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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　ユーザーのＩＤ及びパスワードを含むログイン情報を入力する第１のログイン操作に応
じて前記情報処理装置をログイン状態に移行させる第１の認証手段と、
　前記情報処理装置から予め定められた範囲内の人体を検知する人体検知手段と、
　前記ログイン状態において前記人体検知手段で人体が検知されない場合に、前記情報処
理装置のエラー発生中であれば前記ログイン情報を記憶して前記ログイン状態を解除し、
前記情報処理装置のエラー発生中でなければ前記ログイン情報を記憶せずに前記ログイン
状態を解除する認証解除手段と、
　前記情報処理装置のエラー発生中に前記認証解除手段により前記ログイン状態が解除さ
れた後、次に前記第１のログイン操作が開始されるまでの間に、前記エラーが解消した場
合であって前記第１のログイン操作より操作数が少ない前記パスワードを入力するという
第２のログイン操作が行われた場合に、前記第２のログイン操作で入力された前記パスワ
ードと前記認証解除部によって記憶された前記ログイン情報とに基づく認証を行って前記
情報処理装置を前記ログイン状態に移行させる第２の認証手段と、
　を備えた情報処理装置。
【請求項２】
　前記認証解除手段により前記ログイン状態が解除される場合に前記ログイン状態で設定
されたジョブに関するジョブ設定情報を記憶手段に記憶させるジョブ記憶制御手段と、
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　前記認証解除手段により前記ログイン状態が解除された後、前記第１のログイン操作よ
り操作手順が少ないジョブ再開操作に応じて前記記憶手段に記憶された前記ジョブ設定情
報に従って前記ジョブを再開させるジョブ再開手段と、
　を更に備えた請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報処理装置のエラー発生中に前記認証解除手段で前記ログイン状態が解除された
後、前記エラーが解消した場合に第１の操作キー及び第２の操作キーのいずれか一方又は
両方を含む再ログイン画面を表示手段に表示させる表示制御手段を備えてなり、
　前記第２のログイン操作が、前記第１の操作キーの操作を含み、
　前記ジョブ再開操作が、前記第２の操作キーの操作を含む請求項１又は２に記載の情報
処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段が、前記人体検知手段により人体が検知されている場合に前記再ログ
イン画面を表示させ、前記人体検知手段により人体が検知されていない場合は前記再ログ
イン画面を非表示にする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段が、前記再ログイン画面に第３の操作キーを表示させ、
　前記第１の認証手段が、前記第３の操作キーの操作に応じて前記第１のログイン操作が
行われる通常ログイン画面を表示させる請求項３又は４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　画像形成処理及び画像読取処理のいずれか一方又は両方を実行する画像処理手段を備え
た請求項１～５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　情報処理装置に搭載された制御部が、
　ユーザーのＩＤ及びパスワードを含むログイン情報を入力する予め定められた第１のロ
グイン操作に応じて前記情報処理装置をログイン状態に移行させる第１の認証工程と、
　前記ログイン状態において前記情報処理装置から予め定められた範囲内の人体を検知す
る人体検知手段で人体が検知されない場合に、前記情報処理装置のエラー発生中であれば
前記ログイン情報を記憶して前記ログイン状態を解除し、前記情報処理装置のエラー発生
中でなければ前記ログイン情報を記憶せずに前記ログイン状態を解除する認証解除工程と
、
　前記情報処理装置のエラー発生中に前記認証解除工程により前記ログイン状態が解除さ
れた後、次に前記第１のログイン操作が開始されるまでの間に、前記エラーが解消した場
合であって前記第１のログイン操作より操作数が少ない前記パスワードを入力するという
第２のログイン操作が行われた場合に、前記第２のログイン操作で入力された前記パスワ
ードと前記認証解除部によって記憶された前記ログイン情報とに基づく認証を行って前記
情報処理装置を前記ログイン状態に移行させる第２の認証工程と、
　を実行する認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザーが情報処理装置にログインする際の認証方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザーのＩＤ及びパスワード等が入力されるログイン操作に応じて前記ユ
ーザーを認証し、前記ユーザーのログイン状態に移行するコピー機及び複合機などの画像
形成装置（情報処理装置の一例）が知られている。また、ログイン状態でユーザーが画像
形成装置から所定時間以上離れた場合に自動的にログアウト処理が実行される構成も知ら
れている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１６８５８８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば画像形成装置において紙切れ又はトナー切れなどのエラーが発生した
場合、ユーザーはそのエラーに対処するために画像形成装置から一時的に離れることがあ
る。このような場合、ユーザーは前記エラーを解除した後で画像形成装置を継続して使用
する可能性が高い。そのため、このような一時的な離間状態でも前述のように自動的にロ
グイン状態が解除されると、ユーザーは画像形成装置のエラーを解除した後にＩＤ及びパ
スワード等を入力するログイン操作を再度行う必要がある。一方、ユーザーが画像形成装
置から離れてから所定時間が経過するまでの間、ログイン状態を継続させると、そのログ
イン状態のまま他のユーザーによって画像形成装置が使用されるおそれがある。
　本発明の目的は、ユーザーの再ログインの手間を軽減しつつ他人のログイン状態での使
用を抑制することのできる情報処理装置及び認証方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、第１の認証手段、人体検知手段、認証解除手段、及び第２の認証手段を備え
た情報処理装置である。前記第１の認証手段は、予め定められた第１のログイン操作に応
じて情報処理装置をログイン状態に移行させる。前記人体検知手段は、前記情報処理装置
から予め定められた範囲内の人体を検知する。前記認証解除手段は、前記ログイン状態に
おいて前記人体検知手段で人体が検知されない場合に前記ログイン状態を解除する。前記
第２の認証手段は、前記認証解除手段により前記ログイン状態が解除された後、前記第１
のログイン操作より操作数が少ない第２のログイン操作に応じて前記情報処理装置を前記
ログイン状態に移行させる。
　また、本発明は、第１の認証工程、認証解除工程、及び第２の認証工程を実行する認証
方法である。前記第１の認証工程は、予め定められた第１のログイン操作に応じて情報処
理装置をログイン状態に移行させる。前記認証解除工程は、前記ログイン状態において前
記情報処理装置から予め定められた範囲内の人体を検知する人体検知手段で人体が検知さ
れない場合に前記ログイン状態を解除する。前記第２の認証工程は、前記認証解除工程に
より前記ログイン状態が解除された後、前記第１のログイン操作より操作数が少ない第２
のログイン操作に応じて前記情報処理装置を前記ログイン状態に移行させる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ユーザーの再ログインの手間を軽減しつつ他人のログイン状態での使
用を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態に係る複合機の要部を示す斜視図。
【図２】本発明の実施の形態に係る複合機の要部を示す模式断面図。
【図３】本発明の実施の形態に係る複合機のシステム構成を示すブロック図。
【図４】ログイン管理処理の手順の一例を説明するためのフローチャート。
【図５】再ログイン処理の手順の一例を説明するためのフローチャート。
【図６】操作画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に供
する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範
囲を限定する性格のものではない。
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【０００９】
＜複合機１０の概略構成＞
　まず、図１～図３を参照しつつ、本発明の実施の形態に係る複合機１０の概略構成につ
いて説明する。
　図１～図３に示すように、前記複合機１０は、画像読取部１、操作表示部２、画像形成
部３、給紙カセット４、制御部５、人体検知部６、及びデータ記憶部７などを備えた情報
処理装置の一例である。
　なお、前記複合機１０は、本発明に係る情報処理装置の一例に過ぎず、画像読取処理及
び画像形成処理のいずれか一方又は両方を実行するスキャナー、ファクシミリ装置、プリ
ンター、及びコピー機などの画像読取装置又は画像形成装置なども本発明に係る情報処理
装置に該当する。また、パーソナルコンピューター、テレビジョン受像機、スマートフォ
ン、タブレット端末、ＰＤＡ、その他の家電製品も本発明に係る情報処理装置に該当する
。
【００１０】
　前記画像読取部１は、原稿から画像データを読み取る画像読取処理を実行する画像読取
手段である。前記画像読取部１は、図２に示すように、コンタクトガラス１１、読取ユニ
ット１２、ミラー１３、１４、光学レンズ１５、及びＣＣＤ（Charge　Coupled　Device
）１６などを備えている。
　前記コンタクトガラス１１は、前記画像読取部１の上面に設けられており、画像読取対
象となる原稿が載置される透明な原稿台である。なお、前記画像読取部１の上部には、前
記コンタクトガラス１１を覆うカバー部と原稿を自動的に搬送する搬送装置とを備えた原
稿自動送り装置（ＡＤＦ）が装着されるが本実施の形態では図示を省略している。
　前記読取ユニット１２は、ＬＥＤ光源１２１及びミラー１２２を備えており、ステッピ
ングモーター等の駆動モーターを用いた不図示の移動機構によって副走査方向７１へ移動
可能に構成されている。そして、前記駆動モーターにより前記読取ユニット１２が副走査
方向に移動されると、前記ＬＥＤ光源１２１から前記コンタクトガラス１１上に照射され
る光が副走査方向に走査される。
　前記ＬＥＤ光源１２１は、主走査方向（図２における奥行き方向）に沿って配列された
多数の白色ＬＥＤを備えており、前記コンタクトガラス１１上の読取位置１２Ａにある原
稿に向けて１ライン分の白色光を照射する。なお、前記読取位置１２Ａは、前記読取ユニ
ット１２の副走査方向への移動に伴って副走査方向に移動する。
　前記ミラー１２２は、前記ＬＥＤ光源１２１から前記読取位置１２Ａにある原稿に光を
照射したときの反射光を前記ミラー１３に向けて反射させる。そして、前記ミラー１２２
で反射した光は、前記ミラー１３、１４によって前記光学レンズ１５に導かれる。前記光
学レンズ１５は、入射した光を集光して前記ＣＣＤ１６に入射させる。
　前記ＣＣＤ１６は、受光した光をその光量に応じた電気信号（電圧）に変換し、画像デ
ータとして出力する光電変換素子である。即ち、前記ＣＣＤ１６は、前記ＬＥＤ光源１２
１から光が照射されたときに前記原稿から反射した光に基づいて前記原稿の画像データを
読み取る。前記ＣＣＤ１６で読み取られた画像データは前記制御部５に入力される。
【００１１】
　前記画像形成部３は、前記画像読取部１で読み取られた画像データ、又は外部のパーソ
ナルコンピューター等の情報処理装置から入力された画像データに基づいて画像形成処理
（印刷処理）を実行する電子写真方式の画像形成手段である。
　前記画像形成部３は、図２に示すように、感光体ドラム３１、帯電装置３２、露光装置
（ＬＳＵ）３３、現像装置３４、転写ローラー３５、クリーニング装置３６、定着ローラ
ー３７、及び加圧ローラー３８などを備えている。そして、前記画像形成部３では、前記
給紙カセット４から供給される用紙に以下の手順で画像が形成される。
　まず、前記帯電装置３２によって前記感光体ドラム３１が所定の電位に一様に帯電され
る。次に、前記露光装置３３により前記感光体ドラム３１の表面に画像データに基づく光
が照射される。これにより、前記感光体ドラム３１の表面に画像データに対応する静電潜
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像が形成される。そして、前記感光体ドラム３１上の静電潜像は前記現像装置３４によっ
てトナー像として現像（可視像化）される。なお、前記現像装置３４には、前記画像形成
部３に着脱可能な不図示のトナーコンテナからトナー（現像剤）が補給される。続いて、
前記感光体ドラム３１に形成されたトナー像は前記転写ローラー３５によって用紙に転写
される。その後、用紙に転写されたトナー像は、その用紙が前記定着ローラー３７及び前
記加圧ローラー３８の間を通過する際に前記定着ローラー３７で加熱されて溶融定着する
。なお、前記感光体ドラム３１の表面は前記クリーニング装置３６で清掃される。
【００１２】
　前記給紙カセット４には、複数枚の用紙が収容される。また、前記給紙カセット４は、
内部に収容された用紙の残量を検出する用紙残量センサーを備えており、前記用紙残量セ
ンサーは検出した用紙の残量を前記制御部５に入力する。そして、前記制御部５は、前記
用紙残量センサーによる検出結果に応じて、前記給紙カセット４の紙切れなどのエラーを
検知する。
　ここで、前記用紙残量センサーによる用紙の残量の検出手法としては従来周知の各種の
検出手法を採用すればよい。例えば、前記用紙残量センサーは、前記給紙カセット４内の
用紙の有無を検出する光学式センサーを含むことが考えられる。また、前記給紙カセット
４には、上端の用紙がピックアップローラーに接触するまで前記給紙カセット４内の用紙
を上方に持ち上げるリフト板が設けられている。そのため、前記用紙残量センサーは、前
記リフト板の昇降位置に応じて用紙の残量を検出するものであってもよい。さらに、前記
給紙カセット４が前記複合機１０に装着された際に前記リフト板が上昇して上端の用紙が
ピックアップローラーに接触するまでの時間とその後の印刷枚数とに応じて前記制御部５
が用紙の残量（枚数）を検出することも考えられる。
【００１３】
　前記操作表示部２は、図１に示すようにタッチパネル２１及び操作ボタン２２を備えて
いる。前記タッチパネル２１は、前記制御部５からの制御指示に従って各種の情報を表示
する液晶パネル等の表示部と、ユーザーによる操作入力に応じて操作信号を前記制御部５
に入力する位置検出部とを有する。即ち、前記タッチパネル２１は前記複合機１０におけ
る表示手段及び操作手段を兼ねている。前記操作ボタン２２は、ユーザーによる前記制御
部５への各種の操作入力が行われるテンキー及びスタートキー等の各種の操作ボタンを有
している。前記操作ボタン２２は、ユーザーによる前記操作ボタンの操作に応じて該操作
ボタンに対応する操作信号を前記制御部５に入力する。
【００１４】
　前記人体検知部６は、前記複合機１０の前面パネルに設けられており、前記複合機１０
から予め定められた検知範囲内で人体を検知する人体検知手段である。例えば、前記人体
検知部６は、ユーザーが前記操作表示部２を操作する際にそのユーザーの存在を検知し得
る検知範囲内で人体を検知する。前記人体検知部６は、例えば入射する赤外線に基づいて
熱変化を検出することにより人体の存在を検知する焦電型赤外線センサーである。なお、
前記人体検知部６は、例えば超音波を用いて人体の近接を検知する超音波式変位センサー
などの従来周知の各種センサーであってもよい。前記人体検知部６による検知結果は、前
記制御部５に入力される。これにより、前記制御部５では、前記複合機１０の近くにユー
ザーが存在するか否かを判定することが可能となる。例えば、前記制御部５は、前記人体
検知部６により人体が検知された場合に前記操作表示部２のタッチパネル２１の表示を開
始し、前記人体検知部６により人体が検知されなくなると前記タッチパネル２１の表示を
終了する。これにより、前記タッチパネル２１の表示による電力消費が省減される。
【００１５】
　前記データ記憶部７は、前記複合機１０を使用可能なユーザーとして予め登録されたユ
ーザーのＩＤ及びパスワードに関する照合情報などを記憶するハードディスク又はＳＳＤ
等の不揮発性記憶手段である。前記照合情報は、前記制御部５によって実行される後述の
ログイン管理処理及び再ログイン処理におけるユーザーの認証処理で参照される。
【００１６】
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　前記制御部５は、図３に示すように、ＣＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３、ＥＥＰＲ
ＯＭ５４などの制御機器を有し、前記複合機１０の動作を制御するコンピューターである
。具体的に、前記制御部５は、前記ＲＯＭ５２に予め記憶された各種の制御プログラムを
前記ＣＰＵ５１で実行することにより、コピー処理、スキャン処理、プリント処理、ファ
クシミリ処理などを前記複合機１０に実行させる。また、前記ＲＡＭ５３は揮発性の記憶
手段、前記ＥＥＰＲＯＭ５４は不揮発性の記憶手段であって、前記ＣＰＵ５１が実行する
各種の処理の一時記憶メモリー又は画像メモリーとして使用される。なお、前記制御部５
は、集積回路（ＡＳＩＣ、ＤＳＰ）などの電子回路で構成されたものであってもよく、前
記複合機１０を統括的に制御するメイン制御部と別に設けられた制御部であってもよい。
　また、前記制御部５の前記ＲＯＭ５２には、前記制御部５の前記ＣＰＵ５１に後述のロ
グイン管理処理（図４参照）及び再ログイン処理（図５参照）を実行させるための認証プ
ログラムが予め記憶されている。そして、前記制御部５は、前記ログイン管理処理及び前
記再ログイン処理を実行することにより前記複合機１０に対するユーザーのログイン状態
を制御する。
　なお、前記認証プログラムは、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュメモリーなどのコンピュータ
ー読み取り可能な記録媒体に記録されており、前記記録媒体から前記制御部５の前記ＥＥ
ＰＲＯＭ５４又は前記データ記憶部７などの記憶手段にインストールされてもよい。本発
明は、前記複合機１０で前記ログイン管理処理及び前記再ログイン処理の各処理手順を実
行する認証方法として捉えることができる。また、本発明を、前記制御部５に前記ログイ
ン管理処理及び前記再ログイン処理の各処理手順を実行させるための認証プログラム、又
は前記認証プログラムを記録したコンピューター読み取り可能な記録媒体として捉えても
よい。
【００１７】
＜ログイン管理処理＞
　以下、図４を参照しつつ、前記制御部５によって実行されるログイン管理処理の手順の
一例について説明する。なお、前記制御部５により実行される前記ログイン管理処理の処
理手順（ステップ）をステップＳ１、Ｓ２、・・・と称する。
【００１８】
［ステップＳ１］
　まず、ステップＳ１において、前記制御部５は、予め定められたログイン操作が前記操
作表示部２に対して行われたか否かを判断する。前記ログイン操作は、前記操作表示部２
に対する複数の操作手順を含む。
　具体的に、前記制御部５は、前記人体検知部６の検知範囲で人体が検知された場合に、
前記操作表示部２のタッチパネル２１に、ユーザーが通常のログイン操作を行うための通
常ログイン画面Ｐ１を表示させる。
　ここに、図６（Ａ）は、前記通常ログイン画面Ｐ１の一例を示す図である。図６（Ａ）
に示す前記通常ログイン画面Ｐ１には、ユーザーのＩＤを入力するためのＩＤ入力部２１
１と、ユーザーのパスワードを入力するためのＰＷ入力部２１２とが表示されている。そ
して、ユーザーは、前記ＩＤ入力部２１１にＩＤを入力し、前記ＰＷ入力部２１２にパス
ワードを入力する。即ち、ユーザーによって行われるログイン操作（第１のログイン操作
に相当）には、複数の前記ＩＤ入力部２１１及び前記ＰＷ入力部２１２の操作手順が含ま
れる。なお、このとき前記制御部５は、前記ＩＤ入力部２１１又は前記ＰＷ入力部２１２
が操作されると、前記タッチパネル２１にソフトウェアキーボードを表示させ、前記ソフ
トウェアキーボードの操作によるユーザーのＩＤ及びパスワードの入力を受け付ける。
　ここで、前記制御部５は、前記ログイン操作が行われたと判断した場合（Ｓ１のＹｅｓ
側）、処理をステップＳ２に移行させる。一方、前記ログイン操作が行われるまでの間（
Ｓ１のＮｏ側）、前記制御部５は処理を前記ステップＳ１で待機させる。
　なお、本実施の形態では、前記制御部５が、前記操作表示部２のタッチパネル２１を用
いてログイン操作を行う場合を例に挙げて説明するがこれに限らない。例えば、前記複合
機１０がカードリーダー又は指紋照合装置を備え、ユーザーが自己のＩＤカード又は自己
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の指紋を前記カードリーダー又は前記指紋照合装置に読み取らせた後、所定のパスワード
を入力することも第１のログイン操作の一例である。
【００１９】
［ステップＳ２］
　ステップＳ２において、前記制御部５は、前記ＩＤ入力部２１１及び前記ＰＷ入力部２
１２に入力されたＩＤ及びパスワードと前記データ記憶部７に記憶された前記照合情報の
ＩＤ及びパスワードとを照合してユーザー認証の有無を判断する。
　ここで、前記制御部５は、前記照合結果が一致でありユーザーが認証されたと判断した
場合（Ｓ２のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３に移行させる。一方、前記制御部５は、前
記照合結果が一致でない場合（Ｓ２のＮｏ側）、ユーザーが認証されなかった旨を前記操
作表示部２の前記タッチパネル２１に表示させ、処理を前記ステップＳ１に移行させる。
【００２０】
［ステップＳ３］
　ステップＳ３において、前記制御部５は、前記複合機１０を前記ステップＳ２で認証さ
れたユーザーのログイン状態に移行させる。これにより、前記複合機１０では、前記ユー
ザーのログイン状態で各種の動作が行われる。例えば、前記複合機１０に記憶された前記
ユーザーのデータフォルダの参照が可能となり、前記複合機１０における印刷処理の枚数
が前記ユーザーの印刷枚数としてカウントアップされる。
　このように、前記通常ログイン画面Ｐ１における前記タッチパネル２１への前記ログイ
ン操作に応じて前記複合機１０をログイン状態に移行させる処理（第１の認証工程）を実
行するときの前記制御部５が第１の認証手段に相当する。以下、説明の便宜上、前記ステ
ップＳ２で認証されたユーザーを特定ユーザーと言い、前記ユーザーとは異なるユーザー
を第３者ユーザーと言う。
【００２１】
［ステップＳ４］
　ステップＳ４において、前記制御部５は、前記操作表示部２に対して予め設定されたロ
グアウト操作が行われたか否かを判断する。例えば、前記ログアウト操作は、前記操作表
示部２のタッチパネル２１に表示されたログアウトキー（不図示）の操作である。
　ここで、前記制御部５は、前記ログアウト操作が行われたと判断した場合（Ｓ４のＹｅ
ｓ側）、処理をステップＳ４１に移行させる。一方、前記ログアウト操作が行われていな
い場合（Ｓ４のＮｏ側）、前記制御部５は処理をステップＳ５に移行させる。
【００２２】
［ステップＳ４１］
　ステップＳ４１において、前記制御部５は前記特定ユーザーのログイン状態を解除する
ログアウト処理を実行し、処理を前記ステップＳ１に戻す。
【００２３】
［ステップＳ５］
　一方、ステップＳ５において、前記制御部５は、前記人体検知部６により人体が検知さ
れているか否かを判断する。例えば、前記制御部５は、前記人体検知部６により人体の動
作が検知されない期間が所定時間以上継続した場合に人体が検知されなくなったと判断す
る。
　ここで、前記制御部５は、前記人体検知部６により人体が検知されていると判断した場
合（Ｓ５のＹｅｓ側）、処理を前記ステップＳ４に移行させる。一方、前記制御部５は、
前記人体検知部６により人体が検知されなくなったと判断した場合（Ｓ５のＮｏ側）、処
理をステップＳ６に移行させる。従って、前記人体検知部６により人体が検知されている
間、前記複合機１０では前記ログイン状態が継続される。
【００２４】
［ステップＳ６］
　ステップＳ６において、前記制御部５は、予め設定された所定項目のエラーが前記複合
機１０で発生しているか否かを判断する。即ち、前記ステップＳ６において、前記制御部
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５は、前記複合機１０で前記エラーの発生中に前記人体検知部６により人体が検知されな
くなったか否かを判断する。
例えば、前記所定項目のエラーには、紙詰まり、紙切れ、トナー切れ（インク切れ）、感
光体ドラムの交換時期、トナー廃棄ボックスの飽和、コンタクトガラスの汚れ等のエラー
が含まれる。なお、前記複合機１０では、前記複合機１０におけるエラー発生の有無を監
視するための処理が前記制御部５によって別に実行されているが、係る処理は従来と同様
であるためここでは説明を省略する。
　ここで、前記制御部５は、前記所定項目のエラーが発生していると判断した場合（Ｓ６
のＹｅｓ側）、処理をステップＳ７に移行させる。一方、前記所定項目のエラーが発生し
ていない場合（Ｓ６のＮｏ側）、前記制御部５は処理を前記ステップＳ４１に移行させ、
前記ログイン状態を自動的に解除させる。
【００２５】
［ステップＳ７］
　ステップＳ７において、前記制御部５は、前記特定ユーザーに関するログイン情報と、
前記ログイン状態で設定されたジョブの内容に関するジョブ情報とを前記ＥＥＰＲＯＭ５
４又は前記データ記憶部１４等の記憶手段に記憶させる。ここに、前記ステップ７を実行
するときの前記制御部５がジョブ記憶制御手段に相当する。これにより、前記複合機１０
では、後述のステップＳ８において前記特定ユーザーのログイン状態が解除される場合に
前記ジョブ設定情報が前記ＥＥＰＲＯＭ５４又は前記データ記憶部１４等の記憶手段で保
持されることになる。
　前記ログイン情報には、例えば前記ログイン状態にある前記特定ユーザーの氏名、ＩＤ
、パスワード、及びログイン日時などの情報が含まれる。また、前記ジョブの内容には、
例えば印刷枚数、印刷サイズ、拡大及び縮小、２ｉｎ１、濃度、データ送信の宛先、及び
エラー発生前までのジョブの進捗状況（残りのジョブ内容）などの情報が含まれる。なお
、前記ステップＳ７では、前記ステップＳ６で発生中であると判断されたエラーに関する
エラー情報も前記ログイン情報及び前記ジョブ設定情報と共に前記ＥＥＰＲＯＭ５４又は
前記データ記憶部１４等の記憶手段に記憶される。
【００２６】
［ステップＳ８］
　ステップＳ８において、前記制御部５は前記特定ユーザーのログイン状態を解除するロ
グアウト処理を実行する。このように、前記複合機１０では、前記ログイン状態において
前記エラーの発生中に前記人体検知部６で人体が検知されなくなった場合に（Ｓ５のＮｏ
側、Ｓ６のＹｅｓ側）、前記ステップＳ４１又は前記ステップＳ８において前記ログイン
状態が自動的に解除される。ここに、前記人体検知部６の検知結果に応じて前記ログイン
状態を自動的に解除する処理（認証解除工程）を実行するときの前記制御部５が認証解除
手段に相当する。
【００２７】
［ステップＳ９］
　ステップＳ９において、前記制御部５は、前記ステップＳ６で発生中であると判断され
た前記エラーが解消されるまで処理を待機させる（Ｓ９のＮｏ側）。そして、前記エラー
が解消されると（Ｓ９のＹｅｓ側）、前記制御部５は処理をステップＳ１０に移行させる
。例えば、前記複合機１０で紙切れのエラーが発生している場合、前記複合機１０の前記
給紙カセット４に用紙が補充されることにより前記エラーは解消される。
【００２８】
［ステップＳ１０］
　そして、ステップＳ１０において、前記制御部５は、前記特定ユーザーによる簡単な操
作で前記複合機１０を前記特定ユーザーのログイン状態に復帰させることが可能な再ログ
イン処理を実行する。なお、前記再ログイン処理の終了後、前記制御部５は処理を前記ス
テップＳ１に戻す。
【００２９】
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＜再ログイン処理＞
　以下、図５を参照しつつ、前記制御部５によって実行される前記再ログイン処理の手順
の一例について説明する。なお、前記制御部５により実行される前記再ログイン処理の処
理手順（ステップ）をステップＳ１１、Ｓ１２、・・・と称する。
【００３０】
［ステップＳ１１］
　まず、ステップＳ１１において、前記制御部５は、前記タッチパネル２１に、前記特定
ユーザーが簡単な操作で再ログインを行うことが可能な再ログイン画面Ｐ２を表示させる
。また、前記制御部５が、前記人体検知部６により人体が検知されている場合にのみ前記
タッチパネル２１に前記再ログイン画面Ｐ２を表示させ、人体が検知されていない場合に
は前記再ログイン画面Ｐ２を非表示にすることも考えられる。
　ここに、図６（Ｂ）は、前記再ログイン画面Ｐ２の一例を示す図である。図６（Ｂ）に
示すように、前記再ログイン画面Ｐ１には、前記特定ユーザーが再ログインを行うための
操作画面Ｐ２１と、前記第３者ユーザーが通常のログインを行うための操作画面Ｐ２２と
が表示されている。
　前記操作画面Ｐ２１には、前記特定ユーザーの識別情報「Ａ」が表示されると共に再ロ
グインキー２１３（第１の操作キーの一例）及びジョブ再開キー２１４（第２の操作キー
の一例）が表示されている。前記再ログインキー２１３は、前記特定ユーザーとして再ロ
グインを行う際に操作される操作キーである。前記ジョブ再開キー２１４は、前記特定ユ
ーザーが前記ログイン状態で設定し、前記エラーによって中断されていたジョブを再開さ
せる際に操作される操作キーである。なお、前記操作画面Ｐ２１に、前記再ログインキー
２１３及び前記ジョブ再開キー２１４のいずれか一方のみが表示されることも他の実施形
態として考えられる。
　また、前記操作画面Ｐ２２には、前記ステップＳ１で表示された前記通常ログイン画面
Ｐ１（図６（Ａ）参照）を表示させるための新規ログインキー２１５（第３の操作キーの
一例）が表示されている。
【００３１】
［ステップＳ１２～Ｓ１４］
　次に、ステップＳ１２～Ｓ１４において、前記制御部５は、前記タッチパネル２１に表
示された前記再ログインキー２１３、前記ジョブ再開キー２１４、及び前記新規ログイン
キー２１５のいずれかが選択されるまで処理を待機させる（Ｓ１２～Ｓ１４のＮｏ側）。
　そして、前記再ログインキー２１３が操作されたと判断すると（Ｓ１２のＹｅｓ側）、
前記制御部５は処理をステップＳ１２１に移行させる。また、前記ジョブ再開キー２１４
が操作されたと判断すると（Ｓ１３のＹｅｓ側）、前記制御部５は処理をステップＳ１３
１に移行させる。一方、前記新規ログインキー２１５が操作されたと判断すると（Ｓ１４
のＹｅｓ側）、前記制御部５は処理をステップＳ１５に移行させる。なお、前記制御部５
が、前記ステップＳ９でエラーが解消されたと判断された後、予め設定された所定時間が
経過しても前記再ログイン画面Ｐ２におけるユーザー操作が行われない場合に、処理をス
テップＳ１５に移行させることも他の実施形態として考えられる。
【００３２】
［ステップＳ１２１］
　前記再ログインキー２１３が操作された場合、続くステップＳ１２１において、前記制
御部５は、前記複合機１０を前記特定ユーザーのログイン状態に移行させ、その後、処理
を前記ログイン管理処理（図４参照）の前記ステップＳ４に移行させる。具体的に、前記
制御部５は、前記ログイン管理処理（図４参照）における前記ステップＳ７で前記ＥＥＰ
ＲＯＭ５４に記憶された前記ログイン情報に基づいて前記特定ユーザーを判断し、前記特
定ユーザーのログイン状態に前記複合機１０を移行させる。
　このように、前記制御部５は、前記通常ログイン画面Ｐ１（図６（Ａ）参照）における
通常のログイン操作を要することなく、前記再ログインキー２１３の操作のみに応じて前
記複合機１０を前記特定ユーザーのログイン状態に移行させる。従って、ユーザーは、前
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記通常ログイン画面Ｐ１における操作手順より操作数が少ない簡単な操作手順により、前
記複合機１０に再ログインすることができる。ここに、前記再ログインキー２１３の操作
が第２のログイン操作の一例であり、前記第２のログイン操作に応じて前記複合機１０を
前記ログイン状態に移行させる処理（第２の認証手段）を実行するときの前記制御部５が
第２の認証手段に相当する。
【００３３】
　なお、前記再ログインキー２１３が操作された場合に、前記制御部５が、図６（Ｃ）に
示すように、前記タッチパネル２１に簡易ログイン画面Ｐ３を表示させることも考えられ
る。前記簡易ログイン画面Ｐ３には、前記通常ログイン画面Ｐ１（図６（Ａ）参照）で表
示されていた前記ＩＤ入力部２１１の表示が省略され、前記ＩＤ入力部２１２のみが表示
されている。そして、前記制御部５は、前記タッチパネル２１のユーザー操作により前記
ＰＷ入力部２１２にパスワードが入力されると、前記ステップＳ３と同様に前記特定ユー
ザーを認証するための処理を実行する。このとき、前記制御部５は、前記ＥＥＰＲＯＭ５
４に記憶されている前記ログイン情報から前記特定ユーザーのＩＤを読み出し、前記ＩＤ
及び前記パスワードにより前記特定ユーザーの認証を行う。このような構成によっても、
前記特定ユーザーは、前記パスワードを入力する手順が省略されるため、前記特定ユーザ
ーによる再ログイン時の操作数が前記通常のログイン操作に比べて少なくなる。なお、こ
のような再ログインの手法は一例に過ぎず、通常のログイン操作よりもユーザーによる操
作数が少なくなる手法であれば他の操作手順により再ログインが行われてもよい。例えば
、前記ＩＤ又は前記パスワードの入力文字数が最初又は最後の一部の文字のみに短縮され
ることも考えられる。また、カードリーダーのカード読取操作及びパスワード入力を含む
ログイン手法を採用した構成では、カード読取操作又はパスワード入力のいずれか一方の
みの操作により再ログインが行われることが考えられる。
【００３４】
［ステップＳ１３１～Ｓ１３２］
　また、前記ジョブ再開キー２１４が操作された場合、続くステップＳ１３１において、
前記制御部５は、前記ステップＳ１２１と同様に前記複合機１０を前記特定ユーザーのロ
グイン状態に移行させる。ここに、前記ジョブ再開キー２１４の操作がジョブ再開操作の
一例である。
　続いて、ステップＳ１３２において、前記制御部５は、前記特定ユーザーのログイン状
態で前記エラーの発生によって一時中断されたジョブが存在する場合に前記ジョブを再開
し、処理を前記ステップＳ４に移行させる。
　具体的に、前記制御部５は、前記ログイン管理処理（図４参照）における前記ステップ
Ｓ７で前記ＥＥＰＲＯＭ５４又は前記データ記憶部７などに記憶された前記ジョブ設定情
報に従って前記ジョブの内容を判断し、前記複合機１０に前記ジョブを再開させる。なお
、中断されているジョブが存在しない場合、前記制御部５は前記ステップＳ１３２を省略
して処理を前記ステップＳ３に移行させる。また、中断されているジョブが存在しない場
合、前記制御部５が前記再ログイン画面に前記ジョブ再開キー２１４を表示させないこと
も他の実施形態として考えられる。
　このように、前記制御部５は、前記通常ログイン画面Ｐ１（図６（Ａ）参照）における
通常のログイン操作及びジョブの再設定を要することなく、前記ジョブ再開キー２１４の
操作のみに応じて再ログイン及び中断ジョブの再開を実行する。従って、前記特定ユーザ
ーは、前記通常ログイン画面Ｐ１における操作手順より操作数が少ない簡単な操作手順に
より、前記複合機１０に再ログインし、前記複合機１０に前記ジョブを再開させることが
できる。そのため、前記特定ユーザーは前記ジョブを再設定する手間から開放される。こ
こに、前記ジョブ再開キー２１４の操作も第２のログイン操作の一例であり、前記ジョブ
の再開処理を実行するときの前記制御部５がジョブ再開手段に相当する。
【００３５】
［ステップＳ１５］
　一方、前記新規ログインキー２１５が操作された場合、続くステップＳ１５において、
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前記制御部５は、前記ＥＥＰＲＯＭ５４又は前記データ記憶部７に記憶された前記ログイ
ン情報及び前記ジョブ設定情報を消去する。その後、前記制御部５は前記再ログイン処理
を終了し、前記ログイン管理処理（図４参照）における前記ステップＳ１に処理を移動さ
せることにより前記通常ログイン画面Ｐ１を前記タッチパネル２１に表示させる。
　これにより、前記第３者ユーザーは、前記新規ログインキー２１５を操作することによ
り、前記通常ログイン画面Ｐ１において、前記特定ユーザーではなく前記第３者ユーザー
自身として前記複合機１０への通常のログイン操作を実行することになる。なお、前記制
御部５が、前記ステップＳ１５で前記ジョブ設定情報を消去せず、次に前記特定ユーザー
によってログインが行われた場合に前記ジョブ設定情報に基づいて中断ジョブが再開可能
な構成も他の実施形態として考えられる。
【００３６】
　以上、説明したように、前記複合機１０では、前記特定ユーザーのログイン状態でエラ
ー等の発生により前記特定ユーザーが前記複合機１０から一時的に離れた後、前記エラー
が解消した場合に前記特定ユーザーが簡単な操作で再ログインすることが可能である。
　また、前記特定ユーザーとは別の前記第３者ユーザーは、前記再ログイン画面Ｐ２にお
いて他人である前記特定ユーザーとしてのログインと前記第３者ユーザー自身としてのロ
グインとを意図的に選択することになる。そのため、前記第３者ユーザーが、前記複合機
１０を前記特定ユーザーとしてログインした状態で使用するためには、他人である前記特
定ユーザーとしてログインする意図的な操作を伴う。これにより、前記第３者ユーザーが
他人のログイン状態で前記複合機１０を使用する不正使用が抑制される。
【００３７】
　なお、本実施の形態では、前記複合機１０でエラーが発生したことによりユーザーが前
記複合機１０から一時的に離間する場合を例に挙げて説明したがこれに限らない。具体的
に、前記人体検知部６により人体が検知されなくなり前記ログイン状態が自動的に解除さ
れた場合、次に前記人体検知部６により人体が検知されたときに前記ステップＳ１０にお
ける再ログイン処理を実行することが他の実施形態として考えられる。これにより、前記
複合機１０にログインした前記特定ユーザーが一時的に離れて前記複合機１０を再度使用
する事情が生じた場合に、その再ログインを簡単な操作によって行うことができると共に
、前記第３者ユーザーによる不正使用が抑制される。
【符号の説明】
【００３８】
１　：画像読取部
２　：操作表示部
２１：液晶パネル
２２：操作ボタン
３　：画像形成部
４　：給紙カセット
５　：制御部
５１：ＣＰＵ
５２：ＲＯＭ
５３：ＲＡＭ
５４：ＥＥＰＲＯＭ
６　：人体検知部
７　：データ記憶部
Ｓ１、Ｓ２、・・・：処理手順（ステップ）番号
Ｓ１１、Ｓ１２、・・・：処理手順（ステップ）番号
１０　：複合機（情報処理装置の一例）
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