金情報の検索を、データベース部４５０に依頼する。
【００７０】
ステップ２０８（Ｓ２０８）において、データベース部４５０（図３）は、パスコードに
対応するデータファイル、サムネイルデータおよび料金情報を検索する。
データファイル受付プログラム４００（図３）は、データベース部４５０がデータファイ
ル、サムネイルデータおよび料金情報を見つけることができた場合に、Ｓ２１０の処理に
進み、これ以外の場合に、Ｓ２１２の処理に進む。
【００７１】
ステップ２１０（Ｓ２１０）において、まず、ファイル送信部４６０（図３）は、データ
ベース部４５０が見つけたサムネイルデータを、通信部４１０（図３）を介してプリンタ
装置５０（図８）に送信し、料金通知部４７０（図３）は、データベース部４５０が見つ
けた料金情報を、通信部４１０を介してプリンタ装置５０に送信する。
次いで、ファイル送信部４６０は、プリンタ装置５０に対して、データベース部４５０が
見つけたデータファイルの送信を開始する。
【００７２】
ステップ２１２（Ｓ２１２）において、データファイル受付プログラム４００（図３）は
、パスコードに対応するデータファイル、サムネイルデータまたは料金情報を見つけるこ
とができない旨を、プリンタ装置５０（図８）に送信して、処理を終了する。
【００７３】
ステップ２１４（Ｓ２１４）において、ファイル取得部６３０（図９）は、通信部６４０
（図９）を介して、ファイルサーバ３０（図１）から送信されたデータファイルおよびサ
ムネイルデータを取得し、料金情報取得部６２０（図９）は、同様に、ファイルサーバ３
０から送信された料金情報を取得する。
ファイル取得部６３０は、取得したデータファイルを印刷部６７０（図９）に対して出力
し、取得したサムネイルデータをＵＩ部６１０（図９）に対して出力する。
ＵＩ部６１０は、ＵＩ装置５４（図８）を制御して、ファイル取得部６３０から入力され
たサムネイルデータに基づいて、サムネイル画像などを含む第２の操作画面（図１２を参
照して後述）を表示する。
ユーザは、表示されたサムネイル画像を見て、ファイルサーバ３０からダウンロードした
データファイルを確認する。
【００７４】
ステップ２１６（Ｓ２１６）において、ＵＩ部６１０（図９）は、ＵＩ装置５４（図８）
を制御して、選択可能なカラーモードを示す第３の操作画面（図１３および図１４を参照



(13) JP 4120785 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

して後述）を表示して、カラーモードを指定する操作を受け付ける。
【００７５】
ステップ２１８（Ｓ２１８）において、ＵＩ部６１０（図９）は、指定されたカラーモー
ドに応じた料金情報を料金情報取得部６２０（図９）から受け取り、受け取った料金情報
に対応する印刷料金を示す第３の操作画面（図１３および図１４を参照して後述）を表示
して、カラーモードを確定させる操作を受け付ける。
【００７６】
ステップ２２０（Ｓ２２０）において、ユーザが、カラーモードを確定させる操作を行っ
た場合、ＵＩ部６１０（図９）は、データファイルの印刷料金などを示す第４の操作画面
（図１５を参照して後述）を表示する。
また、支払受付部６５０（図９）は、支払受付ユニット５６（図８）を制御して、投入さ
れた金銭の額を検知する。
制御部６６０（図９）は、支払受付部６５０が印刷料金以上の金銭を検知したことを条件
に、プリント開始操作を受け付けるようＵＩ部６１０を制御する。
印刷プログラム６００（図９）は、ＵＩ部６１０がプリント開始操作を受け付けた場合に
、Ｓ２２２の処理に進み、これ以外の場合に、金銭の投入およびプリント開始操作を待つ
。
【００７７】
ステップ２２２（Ｓ２２２）において、制御部６６０（図９）は、印刷部６７０（図９）
にデータファイルの印刷を指示し、印刷部６７０は、プリンタユニット５２（図８）を制
御して、指定されたカラーモードで、データファイルを印刷する。
【００７８】
［プリンタ装置の操作画面］
図１１は、図１０のＳ２０２の処理においてＵＩ装置５４（図８）が表示する第１の操作
画面を例示する図である。
図１１に例示するように、第１の操作画面は、プリンタ装置５０（図８）が提供するサー
ビスの種類を表示するステータス表示領域８００と、ユーザによる入力操作の操作段階を
表示する操作ステップ表示領域８１０と、操作段階に応じた操作エリアを表示するユーザ
入出力領域８２０とを有する。
【００７９】
ステータス表示領域８００は、画面の最上部に配置され、現在プリンタ装置５０が提供し
ているサービスを示す表示（「ファイル印刷サービス」と表示された部分）と、ファイル
印刷サービスを強制終了させる操作を受け付ける操作エリア（「終了」と表示された部分
）とを表示する。
【００８０】
ここで、操作エリアとは、ＵＩ装置５４（図８）上に表示され、ユーザの操作を受け付け
る領域である。
ＵＩ装置５４は、この操作エリアで、ユーザが画面に触れる動作を検知すると、この操作
エリアに対応するデータの入力操作が行われたものと判断する。
例えば、ＵＩ装置５４は、ステータス表示領域８２０に「終了」と表示された操作エリア
で、ユーザが画面に触れる動作を検知すると、処理を終了させるよう指示する操作が行わ
れたものと判断する。
【００８１】
操作ステップ表示領域８１０は、ステータス表示領域８００の下方領域の左側に配置され
、上から通常の入力操作における順番で、入力操作の各操作段階（パスコードを入力する
段階（図１０のＳ２０２）、ファイル情報を確認する段階（図１０のＳ２１４）、および
、カラーモードを指定する段階（図１０のＳ２１６））を表示する。
また、図１１に例示する操作ステップ表示領域８１０は、例えば、「パスコード入力」と
表示された部分と、ユーザ入出力領域８２０とが実質的に一体となって見えるように表示
して、現在はパスコードを入力する段階（図１０のＳ２０２）であることを示す。
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さらに、操作ステップ表示領域８１０は、設定されたデータ（パスコードおよびカラーモ
ードなど）を初期化する操作を受け付ける操作エリア（「設定やり直し」と表示された部
分）を表示する。
【００８２】
ユーザ入出力領域８２０は、操作ステップ表示領域８１０の右側に配置され、操作指示領
域８２２と、確認表示領域８２４と、操作領域８２６とを有する。
操作指示領域８２２は、ユーザ入出力領域８２０の最上部に配置され、「パスコードを入
力し、［確認］ボタンを押してください。」というメッセージを表示して、ユーザに対し
てパスコードの入力操作を促す。
確認表示領域８２４は、操作指示領域８２２の下方に配置され、ユーザから受け付けた入
力操作に応じて、入力を受け付けた旨を表示する。
操作領域８２６は、確認表示領域８２４の下方に配置され、パスコードの入力を受け付け
る操作エリア（英数字が表示されている部分）と、入力されたパスコードの削除指示を受
け付ける操作エリア（「一字削除」および「全文字削除」と表示された領域）と、入力し
たパスコードを確定させる操作を受け付ける操作エリア（「確認」と表示された領域）と
を表示する。
【００８３】
図１２は、図１０のＳ２１４の処理においてＵＩ装置５４（図８）が表示する第２の操作
画面を例示する図である。
図１２に例示するように、第２の操作画面は、ステータス表示領域８００と、操作ステッ
プ表示領域８１０と、ユーザ入出力領域８２０とを有する。
図１２に例示するステータス表示領域８００、操作ステップ表示領域８１０およびユーザ
入出力領域８２０は、図１１に例示したものと実質的に同一の位置に配置される。
また、図１２に例示するステータス表示領域８００は、図１１に例示したものと実質的に
同一である。
【００８４】
操作ステップ表示領域８１０は、「パスコード入力」と表示された部分を、パスコードを
入力する段階（図１０におけるＳ２０２の処理）に戻る操作を受け付ける操作エリアとし
て表示する。
また、操作ステップ表示領域８１０は、「ファイル情報」と表示された部分と、ユーザ入
出力領域８２０とが実質的に一体となって見えるように表示して、現在はファイル情報を
確認する段階（図１０におけるＳ２１４の処理）であることを示す。
【００８５】
ユーザ入出力領域８２０は、操作指示領域８２２と、確認表示領域８２４と、操作領域８
２６とを有する。
操作指示領域８２２は、図１１に例示したものと実質的に同一の位置に配置され、「ファ
イルの情報を確認し、よろしければ［確認］ボタンを押してください。」というメッセー
ジを表示して、ユーザに対して、ファイル情報を確認させて、印刷するデータファイルを
確定させる操作を促す。
確認表示領域８２４は、操作指示領域８２２の下方に配置され、データファイルのサムネ
イル画像、ファイル名、印刷用紙のサイズ（Ａ４）、および、印刷用紙のページ数（１６
ページ）を表示する。
操作領域８２６は、確認表示領域８２４の右下に配置され、印刷するデータファイルを確
定させる操作を受け付ける操作エリア（「確認」と表示された部分）を表示する。
【００８６】
図１３は、データファイルの登録時にカラーモードとしてカラー印刷が指定された場合に
、図１０のＳ２１６の処理においてＵＩ装置５４（図８）が表示する第３の操作画面（カ
ラーファイル）を例示する図である。
図１３に例示するように、第３の操作画面（カラーファイル）は、ステータス表示領域８
００と、操作ステップ表示領域８１０と、ユーザ入出力領域８２０とを有する。
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図１３に例示するステータス表示領域８００、操作ステップ表示領域８１０およびユーザ
入出力領域８２０は、図１１に例示したものと実質的に同一の位置に配置される。
また、図１３に例示するステータス表示領域８００は、図１１に例示したものと実質的に
同一である。
【００８７】
操作ステップ表示領域８１０は、「パスコード入力」と表示された部分を、パスコードを
入力する段階（図１０のＳ２０２）に戻る操作を受け付ける操作エリアとして表示し、「
ファイル情報」と表示された部分を、ファイル情報を確認する段階（図１０におけるＳ２
１４）に戻る操作を受け付ける操作エリアとして表示する。
また、操作ステップ表示領域８１０は、「カラーモード」と表示された部分と、ユーザ入
出力領域８２０とが実質的に一体となって見えるように表示して、現在はカラーモードを
指定する段階（図１０のＳ２１６）であることを示す。
【００８８】
ユーザ入出力領域８２０は、操作指示領域８２２と、操作領域８２６と、料金表示領域８
２８とを有する。
操作指示領域８２２は、図１１に例示したものと実質的に同一の位置に配置され、「カラ
ーモードを選択して、［確認］ボタンを押してください。」というメッセージを表示して
、ユーザに対して、カラーモードの指定と、指定されたカラーモードの確認とを促す。
操作領域８２６は、操作指示領域８２２の下方に配置され、カラーモードを選択する操作
を受け付ける操作エリア（「カラー」と表示された部分および「白黒」と表示された部分
）と、選択された操作を確定させる操作を受け付ける操作エリア（「確認」と表示された
部分）とを表示する。
操作領域８２６は、カラーモードを選択する操作を受け付けると、操作を受け付けた操作
エリアの色を変えて、この操作エリアに対応するカラーモードが選択されたことを表示す
る。
料金表示領域８２８は、カラーモードを選択する操作を受け付ける操作エリアの下方に並
んで配置され、選択されたカラーモードに対応する印刷料金を表示する。
【００８９】
図１４は、データファイルの登録時にカラーモードとして白黒印刷が指定された場合に、
図１０のＳ２１６の処理においてＵＩ装置５４（図８）が表示する第３の操作画面（白黒
ファイル）を例示する図である。
図１４に例示するように、第３の操作画面（白黒ファイル）は、ステータス表示領域８０
０と、操作ステップ表示領域８１０と、ユーザ入出力領域８２０とを有する。
図１４に例示するステータス表示領域８００および操作ステップ表示領域８１０は、図１
３に例示したものと実質的に同一である。
【００９０】
ユーザ入出力領域８２０は、操作指示領域８２２と、操作領域８２６と、料金表示領域８
２８とを有する。
操作指示領域８２２は、図１３に例示したものと実質的に同一の位置に配置される。
図１４に例示する操作指示領域８２２は、図１３に例示した場合と異なり、データファイ
ル登録時に白黒印刷が指定されているので、カラーモードの指定を促すメッセージではな
く、「白黒ファイルのため白黒でプリントします。［確認］ボタンを押してください。」
というメッセージを表示して、ユーザに対して白黒印刷する旨を通知し、確認操作を促す
。
操作領域８２６は、図１３に例示したものと実質的に同じ位置に配置され、「カラー」と
表示された部分が選択操作を受け付けない旨をユーザに示すように、例えば「カラー」と
表示された部分の色の濃度を落として表示する。
料金表示領域８２８は、白黒印刷の印刷料金を表示する。
【００９１】
図１５は、図１０のＳ２２０の処理においてＵＩ装置５４（図８）が表示する第４の操作
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画面を例示する図である。
図１５に例示するように、第４の操作画面は、ステータス表示領域８００と、ユーザ入出
力領域８２０とを有する。
図１５に例示するステータス表示領域８００は、図１１に例示したものと実質的に同一の
位置に配置され、ユーザ入出力領域８２０は、ステータス表示領域８００の下方に配置さ
れる。
また、図１５に例示するステータス表示領域８００は、図１１に例示したものと実質的に
同一である。
【００９２】
ユーザ入出力領域８２０は、操作指示領域８２２と、確認表示領域８２４と、操作領域８
２６と、料金表示領域８２８とを有する。
操作指示領域８２２は、ユーザ入出力領域８２０の最上部左側に配置され、「内容がよろ
しければ必要な金額のコインを入れて、［プリント開始］ボタンを押してください。」と
いうメッセージを表示して、ユーザに対して、サムネイル画像、ファイル名、印刷用紙サ
イズおよび印刷ページ数を確認させて、コインの投入と印刷開始を指示する操作とを促す
。
確認表示領域８２４は、操作指示領域８２２の下方に配置され、データファイルのサムネ
イル画像、ファイル名、印刷用紙のサイズ（Ａ４）、および、印刷ページ数（１６ページ
）を表示する。
操作領域８２６は、操作指示領域８２２、確認表示領域８２４および料金表示領域の右側
に配置され、印刷開始を指示する操作を受け付ける操作エリア（「プリント開始」と表示
された部分）と、カラーモードを指定する段階（図１０のＳ２１６）に戻る操作を受け付
ける操作エリア（「戻る」と表示された部分）とを表示する。
料金表示領域８２８は、印刷に必要な料金（「必要な金額」および「８００円」）と、支
払受付部６５０（図７）が検知した金額（「投入金額」および「３００円」）とを表示す
る。
印刷開始を指示する操作を受け付ける操作エリアは、ユーザにより投入された金額が印刷
に必要な料金以上になったときに、操作を受け付けることが可能となる。
【００９３】
このように、ユーザは、上記各操作画面に従って入力操作を行い、ファイルサーバ３０に
登録したデータファイルを、プリンタ装置５０が設置された場所で印刷する。
例えば、ユーザは、外出先で急に資料が必要になった場合には、近くに設置されたプリン
タ装置５０で必要な部数だけ資料を印刷することができ、大量の資料を予め準備して持ち
歩く必要がなくなる。
【００９４】
［変形例］
なお、支払受付ユニット５６（図１）の投入可能金額が、店舗により異なる場合がある。
この場合、登録部４３０（図３）は、店舗ごとに異なる上限金額に基づいて、登録の可否
を判断する必要がある。
また、印刷料金の単価も、店舗により異なる場合がある。
この場合、算出部４２０（図３）は、店舗ごとに異なる単価に基づいて、印刷料金を算出
する必要がある。
このように上限金額および単価が、店舗により異なる場合は、データベース部４５０（図
３）が、店舗ごとの上限金額および単価を記憶する。
【００９５】
図１６（Ａ）は、データベース部４５０（図３）がユーザに対応付けて店舗コードおよび
上限金額を記憶するテーブルを例示し、図１６（Ｂ）は、データベース部４５０が記憶す
る料金単価のテーブルを例示する。
図１６（Ａ）に例示するように、データベース部４５０は、店舗コード（店舗Ａおよび店
舗Ｂ）および上限金額（３２００円および５０００円）を、ユーザを識別するユーザＩＤ
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に対応付けて記憶する。
【００９６】
利用可能な店舗（プリンタ装置５０が設置された店舗）は、ユーザごとに予め決められて
おり、ユーザＩＤに対応付けられている。
上限金額は、ユーザが利用するプリンタ装置５０の支払受付ユニット５６に投入できる金
銭の額に応じて設定されている。
【００９７】
図１６（Ｂ）に例示するように、データベース部４５０（図３）は、店舗コード毎に、カ
ラー印刷の料金単価および白黒印刷の料金単価を記憶する。
算出部４２０（図３）は、データベース部４５０内の料金単価を参照して、データファイ
ルを印刷する場合の料金を算出する。
【００９８】
このように、ユーザＩＤ、店舗、上限金額および料金単価を互いに対応付けて記憶してお
くことは、店舗により、上限金額および料金単価が異なる場合に好適である。
【００９９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明にかかる印刷装置およびその方法によれば、外部装置からデ
ータファイルを取得し、取得されたデータファイルを印刷するための料金を受け付けたと
きに、このデータファイルを印刷することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】印刷システム全体の構成を示す図である。
【図２】図１に示したユーザ端末（ファイルサーバ）のハードウェア構成を例示する図で
ある。
【図３】ファイルサーバ（図１）により実行されるデータファイル受付プログラムの構成
を示す図である。
【図４】（Ａ）は、データベース部（図３）がパスコードに対応付けてデータファイルな
どを記憶するテーブルを例示する図であり、（Ｂ）は、データベース部がパスコードに対
応付けて料金を記憶するテーブルを例示する図である。
【図５】新規ファイル登録時の印刷システムの動作（Ｓ１０）を示すフローチャートであ
る。
【図６】図５のＳ１０４において端末モニタ（図１）が表示する新規ファイル登録画面を
例示する図である。
【図７】図５のＳ１１８において端末モニタ（図１）が表示する登録確認画面を例示する
図である。
【図８】プリンタ装置（図１）のハードウェア構成を、その制御装置を中心に例示する図
である。
【図９】プリンタ装置（図１）により実行される印刷プログラムの構成を示す図である。
【図１０】データファイルを印刷するときの印刷システムの動作（Ｓ２０）を示すフロー
チャートである。
【図１１】図１０のＳ２０２の処理においてＵＩ装置（図８）が表示する第１の操作画面
を例示する図である。
【図１２】図１０のＳ２１４の処理においてＵＩ装置（図８）が表示する第２の操作画面
を例示する図である。
【図１３】データファイルの登録時にカラーモードとしてカラー印刷が指定された場合に
、図１０のＳ２１６の処理においてＵＩ装置（図８）が表示する第３の操作画面（カラー
ファイル）を例示する図である。
【図１４】データファイルの登録時にカラーモードとして白黒印刷が指定された場合に、
図１０のＳ２１６の処理においてＵＩ装置（図８）が表示する第３の操作画面（白黒ファ
イル）を例示する図である。
【図１５】図１０のＳ２２０の処理においてＵＩ装置（図８）が表示する第４の操作画面
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を例示する図である。
【図１６】（Ａ）は、店舗ごとに上限金額が異なる場合に、データベース部（図３）がユ
ーザに対応付けて店舗コードおよび上限金額を記憶するテーブルを例示する図であり、（
Ｂ）は、店舗ごとに料金単価が異なる場合に、データベース部が記憶する料金単価のテー
ブルを例示する図である。
【符号の説明】
１・・・印刷システム
１０・・・ユーザ端末
１２・・・端末モニタ
１４・・・通信装置
１６・・・処理装置
１６２・・・ＣＰＵ
１６４・・・メモリ
１８・・・記録装置
１８０・・・記録媒体
３０・・・ファイルサーバ
３２・・・端末モニタ
３４・・・通信装置
３６・・・処理装置
３６２・・・ＣＰＵ
３６４・・・メモリ
３８・・・記録装置
３８０・・・記録媒体
４００・・・データファイル受付プログラム
４１０・・・通信部
４２０・・・算出部
４３０・・・登録部
４４０・・・表示データ提供部
４５０・・・データベース部
４６０・・・ファイル送信部
４７０・・・料金通知部
５０・・・プリンタ装置
５１・・・制御装置
５１０・・・制御装置本体
５１２・・・ＣＰＵ
５１４・・・メモリ
５１６・・・記録装置
５１８・・・記録媒体
５２・・・プリンタユニット
５４・・・ＵＩ装置
５６・・・支払受付ユニット
５８・・・通信装置
６００・・・印刷プログラム
６１０・・・ＵＩ部
６２０・・・料金情報取得部
６３０・・・ファイル取得部
６４０・・・通信部
６５０・・・支払受付部
６６０・・・制御部
６７０・・・印刷部
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７１０・・・ステータス表示領域
７２０・・・ファイル指定領域
７２５・・・カラーモード選択領域
７３０・・・登録操作領域
７３５・・・画面遷移操作領域
７４０・・・プレビュー表示領域
７５０・・・登録情報表示領域
８００・・・ステータス表示領域
８１０・・・操作ステップ表示領域
８２０・・・ユーザ入出力領域
８２２・・・操作指示領域
８２４・・・確認表示領域
８２６・・・操作領域
８２８・・・料金表示領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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