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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証印刷モードが指定された印刷データについては認証情報を参照した認証動作を行い
該認証の結果に応じて印刷データの印刷動作を行う画像形成装置と接続される情報処理装
置であって、
　前記認証印刷モードを選択するか否かをユーザから受け付ける受付手段と、
　前記認証印刷モードが選択され、前記画像形成装置に送信して前記印刷動作を行う際の
認証に使用させるための認証情報が入力されていない場合、オペレーティングシステムに
前記ユーザがログインした際のログイン情報を取得する取得手段と、
　該取得手段により取得したログイン情報を、前記認証情報として設定する設定手段と、
　前記認証情報として前記ログイン情報のみ設定可能であるか否かを調べる調査手段と、
　前記ログイン情報のみ設定可能である場合、前記設定手段が設定した認証情報をユーザ
が変更できないように制御する制御手段と、
　前記印刷データの送信指示を受け付けた際に、その印刷データと前記認証情報とを前記
画像形成装置に送信する送信手段とを備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記認証情報はパスワードを含み、
　前記取得手段は、前記認証印刷モードが選択され、前記認証情報としてパスワードが入
力されていない場合、オペレーティングシステムにユーザがログインした際のパスワード
を取得することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記認証情報はユーザＩＤとパスワードを含み、
　前記情報処理装置は、前記設定手段により前記認証情報として設定した前記ログイン情
報について、前記認証情報に含まれるユーザＩＤの入力が変更された場合には、その認証
情報に含まれるパスワードを消去することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　コンピュータを、認証印刷モードが指定された印刷データについては認証情報を参照し
た認証動作を行い該認証の結果に応じて印刷データの印刷動作を行う画像形成装置と接続
される情報処理装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記認証印刷モードを選択するか否かをユーザから受け付ける受付手段と、
　前記認証印刷モードが選択され、前記画像形成装置に送信して前記印刷動作を行う際の
認証に使用させるための認証情報が入力されていない場合、オペレーティングシステムに
前記ユーザがログインした際のログイン情報を取得する取得手段と、
　該取得手段により取得したログイン情報を、前記認証情報として設定する設定手段と、
　前記認証情報として前記ログイン情報のみ設定可能であるか否かを調べる調査手段と、
　前記ログイン情報のみ設定可能である場合、前記設定手段が設定した認証情報をユーザ
が変更できないように制御する制御手段と、
　前記印刷データの送信指示を受け付けた際に、その印刷データと前記認証情報とを前記
画像形成装置に送信する送信手段として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、セキュリティ向上のため、オペレーティングシステムの起動やネットワークへの
接続のためにユーザＩＤとパスワードで認証を行うことは一般的となっている。
【０００３】
　一方、印刷機能においてもプリンタドライバなどからユーザＩＤなどのユーザ認証情報
を印刷データに付加し、画像形成装置に印刷を実行できるユーザを特定できるユーザ認証
印刷機能を持つプリントシステムがあり、そのようなプリントシステムでは、印刷を開始
する際に印刷データに付加するユーザ認証情報と、印刷データが画像形成装置へ送られた
後に印刷を実行させるために画像形成装置に入力するユーザ認証情報が一致すれば印刷を
完了できる（特許文献１参照）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来装置では、ユーザは印刷の度に、認証のために自由にユ
ーザＩＤ、パスワードを指定できるが、毎回指定しなければならない煩わしさも伴った。
【０００５】
　また、画像形成装置では印刷履歴にユーザＩＤの情報を残せるが、実際には一人のユー
ザが複数のユーザＩＤを使用することができるので、同一ユーザが利用した場合であって
も複数のユーザーが印刷したように履歴が残る。
【０００６】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、ユーザ認証印刷モードをより手軽
に利用できるようにした情報処理装置及びプログラムを提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の情報処理装置は、認証印刷モードが指定された印刷データについては認証情報
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を参照した認証動作を行い該認証の結果に応じて印刷データの印刷動作を行う画像形成装
置と接続される情報処理装置であって、前記認証印刷モードを選択するか否かをユーザか
ら受け付ける受付手段と、前記認証印刷モードが選択され、前記画像形成装置に送信して
前記印刷動作を行う際の認証に使用させるための認証情報が入力されていない場合、オペ
レーティングシステムに前記ユーザがログインした際のログイン情報を取得する取得手段
と、該取得手段により取得したログイン情報を、前記認証情報として設定する設定手段と
、前記認証情報として前記ログイン情報のみ設定可能であるか否かを調べる調査手段と、
前記ログイン情報のみ設定可能である場合、前記設定手段が設定した認証情報をユーザが
変更できないように制御する制御手段と、前記印刷データの送信指示を受け付けた際に、
その印刷データと前記認証情報とを前記画像形成装置に送信する送信手段とを備えたもの
である。
【０００８】
　また、前記認証情報はパスワードを含み、前記取得手段は、前記認証印刷モードが選択
され、前記認証情報としてパスワードが入力されていない場合、オペレーティングシステ
ムにユーザがログインした際のパスワードを取得するようにするとよい。
【０００９】
　また、前記認証情報はユーザＩＤとパスワードを含み、前記情報処理装置は、前記設定
手段により前記認証情報として設定した前記ログイン情報について、前記認証情報に含ま
れるユーザＩＤの入力が変更された場合には、その認証情報に含まれるパスワードを消去
するようにするとよい。
【００１０】
　本発明のプログラムは、コンピュータを、認証印刷モードが指定された印刷データにつ
いては認証情報を参照した認証動作を行い該認証の結果に応じて印刷データの印刷動作を
行う画像形成装置と接続される情報処理装置として機能させるためのプログラムであって
、前記コンピュータを、前記認証印刷モードを選択するか否かをユーザから受け付ける受
付手段と、前記認証印刷モードが選択され、前記画像形成装置に送信して前記印刷動作を
行う際の認証に使用させるための認証情報が入力されていない場合、オペレーティングシ
ステムに前記ユーザがログインした際のログイン情報を取得する取得手段と、該取得手段
により取得したログイン情報を、前記認証情報として設定する設定手段と、前記認証情報
として前記ログイン情報のみ設定可能であるか否かを調べる調査手段と、前記ログイン情
報のみ設定可能である場合、前記設定手段が設定した認証情報をユーザが変更できないよ
うに制御する制御手段と、前記印刷データの送信指示を受け付けた際に、その印刷データ
と前記認証情報とを前記画像形成装置に送信する送信手段として機能させるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　したがって、本発明によれば、ログインＩＤを取得してユーザＩＤ入力欄に自動的に入
力するので、ユーザ認証印刷モードを利用する際のユーザの手間を大幅に軽減することが
できるという効果を得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施例にかかる印刷システムを示している。
【００１４】
　同図において、ローカルエリアネットワークＬＡＮには、複数のパーソナルコンピュー
タ装置ＰＣ１～ＰＣｎ、および、ネットワークプリンタ装置ＦＸが接続されている。
【００１５】
　ネットワークプリンタ装置ＦＸは、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎに対し
て、ローカルエリアネットワークＬＡＮを介したネットワークプリント機能を提供するも
のであり、また、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎには、そのネットワークプ
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リンタ機能を利用するための印刷用のソフトウェア、例えば、プリンタドライバが実装さ
れている。
【００１６】
　また、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎには、基本システムとしていわゆる
オペレーティングシステムが実装されており、プリンタドライバ等は、このオペレーティ
ングシステムの管理化で実行される。
【００１７】
　また、オペレーティングシステムは、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎを利
用するユーザを制限するためのログイン認証（ユーザ認証）、および、ローカルエリアネ
ットワークＬＡＮを利用するユーザを制限するためのネットワークドメインへのログイン
認証（ユーザ認証）を行う。それぞれのログイン認証のための認証情報は、ユーザＩＤと
パスワードの組からなり、オペレーティングシステム内に保持されている。
【００１８】
　図２は、ネットワークプリンタ装置ＦＸの構成の一例を示している。
【００１９】
　同図において、システム制御部１は、このネットワークプリンタ装置ＦＸの各部の動作
制御、給紙制御、印刷制御、外部通信ユニットを介して行う外部装置との間の通信制御、
および、ユーザがこのネットワークプリンタ装置ＦＸを操作する際の種々のユーザ・イン
タフェース処理等の種々のデータ処理を行うためのものであり、システムメモリ２は、シ
ステム制御部１が実行する種々の制御プログラムを記憶するとともに、システム制御部１
のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ３は、このネットワークプリン
タ装置ＦＸに固有な種々の情報を記憶するためのものであり、時計回路４は、現在時刻情
報等を出力するためのものであり、操作表示部５は、ユーザがこのネットワークプリンタ
装置ＦＸを操作するためのユーザ・インタフェースを構成するものである。
【００２０】
　ページバッファメモリ６は、１ページ分の印刷データを保存するフレームメモリを構成
するためのものであり、プリントユニット７は、ページバッファメモリ６に構成されたフ
レームメモリから印刷データを読み出して、用紙に画像を印刷するためのものである。ま
た、プリントユニット７には、用紙を収容したトレイを複数備えた多段給紙ユニット８が
付設されており、これにより、複数種類の用紙から適宜なものを選択して、プリントユニ
ット７が使用する記録用紙として適用することができる。ここで、トレイに収容される用
紙としては、Ａ４縦長、Ａ４横長、Ｂ５縦長、Ｂ５横長、Ａ３縦長などがある。
【００２１】
　ローカルエリアネットワークインターフェース回路９は、このネットワークファクシミ
リ装置ＦＸをローカルエリアネットワークＬＡＮに接続するためのものであり、ローカル
エリアネットワーク伝送制御部１０は、ローカルエリアネットワークＬＡＮを介して、他
のデータ端末装置との間で種々のデータをやりとりするための各種所定のプロトコルスイ
ートの通信制御処理を実行するためのものである。
【００２２】
　磁気ディスク装置１１は、多数の印刷データなどを蓄積するためのものであり、この磁
気ディスク装置１１を利用して、例えば、ユーザ別に印刷ジョブデータなどを保存するド
キュメントボックス機能などの機能を実現することができる。
【００２３】
　これらのシステム制御部１、システムメモリ２、パラメータメモリ３、時計回路４、操
作表示部５、ページバッファメモリ６、プリントユニット７、多段給紙ユニット８、ロー
カルエリアネットワーク伝送制御部１０、および、磁気ディスク装置１１は、内部バス１
２に接続され、これらの各部のデータのやりとりは、主としてこの内部バス１２を介して
行われる。
【００２４】
　図３は、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ（ＰＣ１～ＰＣｎ）の構成例を示している。
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【００２５】
　同図において、ＣＰＵ（中央処理装置）２１は、このパーソナルコンピュータ装置ＰＣ
の動作制御を行うものであり、ＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）２２は、ＣＰＵ２１が
起動時に実行するプログラムや必要なデータ等を記憶するためのものであり、ＲＡＭ（ラ
ンダム・アクセス・メモリ）２３は、ＣＰＵ２１のワークエリア等を構成するためのもの
である。
【００２６】
　キャラクタジェネレータ２４は、図形文字の表示データを発生するためのものであり、
時計回路２５は、現在日時情報を出力するためのものであり、ローカルエリアネットワー
クインターフェース回路２６は、このパーソナルコンピュータ装置ＰＣをローカルエリア
ネットワークＬＡＮに接続するためのものであり、ローカルエリアネットワーク伝送制御
部２７は、ローカルエリアネットワークＬＡＮを介して、他のデータ端末装置との間で種
々のデータをやりとりするための各種所定のプロトコルスイートの通信制御処理を実行す
るためのものである。
【００２７】
　磁気ディスク装置２８は、種々のアプリケーションプログラム、ワークデータ、ファイ
ルデータ、画情報データなどの種々のデータを記憶するためのものであり、ＣＤ－ＲＯＭ
装置２９は、交換可能な記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭ３０のデータを読み込むためのもの
であり、ＣＲＴ画面表示装置３１は、このパーソナルコンピュータ装置ＰＣを操作するた
めの画面を表示するためのものであり、表示制御部３２は、ＣＲＴ画面表示装置３１の表
示内容を制御するためのものである。
【００２８】
　キーボード装置３３は、このパーソナルコンピュータ装置ＰＣに種々のキー操作を行う
ためのものであり、画面指示装置３４は、ＣＲＴ画面表示装置３１の任意の点を指示する
等の操作作業を行うためのものであり、入力制御部３５は、キーボード装置３３および画
面指示装置３５の入力情報を取り込む等するためのものである。
【００２９】
　これらのＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、キャラクタジェネレータ２４、時計回
路２５、ローカルエリアネット伝送制御部２７、磁気ディスク装置２８、ＣＤ－ＲＯＭ装
置２９、表示制御部３２、および、入力制御部３５は、内部バス３６に接続されており、
これらの各要素間のデータのやりとりは、主としてこの内部バス３５を介して行われる。
【００３０】
　図４は、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ（ＰＣ１～ＰＣｎ）における印刷制御系の構
成例を示している。同図では、印刷ポート（物理的な接続口）としてＵＳＢポート、パラ
レルポート、および、ネットワークポートの３つを備えた場合について示している。
【００３１】
　印刷機能を有するアプリケーションＡＰ（例えば、文書作成アプリケーションなど）は
、オペレーティングシステムＯＳに実装されているプリントシステムＰＳを利用して、い
ずれかの印刷ポートに接続されているプリンタに対して、印刷ジョブを送信する。
【００３２】
　プリントシステムＰＳにおいて、ドライバ選択ユーザ・インタフェース（ＵＩ）部ＳＵ
は、プリンタドライバの表示画面において、どの印刷ポートのドライバを使用するかをユ
ーザに選択させるためのものであり、それにより、ＵＳＢポートのドライバユーザ・イン
タフェースＤＵ１、パラレルポートのドライバユーザ・インタフェースＤＵ２、および、
ネットワークポートのドライバユーザ・インタフェースＤＵ３のいずれかが選択され、ア
プリケーションＡＰから印刷要求を受信するとともに、印刷条件設定をアプリケーション
ＡＰに対して送信する。
【００３３】
　また、ドライバＤＶ１は、ＵＳＢポートを利用する際の印刷データの処理を行うための
プリンタドライバであり、ポートモニタＰＭ１は、ＵＳＢポートに接続されているプリン
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タ（図示略）との間でデータを送受信するとともに、プリンタの接続状況等を監視するた
めのものである。
【００３４】
　また、ドライバＤＶ２は、パラレルポートを利用する際の印刷データの処理を行うため
のプリンタドライバであり、ポートモニタＰＭ２は、パラレルポートに接続されているプ
リンタ（図示略）との間でデータを送受信するとともに、プリンタの接続状況等を監視す
るためのものである。
【００３５】
　また、ドライバＤＶ３は、ネットワークポートを利用する際の印刷データの処理を行う
ためのプリンタドライバ（ネットワーク対応プリンタドライバ）であり、ポートモニタＰ
Ｍ３は、ネットワークポートに接続されているネットワークプリンタ装置ＦＸとの間でデ
ータを送受信するとともに、ネットワークプリンタ装置ＦＸの接続状況等を監視するため
のものである。
【００３６】
　また、ユーザログイン管理部ＬＣは、ドライバユーザ・インタフェースＤＵ１，ＤＵ２
，ＤＵ３からログインＩＤとパスワードの取得が要求されると、あらかじめ複数のユーザ
のユーザ情報を記憶しているユーザデータデータベースＵＤから、要求されたログインＩ
Ｄとパスワードを取得して、対応するドライバユーザ・インタフェースＤＵ１，ＤＵ２，
ＤＵ３へログインＩＤとパスワードを送信する。
【００３７】
　また、ドライバユーザ・インタフェースＤＵ１，ＤＵ２，ＤＵ３は、取得したログイン
ＩＤとパスワードを認証データ保存部ＮＤに保存する。そして、それ以降、現在ログイン
中のユーザについて、ログインＩＤとパスワードを参照する必要が生じた場合、認証デー
タ保存部ＮＤに保存したログインＩＤとパスワードを取り出すようにしている。
【００３８】
　ここで、ユーザ情報の一例を図５に示す。
【００３９】
　このユーザ情報は、おのおののログインユーザについて作成されるものであり、当該ユ
ーザの氏名、当該ユーザの所属、当該ユーザに設定されているログインＩＤ、当該ユーザ
に登録されているパスワード、当該ユーザに設定されているメールアドレス、当該ユーザ
に設定されているアクセス権（例えば、「一般ユーザ」、「管理者ユーザ」など）などが
含まれる。
【００４０】
　図６は、ネットワークプリンタ装置ＦＸのプリンタアプリケーションの概略構成を示し
ている。
【００４１】
　このプリンタアプリケーションＰＰは、ローカルエリアネットワークＬＡＮを介して印
刷ジョブのデータを入力するための印刷データ入力部ＤＩ、印刷データ入力部ＤＩを介し
て入力された印刷ジョブが後述するユーザ認証印刷モードであるか、通常の印刷ジョブで
あるかを判別するための印刷ジョブ判別部ＪＢ、ユーザ認証印刷モードの印刷ジョブを処
理するための認証印刷処理部ＳＪ、通常の印刷ジョブ、および、ユーザ認証印刷モードの
行ける印刷処理を実行するための印刷処理部ＮＪ、および、操作表示部５へのユーザイン
タフェース処理を行うためのパネル操作部ＰＫを含む。
【００４２】
　また、認証印刷処理部ＳＪは、磁気ディスク装置１１に設けられる認証印刷データ保存
部ＤＸに、ユーザ認証印刷モードの印刷ジョブデータを保存する。ここで、認証印刷デー
タ保存部ＤＸは、ドキュメントボックスの機能を利用して形成される。
【００４３】
　印刷ジョブデータの記述例を図７に示す。
【００４４】
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　１行目は印刷ジョブの開始をあらわすものであり、２行目はジョブ名を指定するもので
あり、３行目は印刷部数を指定するものであり、４行目は両面印刷の有無（この場合は無
し（＝ＯＦＦ））を指定するものであり、５行目はステープル処理の有無（この場合は無
し（＝ＯＦＦ））を指定するものであり、６行目はパンチ処理の有無（この場合は無し（
＝ＯＦＦ））を指定するものである。
【００４５】
　また、７行目はユーザ認証印刷モードを指定するものであり、８行目はユーザＩＤを通
知するためのものであり、９行目はパスワードを通知するためのものである。なお、これ
以降には、印刷データが続く。
【００４６】
　したがって、印刷ジョブ判別部ＪＢは、「＠ＰＪＬ　ＳＪＯＢ」という行を見つけると
、当該印刷ジョブデータはユーザ認証印刷モードのものであると判別し、それ以外の場合
は、通常の印刷ジョブであると判断する。
【００４７】
　また、印刷ジョブデータに含まれるユーザＩＤとパスワードは、印刷データとともに認
証印刷データ保存部ＤＸに保存され、ユーザ認証のために使用される。
【００４８】
　さて、本実施例では、ユーザ認証印刷モードを設定することができる。このユーザ認証
印刷モードでは、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎは、ユーザ認証情報と印刷
データをローカルエリアネットワークＬＡＮを介してネットワークプリンタ装置ＦＸへ送
信する。
【００４９】
　ネットワークプリンタ装置ＦＸは、ユーザ認証印刷モードの印刷ジョブを受信すると、
いずれかのドキュメントボックスへ当該印刷ジョブを保存する。例えば、ドキュメントボ
ックス００１へ、受信したユーザ認証情報と印刷データを保存する。
【００５０】
　この印刷を指示したユーザは、ネットワークプリンタ装置ＦＸへと赴き、操作表示部５
を操作して、ドキュメントボックス００１を呼び出し、印刷ジョブの実行、あるいは、削
除を指令することができる。
【００５１】
　このとき、ネットワークプリンタ装置ＦＸは、呼び出されたドキュメントボックス００
１に保存されている印刷ジョブがユーザ認証印刷モードであるので、操作表示部８にユー
ザ認証情報、この場合は、例えば、ユーザＩＤとパスワードを入力要求するガイダンスを
表示する。
【００５２】
　ユーザは、表示されたガイダンスに従って、ユーザＩＤとパスワードを入力する。
【００５３】
　このユーザのユーザＩＤとパスワードの入力が終了すると、ネットワークプリンタ装置
ＦＸは、ドキュメントボックス００１に保存されているユーザ認証情報（ユーザＩＤとパ
スワード）を取得し、入力された内容と照合して、一致するかどうかを調べる。
【００５４】
　一致した場合には、ユーザ認証を通過したこととなり、ドキュメントボックス００１に
保存された印刷データを印刷したり、あるいは、ドキュメントボックス００１に保存され
た印刷データを削除する。
【００５５】
　ユーザ認証印刷モードでは、以上のような動作となる。
【００５６】
　図８は、パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎのユーザが印刷動作を指示する際
に実行されるパーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎのプリンタシステムＰＳの処理
の一部の一例を示している。
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【００５７】
　ユーザが印刷動作を指示すると、プリンタシステムＰＳは、まず、図９に示すような印
刷設定ダイアログボックスを表示する（処理１０１）。そして、この印刷設定ダイアログ
ボックスで、印刷方法として「ユーザ認証印刷」が指定されているかどうかを調べる（判
断１０２）。
【００５８】
　判断１０２の結果がＹＥＳになるときには、その印刷設定ダイアログボックスのユーザ
ＩＤの入力欄ＲＲ１に文字列が入力されているかどうかを調べる（判断１０３）。判断１
０３の結果がＮＯになるときには、オペレーティングシステムＯＳのユーザログイン管理
部ＬＣから、当該ユーザのログインＩＤを取得し（処理１０４）、入力欄ＲＲ１にログイ
ンＩＤの内容をセットし（処理１０５）、次いで、オペレーティングシステムＯＳのユー
ザログイン管理部ＬＣから、当該ユーザのパスワードを取得し（処理１０６）、パスワー
ドの入力欄ＲＲ２に取得したパスワードの内容をセットする（処理１０７）。
【００５９】
　次いで、プリンタ設定（図１０参照）の「ログインＩＤのみ設定可能」の項目のチェッ
クボックスＲＲ３にチェックがされているかどうかを調べる（判断１０８）。判断１０８
の結果がＹＥＳになるときには、図１１に示すように、印刷設定ダイアログボックスのユ
ーザＩＤおよびパスワードの表示項目および入力欄ＲＲ１，ＲＲ２の入力内容をグレイア
ウトして、入力欄ＲＲ１，ＲＲ２に入力されている文字列を変更不可状態に設定（図１１
では、グレイアウト表示の部分に網掛けしている）する（処理１０９）。
【００６０】
　次に、印刷設定ダイアログボックスの「ＯＫ」ボタンＢＢ１または「キャンセル」ボタ
ンＢＢ２が押されたかどうかを調べ（判断１１０）、判断１１０の結果がＮＯになるとき
には、判断１０２へ戻る。
【００６１】
　また、判断１１０の結果がＹＥＳになるときには、印刷設定ダイアログボックスを閉じ
て（処理１１１）、そのときにオペレーティングシステムＯＳから取得したログインＩＤ
とパスワードを、それぞれそのときのユーザのユーザＩＤとパスワードとして認証データ
保存部ＮＤに保存する（処理１１２）。
【００６２】
　そして、アプリケーションＡＰから印刷動作を実行する（処理１１３）。
【００６３】
　また、判断１０８の結果がＮＯになるとき、または、判断１０３の結果がＹＥＳになる
とき、または、判断１０２の結果がＮＯになるときには、判断１１０へ進み、それ以降の
処理を実行する。
【００６４】
　なお、印刷設定ダイアログボックスにおいて、ユーザＩＤ入力欄ＲＲ１の内容がキーボ
ードで変更された場合はパスワードとの関連性がなくなっているため、パスワード入力欄
ＲＲ２の入力内容をクリアし、ユーザへパスワードの再入力を促すようにする。
【００６５】
　このようにして、本実施例では、オペレーティングシステムＯＳのサービス（ユーザロ
グイン管理部ＬＣ）よりログインＩＤとパスワードを取得して、それぞれユーザーＩＤと
パスワードの入力欄に自動的に入力しているので、ユーザ認証印刷モードの際のユーザの
入力の手間を大幅に簡略化することができる。
【００６６】
　また、ログインＩＤがキーボードで変更された場合はパスワードとの関連性がなくなっ
ているため、パスワード入力欄をクリアすることでユーザーへパスワードの再入力を促す
ことができ、パスワード忘れを防ぐことができる。
【００６７】
　また、ログインＩＤとパスワードをキーボードから変更できないようにすることで、一
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旦ログインしたパーソナルコンピュータ装置ＰＣからは一意のユーザＩＤで印刷が行われ
るため、ユーザーごとの印刷管理を可能にすることができる。
【００６８】
　なお、上述した実施例では、画像形成装置としてネットワークプリンタ装置を適用した
場合について説明したが、本発明は、それ以外の画像形成装置、例えば、スキャナ装置、
プリンタ装置、複写機、ファクシミリ装置、および、複合機等についても同様にして適用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施例にかかる印刷システムを示したブロック図。
【図２】ネットワークプリンタ装置ＦＸの構成の一例を示したブロック図。
【図３】パーソナルコンピュータ装置ＰＣ（ＰＣ１～ＰＣｎ）の構成例を示したブロック
図。
【図４】パーソナルコンピュータ装置ＰＣ（ＰＣ１～ＰＣｎ）における印刷制御系の構成
例を示したブロック図。
【図５】ユーザ情報の一例を示した概略図。
【図６】ネットワークプリンタ装置ＦＸのプリンタアプリケーションの概略構成を示した
ブロック図。
【図７】印刷ジョブデータの記述例を示した概略図。
【図８】パーソナルコンピュータ装置ＰＣ１～ＰＣｎのプリンタシステムＰＳの処理の一
部の一例を示したフローチャート。
【図９】印刷設定ダイアログボックスの一例を示した概略図。
【図１０】プリンタ設定の一例を示した概略図。
【図１１】印刷設定ダイアログボックスの他の例を示した概略図。
【符号の説明】
【００７０】
　ＦＸ　ネットワークプリンタ装置
　ＰＣ，ＰＣ１～ＰＣｎ　パーソナルコンピュータ装置
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