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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有することを特徴とするジョブ処理システム。
【請求項２】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記電源がＯＦＦ状態になる前に、前記報知手段により前記存在を報知させることを特
徴とするジョブ処理システム。
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【請求項３】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にす
ることを特徴とするジョブ処理システム。
【請求項４】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御手段は、
　前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介して入力され
た場合、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブの処理が完了していなくても、前記
シャットダウン処理を前記装置により開始させることを特徴とするジョブ処理システム。
【請求項５】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御手段は、
　前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介して入力され
なければ、前記シャットダウン処理を実行させずに、前記処理中及び／又は処理待ち状態
のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とするジョブ処理システム。
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【請求項６】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御手段は、
　前記操作がオペレータによりなされた時点から前記シャットダウン処理を実行させるた
めの前記指示が入力されるまでの期間中に、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブ
の処理を前記装置により継続させることを特徴とするジョブ処理システム。
【請求項７】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記存在を前記報知手段により報知させている最中でも、前記処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とするジョブ処理システム
。
【請求項８】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知可能にしたジ
ョブ処理システムであって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させる制御手段を有し、
　前記制御手段は、
　前記前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる場合、そのジョブの受付番号
または処理状況またはユーザ名またはそのジョブの処理を行うのに前記装置にて利用する
機能の少なくとも何れかをユーザが特定できるようにした情報を前記報知手段により報知
させることを特徴とするジョブ処理システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載のジョブ処理システムであって、
　前記装置は、コピー機能、プリント機能、ファクシミリ機能、ネットワーク送信機能、
ボックス機能の何れかの機能を利用するジョブとして、スキャナ手段からのデータを記憶
手段を介してプリント手段に供給することによりプリントするジョブ、前記記憶手段のデ
ータを他装置に送信するジョブ、他装置からのデータを前記記憶手段を介して前記プリン
ト手段に供給することによりプリントするジョブの何れかを処理することを特徴とするジ
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ョブ処理システム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載のジョブ処理システムであって、
　前記報知手段は、前記存在を表示または音声出力することを特徴とするジョブ処理シス
テム。
【請求項１１】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させることを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記電源がＯＦＦ状態になる前に、前記報知手段により前記存在を報知させることを特
徴とする制御方法。
【請求項１３】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にす
ることを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
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　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御方法は、
前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介して入力された
場合、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブの処理が完了していなくても、前記シ
ャットダウン処理を前記装置により開始させることを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御方法は、
　前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介して入力され
なければ、前記シャットダウン処理を実行させずに、前記処理中及び／又は処理待ち状態
のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする制御方法。
【請求項１６】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレー
タからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処
理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の
少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし
、
　前記制御方法は、
前記操作がオペレータによりなされた時点から前記シャットダウン処理を実行させるため
の前記指示が入力されるまでの期間中に、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブの
処理を前記装置により継続させることを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
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　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記存在を前記報知手段により報知させている最中でも、前記処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする制御方法。
【請求項１８】
　ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段により報知させる制御方
法であって、
　前記制御方法は、
　前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりなされた際に、前記
装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課
金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に
、後者のジョブについての情報は報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により
報知させ、
　前記制御方法は、
　前記前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる場合、そのジョブの受付番号
または処理状況またはユーザ名またはそのジョブの処理を行うのに前記装置にて利用する
機能の少なくとも何れかをユーザが特定できるようにした情報を前記報知手段により報知
させることを特徴とする制御方法。
【請求項１９】
　請求項１１乃至１８の何れか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させるための
プログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　請求項１１乃至１８の何れか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジョブ処理システム及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オフィスなどにおいて使用される複写機やプリンタなどの様々な機能を１台に組
み込む復号化が進められ、複写機の内部に画像処理機能を有するプリンタコントローラを
組み込み、１台で複写機とプリンタとの両方の機能を有するデジタル複合機（Multi Func
tion Peripheral,：ＭＦＰ）と呼ばれる画像処理装置が市場で発売されている。このよう
な複合機には、ファクス機能などが更に追加され多機能化が進んでいる。
【０００３】
　従来より、デジタル複合機には、未使用時の消費電力を抑えるためにスリープモードを
備えたものがある。
【０００４】
　しかしながら、スリープモードにおいてもわずかながら電力を消費するため、ユーザに
よっては本体電源を遮断する場合がある。また、近年はセキュリティ意識の向上により、
最終使用者は本体の電源を遮断したいという要望が増えてきている。
【０００５】
　そのため、近年デジタル複合機には投入されたすべてのジョブが終了した後に、主電源
を遮断するシャットダウンモードと呼ばれるモードを備えたものがある。
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【０００６】
　例えば、特許文献１には、主電源の遮断の実行指示を受け付けたときに、画像形成動作
実行中であれば、主電源の遮断の実行指示を受け付けた旨を表示し、画像形成動作が終了
した後に主電源を遮断することが記載されている。
【特許文献１】特開２００１－２６５１７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術のような装置にて、例えば、電源の遮断指示を受け付けたこと
は表示させることが出来るかもしれないが、、その際に、例えば、もし、該装置にてジョ
ブが投入されている状態であったり、処理中であったり、処理待ち状態であったとしても
、そのようなことをユーザに確認させることができずに、ユーザはこのことに気づかない
ので、このような構成では、操作性や使い勝手や運用面等の観点からみても、いまだ課題
が残されている。
【０００８】
　又、例えば、電源遮断の際に、ジョブが投入されていても、どのようなジョブが投入さ
れており、電源遮断時に、どのジョブがリカバリされてどのジョブがリカバリされないか
などについても表示等確認が出来ない。又、例えば、ジョブとしては投入されているが暗
証番号などの入力を含む所定の操作を行なわないと実行されないようなプリントジョブ（
例えば、セキュアプリントジョブ）についても、このようなジョブ（の状態）を意識した
表示は行なわれない。
【０００９】
　本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、電源を遮断するシャ
ットダウン処理を行なう前に、シャットダウン処理によって影響を受けるジョブをユーザ
が容易に認識できるようにすることを目的とする。
【００１０】
　又、更に本発明は、例えば、シャットダウン処理によって影響を受けるジョブをユーザ
が容易に認識できるようにするが為に、必要以上の情報を該ユーザに報知してしまう等の
新たな別の問題が生じてしまうことも未然に防止できるようにすることを目的とする。
【００１１】
　又、更に本発明は、例えば、上記目的を果たしながらも、極力、装置の稼働率、生産性
を向上できるようにすることを目的とする。
【００１２】
　又、更に本発明は、例えば、上記目的を果たしながらも、装置の利用環境を考慮しなが
ら、ユーザからの様々なニーズに対応した柔軟な装置、システムを提供することが出来る
ようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手段によ
り報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にするため
の操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち状態の
ジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処理を行
っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報知しな
いで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有することを特徴と
する。
【００１４】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
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理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記電源がＯＦＦ状態になる前に、前記報知手段により前記存在を報知させる
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力される
オペレータからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセ
ルする処理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去す
る処理の少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行
可能にすることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力される
オペレータからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセ
ルする処理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去す
る処理の少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行
可能にし、前記制御手段は、前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記
操作手段を介して入力された場合、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブの処理が
完了していなくても、前記シャットダウン処理を前記装置により開始させることを特徴と
する。
【００１７】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力される
オペレータからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセ
ルする処理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去す
る処理の少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行
可能にし、前記制御手段は、前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記
操作手段を介して入力されなければ、前記シャットダウン処理を実行させずに、前記処理
中及び／又は処理待ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする
。
【００１８】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
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状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力される
オペレータからの指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセ
ルする処理、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去す
る処理の少なくとも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行
可能にし、前記制御手段は、前記操作がオペレータによりなされた時点から前記シャット
ダウン処理を実行させるための前記指示が入力されるまでの期間中に、前記処理中及び／
又は処理待ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記存在を前記報知手段により報知させている最中でも、前記処理中及び／又
は処理待ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知可能にしたジョブ処理システムであって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にす
るための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち
状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処
理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報
知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる制御手段を有し、前記制
御手段は、前記前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる場合、そのジョブの
受付番号または処理状況またはユーザ名またはそのジョブの処理を行うのに前記装置にて
利用する機能の少なくとも何れかをユーザが特定できるようにした情報を前記報知手段に
より報知させることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作が
オペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブと
して、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処理を行っても課
金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報知しないで前者
のジョブの存在を前記報知手段により報知させることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
電源がＯＦＦ状態になる前に、前記報知手段により前記存在を報知させることを特徴とす
る。
【００２３】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
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ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレータから
の指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処理、前
記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の少なく
とも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にすること
を特徴とする。
【００２４】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレータから
の指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処理、前
記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の少なく
とも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし、前記
制御方法は、前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介し
て入力された場合、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブの処理が完了していなく
ても、前記シャットダウン処理を前記装置により開始させることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレータから
の指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処理、前
記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の少なく
とも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし、前記
制御方法は、前記シャットダウン処理を実行させるための前記指示が前記操作手段を介し
て入力されなければ、前記シャットダウン処理を実行させずに、前記処理中及び／又は処
理待ち状態のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
報知手段により前記存在を報知させた後に、操作手段を介して入力されるオペレータから
の指示に従って、前記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブをキャンセルする処理、前
記処理中及び／又は処理待ち状態のジョブのデータを記憶手段から消去する処理の少なく
とも何れかを行なうシャットダウン処理を前記ジョブ処理装置により実行可能にし、前記
制御方法は、記操作がオペレータによりなされた時点から前記シャットダウン処理を実行
させるための前記指示が入力されるまでの期間中に、前記処理中及び／又は処理待ち状態
のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする。
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【００２７】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
存在を前記報知手段により報知させている最中でも、前記処理中及び／又は処理待ち状態
のジョブの処理を前記装置により継続させることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明は、例えば、ジョブ処理装置により処理されるジョブに係る情報を報知手
段により報知させる制御方法であって、前記制御方法は、前記装置の電源をＯＦＦ状態に
するための操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待
ち状態のジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による
処理を行っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は
報知しないで前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させ、前記制御方法は、前記
前者のジョブの存在を前記報知手段により報知させる場合、そのジョブの受付番号または
処理状況またはユーザ名またはそのジョブの処理を行うのに前記装置にて利用する機能の
少なくとも何れかをユーザが特定できるようにした情報を前記報知手段により報知させる
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４１】
　請求項１、１１記載の本発明によれば、ジョブ処理装置の電源をＯＦＦ状態にするため
の操作がオペレータによりなされた際に、前記装置にて処理中及び／又は処理待ち状態の
ジョブとして、前記装置による処理によって課金されるジョブと前記装置による処理を行
っても課金されないジョブとが混在する場合に、後者のジョブについての情報は報知しな
いで前者のジョブの存在を報知手段により報知させることができる。
【００４２】
このように、ジョブ処理装置の電源をＯＦＦ状態にするための操作がオペレータによりな
された際に、当該装置にて処理中及び／又は処理待ち状態のジョブとして、前記装置によ
る処理によって課金されるジョブと前記装置による処理を行っても課金されないジョブと
が混在していても、報知手段により報知されるべきジョブの存在をオペレータが容易に認
識することが可能となる効果を奏することができる。
【００４３】
　又、本発明によれば、例えば、上記効果を奏すが為に、必要以上の情報を該ユーザに報
知してしまう等の問題が生じるのを未然に防止できるようにすることが出来る等の効果を
奏することが出来る。
【００４４】
　又、更に本発明によれば、例えば、上記効果を奏すると共に、極力、装置の稼働率、生
産性を向上できるようにすることが出来る等の効果を奏することが出来る。
【００４５】
　又、更に本発明よれば、上記効果を奏する共に、装置の利用環境を考慮しながら、ユー
ザからの様々なニーズに対応した柔軟な装置、システムを提供することが出来る等の効果
を奏することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下に、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。
ただし、以下の実施形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００４７】
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　＜システムの構成＞
　図１は、本発明に係る画像処理装置を含むネットワークシステム（画像処理システムや
画像形成システムや単に印刷システムとも呼ぶ）の構成例を示すブロック図である。
【００４８】
　図示されたように、文書管理装置１０１、スキャナ及びプリンタ機能を持つ、本発明に
係る画像処理装置の実施形態としてのデジタル複合機（ＭＦＰ）１０２、パーソナルコン
ピュータ１０３、イメージスキャナ１０４、ファクシミリ装置１０５、プリンタ１０６が
、ネットワーク手段１０７により互いに接続されている。
【００４９】
　本明細書では、デジタル複合機１０２、イメージスキャナ１０４、ファクシミリ１０５
、プリンタ１０６などを総称して画像処理装置と呼ぶ。ネットワーク手段１０７は無線Ｌ
ＡＮ、有線ＬＡＮ、公衆回線などの有線、無線の通信手段を利用して実現される。
【００５０】
　＜デジタル複合機の構成＞
　図２は、本発明に係る画像処理装置（画像形成装置とも呼ぶ。又、単に印刷装置とも呼
ぶ）の実施形態としてのデジタル複合機１０２の構成例を示すブロック図である。
【００５１】
　本実施形態のデジタル複合機１０２は、スキャナ部２０１、プリンタ部２０２、操作表
示部２０３、符号化復号化部２０４、システムメモリ２０５、ページメモリ２０６、シャ
ットダウン制御部２１２を含むシステム制御部２０７、ＦＡＸ通信制御部２０８、ネット
ワークＩ／Ｆ２０９、ハードディスク（ＨＤ）２１０、及び各部を接続する内部バス２１
１を備えている。
【００５２】
　スキャナ部２０１は、指定されたモード（例えば、紙サイズ、解像度、濃度等）に応じ
て原稿を読み取って画像データを作成し、プリンタ部２０２は、プリントが指定された文
書（画像）を印刷してフィニッシャー等の排紙装置を介して排紙トレーに出力する。操作
表示部２０３は、ユーザが各種設定操作を行うと共に、装置の動作状態などを表示する。
符号化復号化部２０４は、送信する画像データを符号化して圧縮する一方、受信した圧縮
データを復号化して元の画像データに復元する。
【００５３】
　システムメモリ２０５は、ＲＡＭ部およびＲＯＭ部からなり、装置に予め登録しておく
情報が格納される。ページメモリ２０６には、符号化や復号化を行う際に１ページ分の画
像データが展開される。システム制御部２０７は、本ブロック図で示した各部や装置全体
を監視・制御する中央演算装置（ＣＰＵ）を含むマイクロコンピュータで構成される。そ
して、このシステム制御部２０７内には、以下で詳述するシャットダウン処理を行うシャ
ットダウン制御部２１２が含まれている。
【００５４】
　通信制御部２０８は、ＰＳＴＮ回線等のファクシミリ回線に接続されており、このＰＳ
ＴＮ回線を介して他のファクシミリ装置と通信する。ネットワークＩ／Ｆ２０９は、ＬＡ
Ｎ等のネットワークに接続されており、該ネットワークに接続された他の機器と通信する
。ＨＤ（ハードディスク）２１０は、複数のジョブのデータを記憶可能な、磁気ディスク
等の不揮発性の大容量メモリであり、受信した文書データやスキャンした文書データ等が
例えばファイル形式で格納させることができる。
【００５５】
　本実施形態のデジタル複合機１０２は、このデータ記憶ユニットの一例としての大容量
メモリのＨＤ２１０を用いて、色々な種類の複数のジョブデータ（単にジョブとも呼ぶ）
を、順次、及び、並行（同時）に、処理可能に構成している。
【００５６】
　例えば、本実施形態のデジタル複合機１０２は、自装置のスキャナ部２０１から入力し
た印刷対象となるジョブデータ（１ページ或いは複数ページからなる一連の印刷画像デー
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タ）を、該ＨＤ２１０を介して、自装置のプリント部２０２でプリントさせる、コピー機
能（コピーモードとも呼ぶ）を具備する。
【００５７】
　又、該デジタル複合機１０２は、他装置（例えば、イメージスキャナ装置１０４や、文
書管理装置１０１や、パーソナルコンピュータ１０３等の情報処理装置や、ファクシミリ
装置１０５や、該デジタル複合機１０２と同等の構成・機能を具備する他のデジタル複合
機、等の、外部装置）とのデータの送受信処理を行う為のデータ通信ユニット（例えば、
ＦＡＸ通信制御部２０８やネットワークＩ／Ｔ部２０９等の通信インタフェースユニット
）により受信する、他装置から受付けた印刷対象となるジョブデータを、該ＨＤ２１０を
介して、自装置のプリント部２０２でプリントさせる、プリント機能（プリントモードと
も呼ぶ）も具備する。
【００５８】
　又、該デジタル複合機１０２は、自装置のスキャナ部２０１から受付けたジョブデータ
、及び／又は、他装置（例えば、イメージスキャナ装置１０４や、文書管理装置１０１や
、パーソナルコンピュータ１０３等の情報処理装置や、ファクシミリ装置１０５等の外部
装置）から受付けたジョブデータを、該ＨＤ２１０を介して、上記データ通信ユニット（
例えば、ＦＡＸ通信制御部２０８やネットワークＩ／Ｔ部２０９等の通信インタフェース
ユニット）により、他装置（例えば、イメージスキャナ装置１０４や、文書管理装置１０
１や、パーソナルコンピュータ１０３等の情報処理装置や、ファクシミリ装置１０５等の
外部装置）に対してデータ送信処理させる、送信／ファックス機能（送信／ファックスモ
ードとも呼ぶ）も具備する。
【００５９】
　又、該デジタル複合機１０２は、自装置のスキャナ部２０１から受付けたジョブデータ
、及び／又は、他装置（例えば、イメージスキャナ装置１０４や、文書管理装置１０１や
、パーソナルコンピュータ１０３等の情報処理装置や、ファクシミリ装置１０５等の外部
装置）から受付けたジョブデータを、該ＨＤ２１０内のボックス領域という所定の記憶領
域に格納させ、その後、該デジタル複合機１０２の操作部２０３を介して、ユーザが、該
ボックス領域に格納された複数のジョブデータの中から所望のジョブデータを選択し、該
選択したジョブデータを、該ユーザの所望の出力処理条件でもって、自装置のプリンタ部
２０２でプリントさせたり、上記データ通信ユニットにより、他装置に対してデータ送信
させることができるようにする、ボックス機能も具備している。
【００６０】
　又、該デジタル複合機１０２は、複数のジョブをＨＤ２１０に格納可能とし、且つ、例
えば、あるジョブを該ＨＤ２１０から読み出してプリンタ部２０２で印刷させている間や
、上記データ通信ユニットにより他装置に送信させている間であっても、このような出力
処理（印刷処理や送信処理）に並行して、該ジョブよりも後に入力された他のジョブのデ
ータを該ＨＤ２１０に随時格納可能にする。このように、ＨＤ２１０に対するジョブの入
力処理と、ＨＤ２１０からのジョブの出力処理を同時並行に実行可能にする。
【００６１】
　尚且つ、例えば、ある印刷対象のジョブのデータ（例えば、１０ページからなるジョブ
Ａとする）をＨＤ２１０から読み出して該プリンタ部２０２でプリントさせている最中に
、該ジョブＡとは異なる別の印刷対象のジョブのデータ（例えば、２０ページからなるジ
ョブＢ）を該デジタル複合機１０２が受付けた場合（スキャナ部２０１及びＦＡＸ通信制
御部２０８及びネットワークＩ／Ｆ部２０９の何れかの入力経路からジョブＢが入力され
た場合）、該ジョブＡよりも後に入力されたジョブＢのデータを、印刷待機ジョブとして
、該ＨＤ２１０に保持しておき、ジョブＡの印刷処理が全て（１０ページ分全て）完了す
るまで、該ジョブＢの印刷処理を待機させるよう制御する。そして、ジョブＡの印刷が全
て完了したうえで、該ジョブＢのデータをＨＤ２１０から読み出して該ジョブＢの印刷処
理をプリンタ部２０２で開始させるよう制御する。このように、印刷対象のジョブをＨＤ
２１０に随時記憶可能にし、印刷対象のジョブがＨＤ２１０に複数存在するならば、先行
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するジョブの印刷が完了するまで、後続のジョブを印刷待ち状態にし、先行のジョブの印
刷が完了したら、後続ジョブの印刷を開始させることで、順次、これら複数のジョブを印
刷させるよう制御している。
【００６２】
　本実施形態は、上記のような各種のジョブの処理を、システム制御部２０７が制御して
いる。又、上記のような印刷対象のジョブの印刷処理を制御したり、送信／ファクシミリ
機能等により該デジタル複合機１０２から他装置へ送信対象となるジョブの送信処理を制
御する為に、該制御部２０７は、ＨＤ２１０等の適当なメモリに、図１５に示すような、
処理すべきジョブの動作・処理を制御・管理する為の、管理テーブル１５００を作成して
メモリ上で管理するよう制御している。
【００６３】
　例えば、該制御部２０７は、ＨＤ２０１にデータが格納された、印刷要求がなされ、且
つ、印刷できる状態（例えば、ＰＤＬデータならば、ビットマップデータに展開し、記録
紙に印刷できる状態）になった、印刷対象のジョブのジョブ情報を、受付順に随時、該管
理テーブル１５００に書き込むよう制御する。図１５の例は、管理テーブル１５００に、
文書Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆという５つの印刷すべきジョブがエントリーされている場合の例
である。
【００６４】
　又、更に、該制御部２０７は、送信／ファクシミリ機能により、ＨＤ２０１にデータが
格納された、送信要求がなされ、且つ、データ送信できる状態になった、送信対象のジョ
ブのジョブ情報を、受付け順に随時、該管理テーブル１５００に書き込むよう制御する。
図１５の例では、管理テーブル１５００に、文書Ｅ、Ｇという２つの送信すべきジョブが
エントリーされている例である。
【００６５】
　該制御部２０７は、管理テーブル１５００にて、各ジョブに受付け番号を付与したり、
各ジョブ毎に、機能名を識別（特定）する為の情報、及び、入力源やユーザ名を識別する
為の情報、ページ数を識別する為の情報、印刷条件や送信条件等、各種の処理条件を識別
する為の情報、ジョブ処理状況（印刷対象のジョブならばプリント中なのかプリント待ち
なのか等の情報、送信対象のジョブならば、送信中なのか送信待ちなのか等の情報を含む
、各種ジョブ状況情報）等を、書き込むよう制御する。
【００６６】
　なお、制御部２０７が該管理テーブル１５００に各種ジョブ情報を書き込むにあたり、
該管理テーブル１５００における機能名に関する情報や入力源に関する情報は、複数の入
力経路（スキャナ装置、ＦＡＸ通信制御部２０８、ネットワークＩ／Ｆ２０９）のうちの
どの経路から入力されたジョブであるかを制御部２０７が判断した結果を用いたり、操作
部２０３でユーザが複数の機能ボタン（例えば図４等の画面の上部にある、コピーボタン
、送信／ファクシミリ機能ボタン、ボックス機能）のうちのどの機能のボタンを操作した
かを操作部２０３からの情報に基づいて判断した結果等を用いる。又、受け番号等に関す
る情報は、該テーブルにジョブをエントリーする毎に割当てる。文書名やユーザ名やペー
ジ数や処理条件等の情報は、画像データが含まれるジョブデータの内容の解析結果を用い
たり、操作部２０３から取得した操作部２０３にてユーザにより設定された処理条件の情
報を用いる。ジョブの処理状況に関する情報は、スキャナ部２０１やプリント部２０２や
ＦＡＸ通信制御部２０８やネットワークＩ／Ｆ２０９から取得した各デバイスの動作状況
やステータス状況等に基づいて、適宜更新する。
【００６７】
　又、図１５の管理テーブル１５００の例では、文書Ａのジョブの印刷処理をプリンタ部
２０２にて実行させながら、文書Ｅのジョブの外部装置への送信処理をＦＡＸ通信制御部
２０８に実行させている。このように、本実施形態では、ＨＤ２１０を使って、あるジョ
ブをプリンタ部２０２でプリントさせる動作と、別のジョブをＦＡＸ通信部２０８やネッ
トワークＩ／Ｆ部２０９で外部装置へ送信させる動作を、並行して（同時に）実行できる



(15) JP 4125269 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

ように、制御部２０７により制御している。
【００６８】
　又、本実施形態では、１つの管理テーブル１５００を使って各機能のジョブを処理する
例を説明するが、例えば、機能毎に別々のテーブルを設けたり、印刷対象のジョブの為の
管理テーブルと、送信対象のジョブの為の管理テーブルとを別々に設けるなどして、ジョ
ブ管理をしても良い。又、テーブル形式の管理方法以外の管理方法でもって処理対象のジ
ョブを管理するような構成でも良い。
【００６９】
　又、本実施形態では、該デジタル複合機１０２は、ＨＤ２１０に格納したジョブをプリ
ンタ部２０２にて印刷させるにあたり、操作部２０３を介して、その印刷対象となるジョ
ブに対応する認証データ（パスワードなど）をユーザにより入力させたうえで、印刷実行
を許可し、その印刷対象となるジョブに対応する認証データとは異なる認証データが入力
された場合（パスワード不一致）や、認証データ自体が入力されていない場合には、その
印刷対象のジョブをＨＤ２１０から読み出してプリンタ部２０２にて印刷させることを禁
止して、ＨＤ２１０に該ジョブをロックした状態で保持させておく、セキュアプリント機
能を具備している。
【００７０】
　セキュアプリント機能を利用する場合には、例えば、ホストコンピュータ等の外部装置
におけるプリンタドライバ上で、ユーザが各種印刷条件を設定する際に、印刷対象となる
ジョブに対してセキュアプリントを実行させる為の指示、及び、そのジョブをプリントさ
せる際に必要なパスワード等の認証データをユーザ自身により入力させ、そのうえで、該
デジタル複合機１０２にジョブを送信するよう構成し、そのようなジョブを受信し、その
ジョブを解析することで、該制御部２０７は、そのジョブはセキュアプリントジョブであ
ると判断する。
【００７１】
　尚、ボックス機能等のジョブでもセキュアプリントジョブの対象とすることもできる。
例えば、本実施形態では、例えば、１００個のボックスをＨＤ２１０に用意しておき、各
ボックス毎にパスワード等を設定することができるように構成している。そして、ユーザ
が、操作部２０３にて、ボックス機能を選択し、複数のボックスの何れかのボックスを選
択した場合に、そのボックスにパスワードが設定されているならば、パスワードの入力を
操作部２０３を介して要求し、適正なパスワードが入力されたら、そのボックス内の文書
のリストを表示し、その中からユーザにより所望の文書を選択させるよう構成する。そし
て、このような一連の操作を経て、操作部２０３にてプリント指示が入力されれば、該制
御部は、そのボックス内から読み出すジョブをセキュアプリントジョブであると判断して
も良い。
【００７２】
　本実施形態では、上記２つの例の両方を、セキュアプリントジョブとして取り扱っても
良いし、上記2つの例のうちの何れか一方のみをセキュアプリントジョブとして取り扱っ
ても良いし、これ以外のジョブでもセキュアプリントジョブとしてとり扱えるようにして
も良い。
【００７３】
　尚、ホストコンピュータ等の外部装置側でセキュアプリントジョブの設定をしたジョブ
は、該デジタル複合機１０２が該ジョブを受信した後に、該複合機１０２にて該ジョブの
認証処理（例えば、操作部２０３で認証データの入力を要求し、これをうけ、ユーザが認
証データを入力し、その認証データと、該ジョブに対して設定されている認証データの比
較処理等）を実行しない限り、プリンタ部２０２にて印刷させないよう制御するが、一定
期間経過した（例えば、ジョブを受信時点から１時間経過した時点或いは１日経過した時
点など）場合や、該デジタル複合機１０２の主電源がユーザにより切断された場合に、該
ＨＤ２０１から消去するよう制御している。勿論、ユーザが操作部２０３や自身のコンピ
ュータから該ジョブの消去指示を明示的に入力されたような場合には消去する。
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【００７４】
　一方、ボックス機能のジョブは、デジタル複合機１０２の主電源を切っても、ＨＤ２０
１のボックス領域に格納保持しておくもので、基本的には、ユーザが明示的に消去指示を
入力しない限りに、ＨＤ２０１から消去せずに保持しておくように構成している。
【００７５】
　本実施形態では、上記のように、ユーザ明示的に消去指示を設定入力しない場合でも、
ＨＤ２１０からデータを消去してしまう、ホストコンピュータ等の外部装置側でセキュア
プリントジョブの設定をしたジョブをセキュアプリントジョブとして取り扱うことにする
。
【００７６】
　但し、いずれにしても、本実施形態では、印刷を開始実行させるにあたり印刷開始実行
を許可する為の認証処理を必要とするジョブをセキュアプリントジョブとし、印刷を開始
実行させるにあたり特に認証処理を必要とせずに印刷を許可するジョブを非セキュアプリ
ントジョブ（通常のジョブとも呼ぶ）として、取り扱うことができるように、デジタル複
合機１０２を構成している。
【００７７】
　制御部２０７は、後述するシャットダウン制御に用いる情報として、該管理テーブル１
５００に、印刷対象となるジョブが、セキュアプリントジョブであるのか、セキュアプリ
ントジョブではない（通常のジョブ）なのかを、特定判別できるようにする為の、セキュ
アプリントフラグを各ジョブ毎に立てておくように構成し、セキュアプリントジョブなら
ばフラグをＯＮにし、そうでなければ、ＯＦＦにしておくよう、管理テーブル１５００を
構成する。セキュアプリントジョブであるかは、例えば、コンピュータ等の外部装置から
画像データと共に対応して出力される印刷処理条件の中にセキュアプリント実行指示が含
まれているか等を、該ジョブのデータを受信した際に、該ジョブの情報を解析することで
、判断する。
【００７８】
　制御部２０７は、このような管理テーブル１５００の情報をチェックすることで、後述
する、シャットダウン処理に関する各種の制御を実行している。
【００７９】
　尚、本実施形態では、画像処理装置（画像形成装置や印刷装置とも呼ぶ）の一例として
コピー機能やファクシミリ機能やプリント機能やボックス機能等、複数の機能を具備した
、複合機能タイプの装置（所謂、ＭＦＰ：マルチファンクションペリフェラル）でもって
、説明しているが、本実施形態はこれに限らず、上記のような複数の機能のうちの何れか
一つの機能のみを具備した単一機能型の画像処理装置（所謂、ＳＦＰ：シングルファンク
ションペリフェラル）であっても勿論良い。又、本実施形態では、スキャナ部２０１やプ
リンタ部２０２やＨＤ２１０など、各種のユニットが、同一筐体内に具備する等、所謂、
内蔵型タイプの装置の場合でもって説明しているが、各ユニットの全て或いはそのうちの
一部が別筐体で構成される、別体型で構成されるような構成であっても良い。このように
色々な装置・機能構成が考えられるが、本発明の趣旨から外れなければ如何なる構成であ
っても良い。
【００８０】
　次に、本実施形態のデジタル複合機１０２の操作表示部２０３について説明する。図３
は、操作表示部２０３の外観を示す図である。図示されたように、操作表示部２０３は、
装置の状態やユーザへのメッセージ等を表示すると共にユーザの入力手段としても働く、
タッチパネル形式の液晶表示部３０１と、テンキー３１１やスタートスイッチ３１２等を
含む操作スイッチ３１０とを有している。該操作表示部２０３は、制御部２０７により制
御され、該制御部２０７は、液晶表示部３０１に複数の操作画面を選択的に表示させ、ど
のような画面を表示させるか等も制御している。
【００８１】
　＜表示画面＞
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　以下、本実施形態のデジタル複合機１０２の基本的操作において、制御部２０７の制御
のもと、液晶表示部３０１に表示させる画面の例について説明する。なお、以下で説明す
る各画面の表示内容やその画面から設定、実行が可能な機能は装置の仕様にあわせて適宜
変更可能である。
【００８２】
　図４は、デジタル複合機１０２を起動したとき（電源を立ち上げたとき）に最初に表示
部３０１に表示させる初期画面を示す図である。尚、この初期画面では、コピー機能が選
択された状態のコピー基本画面を表示させている。しかし、図３の操作部３１０のユーザ
モードキーを介して表示部３０１に表示させる不図示の初期機能選択画面にて、起動後に
最初に表示させる機能を複数の機能（例えば、コピー機能、送信／ファックス機能、ボッ
クス機能、等）の中からユーザが予め指定選択しておくことで、立上げ時の初期画面をそ
の選択した機能の画面にするよう設定変更することもできる。
【００８３】
　図４に示す画面状態で、ユーザはコピーモードが実行可能である。表示ウインドウ内に
は、コピー機能の初期設定（縮尺１００％、Ａ４用紙、枚数１）表示を表示させる。画面
内には縮尺を設定する「等倍」及び「倍率」のボタン、使用する用紙を設定する「用紙」
ボタン、ソータの使用／不使用を設定する「ソータ」ボタン、両面コピーの設定を行なう
「両面」ボタン、様々な付加機能を用いたコピー機能における各種印刷条件パラメータの
設定をユーザに行わせる為の操作画面に移行する指示を入力する為の「応用モード」ボタ
ン、濃度を調整するボタン等がある。これらのボタンは全てソフトキーであり、画面上に
表示させるものであり、ボタンが表示されている部分がユーザによりタッチされたことに
応答し、各種指示を受付けるように構成する。これらのボタンを用いてユーザからの指定
に基づいた印刷条件設定に従ったコピー処理を実行可能に制御する。
【００８４】
　また、この画面の上部には、機能を表す「コピー」、「送信／ファクス」、「ボックス
」、「拡張」の４つの機能ボタンがあり、このうち現在有効な機能（ユーザにより選択さ
れた機能）を高い輝度で表示する等、どの機能が選択状態であるかをユーザが識別可能に
ボタンの表示を制御する。他のボタンを押下することで対応する機能が有効となる。更に
、下部には、現在実行されているジョブを中断させて新たなジョブを実行させる割り込み
処理を設定する「割り込み」ボタン、ジョブの変更、確認、中止や履歴の表示などに使用
する「システム状況／中止」ボタンが設けられている。この「システム状況／中止」ボタ
ンは全ての画面で表示されるように構成する。
【００８５】
　図５は、図４の画面の「応用モード」ボタンがユーザにより押下されたときに表示部３
０１に表示させる応用モード画面を示す図である。応用モード画面は２つの画面に分かれ
ており、ここでは第１画面（１／２）を示している。図中左下の「△」又は「▽」ボタン
をユーザが操作することで２つの画面を切り換えるように構成する。
【００８６】
　図示された画面では、「ページ連写」、「表紙／合紙」、「縮小レイアウト」、「移動
」、「製本」、「ＯＨＰ中差し」、「拡大レイアウト」、「とじしろ」、「原稿混載」、
「連続読込」、「ジョブ終了通知」、「枠消し」の各ボタンを表示させるようにしている
が、これらのボタンの何れかがユーザにより押下されることに応じて、その選択された機
能の処理条件を設定するための詳細画面を表示部３０１に表示させるよう制御し右下の「
閉じる」ボタンを押下すると、図４のコピー基本画面に戻るように制御する。
【００８７】
　図６及び図７は、図４の画面上部に設けられる複数の機能選択ボタンのうちの送信／フ
ァックス機能を選択する為の「送信／ファクス」ボタンがユーザにより押下された場合に
、表示部３０１に表示させる送信画面を示す図である。図６の画面は、重要な文書を送信
する際の設定を行なう「重要文書」ボタンがある点が図７の画面と異なっており、それ以
外は同様である。
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【００８８】
　送信画面において、表示領域上方部に、ユーザにより指定された宛先（送信先）を表示
する表示ウインドウを設け、表示領域右側には、詳細設定を表示するウインドウや、詳細
設定の設定をユーザにより行なわせる為の「詳細設定」ボタン、両面原稿を指定するボタ
ン、ファイル形式をユーザにより設定させる為の「ファイル形式」ボタン、送信が済んだ
ことを示すスタンプを原稿に印刷するか否かをユーザが選択可能にする為の「済スタンプ
」ボタン、送信ジョブが終了したことを通知するか否かをユーザが選択可能にする為の「
ジョブ終了通知」ボタン、送信の詳細設定を行なう「送信設定」ボタンを設けている。
【００８９】
　宛先を表示するウインドウの下には、予め入力された宛先を表示する「宛先表」ボタン
、宛先の詳細設定を行なう「詳細設定」ボタン、宛先を消去する「消去」ボタン、宛先を
呼び出す「コール」ボタンを設けている。また、それらの下には新規宛先に対して、スキ
ャナ部で読み取った画像データの送信又は格納方法を「ファクス」、「電子メール」、「
Ｉファクス」、「ファイル」、「ボックスに保管」から選択するボタンを設けている。既
に登録された宛先に送信する際には、ユーザが「ワンタッチボタン」を押下することで、
登録済の宛先を表示させ、登録された宛先に所定の方法で送信する際には、「定型業務」
ボタンを押下すると登録された宛先と対応する送信方法等の設定内容が表示されるように
制御する。
【００９０】
　図８は、図４の画面の上部に設けられる複数の機能選択ボタンのうちのボックス機能を
選択する為の「ボックス」ボタンがユーザにより押下された場合に表示部３０１に表示さ
せるボックス選択画面を示す図である。ボックス機能とは、上記の如く、スキャナ部で読
み取った画像データやネットワークを介して受信したデータ（文書）を、ＨＤ２０１等の
記憶ユニットに保存する機能であり、この例では、ユーザボックスの内容が、ボックス番
号、名称、メモリ使用量について表示するように構成している。画面右側には、「システ
ムボックス」及び「ファクスボックス」ボタンがあり、ユーザにより押下されたボタンに
応じたボックスの内容を表示するよう構成する。また、右下には使用可能なメモリ残量を
表示するよう構成している。
【００９１】
　図９は、図８のボックス選択画面にてユーザにより所望のボックスが選択されたことに
応答して、表示部３０１に表示させるボックス文書選択画面を示す図であり、先のボック
ス選択画面にて選択されたボックス内に格納されている文書の中から所望の文書をユーザ
により選択させたり、この選択したボックスに新たな文書を登録させる為の画面である。
【００９２】
　図９では、ボックス番号０１のｕｓｈｉｙａｍａのボックスが選択されており、このボ
ックス内のドキュメント１という文書がユーザにより選択されている例を示している。こ
の画面のウインドウの下には、当該画面にて選択されたドキュメント（ジョブ）の詳細情
報（原稿サイズや印刷条件等の各種パラメータ情報）を表示部３０１に表示させる為の指
示をユーザにより入力可能にする為の「詳細情報」ボタンや、当該画面にて選択されたド
キュメント（ジョブ）をＨＤ２０１から消去させる為の指示をユーザにより入力可能にす
る為の「消去」ボタンや、当該画面にて選択されたドキュメント（ジョブ）をプリンタ部
２０２にて印刷させる為の指示をユーザにより入力可能にする為の「プリント」ボタンや
、当該ボックスに新たなスキャン原稿（ジョブ）を登録させる為の指示をユーザにより入
力可能にする為の「原稿読込」ボタンや、当該画面にて選択されたドキュメント（ジョブ
）をユーザが所望の送信先に送信させる為の指示をユーザにより入力可能にする為の「送
信」ボタン、ボックス間で文書を移動したり複製する「移動／複製」ボタン等を表示され
るよう構成している。
【００９３】
　また、当該画面にて選択されたドキュメント（ジョブ）を編集したり確認（例えば表示
部３０１に選択したドキュメントのプレビュ表示を実行）する為の指示をユーザにより入
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力可能にする為の「編集メニュー」ボタンを表示するよう構成している。
【００９４】
　制御部２０７は、このように各種表示キーを表示部３０１に表示可能にし、ユーザが押
下したボタンの指示に対応する動作を各ユニットに実行させるよう全体制御している。
【００９５】
　尚、制御部２０７は、図８のボックス画面にて複数のボックスの中から何れかのボック
スがユーザにより選択された場合に、そのボックス、認証データ（例えばパスワード）の
設定がなされているボックスである場合には、そのボックスに関する各種操作（ボックス
内のジョブの印刷や削除や編集や送信や、該ボックスへの新たなジョブの登録）を制限す
る為の該ボックスに予め関連付けられた認証データの入力をユーザに実行させる為の認証
データ入力画面（不図示）を、表示部３０１に、表示させる。そして、その画面で適正な
認証データ（図８で選択されたボックスに対応するパスワード等）が入力されたことを条
件に、図９に示すような、そのボックスの為の文書選択画面を表示部３０１に表示させ、
該ボックスの各種操作を許可するよう制御する。
【００９６】
　以上説明したような画面の表示に応じて操作を行なうことにより、デジタル複合機１０
２の様々な機能を用いて、コピー、ファクス、プリント、スキャン、保存（ボックス）等
の処理が実行されるように構成する。
【００９７】
　＜電源のＯＮ／ＯＦＦ＞
　本実施形態のデジタル複合機１０２は、装置本体（例えば、装置側面）に設けられた主
電源スイッチ（不図示）と、表示操作部に設ける操作部電源スイッチ（不図示）との２種
類の電源スイッチ（本実施形態では、両キー共にメカ的なハードキーで構成しているがソ
フトスイッチでも良い）を具備している。
【００９８】
　操作部電源スイッチは、デジタル複合機１０２の状態を、通常状態（例えば、操作部２
０３に操作画面を表示している状態や、ジョブの入出力処理をリアルタイムにできる状態
等のこと）から電力消費を抑制する為のスリープモードの状態（例えば、操作部２０３の
操作画面を消した状態。及び／又は、通常状態時には通電状態にしている複数のユニット
のうちの、一部のユニットのみを通電状態のままにし（例えば、ＦＡＸ通信制御部２０８
やネットワークＩ／Ｆ部２０９やＨＤ２１０への通電はＯＮ状態のままに維持しておき、
外部装置からのジョブのデータを受信してＨＤ２１０に蓄積できる状態にする）、残りの
ユニットへの電源供給は遮断した状態。等がスリープ状態に相当する）にする為のスイッ
チである。
【００９９】
　尚、制御部２０７は、例えば、外部装置からジョブを受信した事に応じて、或いは、操
作部２０３で何らかの操作がなされた事を検知したことに応じて、上記操作部電源スイッ
チをユーザが再度押下しなくても、該デジタル複合機１０２をスリープ状態から通常状態
に復帰させることができるよう制御する。
【０１００】
　一方、主電源スイッチは、該デジタル複合機１０２への電源を完全に遮断する状態（例
えば、デジタル複合機１０２の各ユニットの電力供給を全てストップする状態であり、外
部装置からのジョブの受信処理自体もできなくする状態であり、即ち、デジタル複合機１
０２のコンセントを抜いた状態と同じ状態に相当）にする為のスイッチである。
【０１０１】
　即ち、主電源スイッチにより該複合機１０２をＯＦＦ状態にしたら、該主電源スイッチ
を再度ユーザが押下しないかぎり、該デジタル複合機１０２は通常状態に復帰しないよう
に構成している。
【０１０２】
　尚、デジタル複合機１０２を起動する際には、主電源スイッチをＯＮにする。一方、デ
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ジタル複合機１０２の電源を完全に遮断する際には、シャットダウンモードに移行してシ
ャットダウン処理を実行させた後に主電源スイッチをユーザがＯＦＦするよう構成してい
る。
【０１０３】
　本実施形態でのシャットダウン処理とは、例えば、ＨＤ２１０等のメモリに格納されて
いる各種複数のデータのうちの、該デジタル複合機１０２にて印刷すべきジョブとして印
刷処理中のジョブや、印刷処理待ちのジョブや、外部装置へ送信すべきジョブとして送信
処理待ちのジョブ等のデータ（例えば、図１５の管理テーブル１５００にエントリーされ
ているようなジョブのデータ）を、該ＨＤ２１０から消去する処理等を含む。このように
、シャットダウン処理は、複合機１０２にて処理対象となるジョブのデータを消去する処
理を含む。
【０１０４】
　尚、該消去処理は、消去対象のデータの実データ自体を別のデータに上書きしたりする
ことで完全に実データを消去してしまう方法や、実データ自体は消さないものの、該実デ
ータを読み出す為のアドレス情報を消去することで、実データをＨＤ２１０から読み出せ
ないようにする方法、等、色々あるが、何れかの消去方法が実現可能であれば良い。又、
シャットダウン処理は、処理中のジョブや待機中のジョブの処理を中止する処理（キャン
セル処理）も含む。例えば、印刷中のジョブの印刷動作を中止したり、印刷待ジョブの印
刷処理を中止したり、送信中のジョブの送信処理を中止したりすることも、シャットダウ
ン処理に含まれる。
【０１０５】
　尚、これら複数の処理（ジョブのキャンセル処理及び該ジョブのデータをＨＤ２１０か
ら消去する処理）のうちの少なくとも何れかの処理をシャットダウン処理とする構成でも
良いし、これ以外の処理をシャットダウン処理として構成しても良い。いずれにしても、
ユーザが該複合機１０２の主電源を落としても、該複合機１０２にて問題が発生しないよ
うな状態にすることが出来る処理をシャットダウン処理として該装置１０２が実行可能な
構成であればよい。
【０１０６】
　又、上述したように、主電源スイッチのみがＯＮとなっていると、装置はスリープモー
ドとなりうるが、この状態でも接続されたパーソナルコンピュータからのデータの受信や
ファクスの受信は可能にしている。尚、受信を確認した時点で、スリープモードから通常
状態に復帰させる。
【０１０７】
　＜シャットダウンモード＞
　本実施形態のデジタル複合機で、操作部電源スイッチがユーザにより一定時間（例えば
、５秒間）押下されたことを、制御部２０７（シャットダウン制御部２１２）が、操作部
検知センサ（不図示）からの情報により、検知確認した場合に、該制御部は、該デジタル
複合機１０２をシャットダウンモードに移行させるよう制御する。
【０１０８】
　尚、本実施形態では、操作部２０３に具備したユーザモードキー（これはメカ的なハー
ドキー）がユーザにより押下された場合に、該制御部２０７は、表示部３０１に、図１６
に示すような共通仕様設定画面１６００を表示させる。そして画面１６００上のシャット
ダウンモードキー１６０１がユーザにより押下されたことに応答し、該制御部２０７は、
表示部３０１に、図１７に示すシャットダウン設定画面１７００を表示させる。そして、
図１７のシャットダウンモード設定画面１７００上のシャットダウン実行キー１７０１が
押下された場合にも、該制御部２０７は、該デジタル複合機１０２をシャットダウンモー
ドに移行させるよう制御する。或いは、図１７の画面は特に表示せずに、図１６の画面１
６００のシャットダウンモードキー１６０１が押下されたことを条件に、シャットダウン
モードに移行するように構成しても良い。
【０１０９】
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　尚、上記のような操作手順でなくても、例えば、図４の画面等に表示させるシステム状
況キーが押下されたことに応答し、図１７のシャットダウンモード設定画面１７００を表
示部３０１に表示させるなど、画面遷移方法を採用しても良い。
【０１１０】
　このように、該デジタル複合機１０２をシャットダウンモードに移行させる方法は色々
があるが、ユーザが明示的にシャットダウンモードの実行指示を入力することで、シャッ
トダウンモードに移行させる構成（例えば、図１６や図１７の画面でシャットダウンモー
ドの実行指示キーをユーザにより押下するで、シャットダウンモードに移行する構成）、
及び、ユーザが明示的にシャットダウンモードの実行指示を入力する事無く、その他の条
件で、シャットダウンモードに移行させる構成（例えば、図１６や図１７の画面でシャッ
トダウンモードの実行指示キーをユーザが押下しなくても、操作部電源キーがユーザによ
り所定時間押下された等の所定条件を満たしたことを条件に、シャットダウンモードに移
行可能にする構成）の少なくとも何れかを有していれば良い。
【０１１１】
　但し、どのような操作手順に応じて、或いは、所定の条件を満たしたことに応じて、シ
ャットダウンモードに移行しようが、制御部（特に、シャットダウン制御部２１２）は、
この時点で、本デジタル複合機１０２の主電源をＯＦＦにする事に関連する操作をオペレ
ータ（ユーザ）が行っている、或いは、実行しようとしている、ものとして、判断する。
そして、後述する制御を実行可能にしている。
【０１１２】
　制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２１２）は、デジタル複合機１２の状態を
シャットダウンモードに移行させた場合に、実行中のジョブ（処理中ジョブ）及び待機中
のジョブ（処理待ちジョブ）があることを、例えば、図１５の管理テーブル１５００の情
報等の、ジョブ情報に基づいて、確認した場合に、シャットダウン確認画面を液晶表示部
３０１に表示させるよう制御する。
【０１１３】
　制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２１２）は、オペレータが該デジタル複合
機１０２の主電源を落とす（ＯＦＦにする）操作を実行している（或いは、実行した、或
いは、実行しようとしている）事を、該デジタル複合機１０２に対するオペレータの操作
状況に基づき（例えば、操作部電源をユーザが一定時間押下し続けたことを検知した、或
いは、図１６や図１７でシャットダウンモードの実行指示がユーザにより入力された事を
検知したなどの、オペレータの操作状況に基づき）、確認した場合において、その時点で
、該デジタル複合機１０２にて、例えばＨＤ２１０を用いて、実行中のジョブや、待機中
（処理待ち）のジョブが存在することを、例えば、上記ジョブ情報に基づいて、確認した
場合に、該制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２１２）は、複合機１０２の主電
源をユーザが落とそうとしているものの、本複合機１０２には、現在実行中のジョブが存
在するということをユーザに把握確認可能にする為の情報を、表示部３０１等の報知ユニ
ットにより、報知させるよう制御している。
【０１１４】
　そして、更に、待機中のジョブが存在するならば、待機中のジョブが存在することをユ
ーザにより把握確認可能にする為の情報も、あわせて、表示部３０１等の報知ユニットに
より、報知させるよう制御している。そして、更に、該制御部は、上記ジョブ情報及び各
ユニットからの動作確認情報に基づいて、それらのジョブが、どのような機能のジョブで
あるのか、及び、誰が所有するジョブであるのか、及び、そして、それらが、現在、どの
ような処理状況であるのか、等を、ユーザにより把握確認可能にする為の情報も、上記情
報に付加して、表示部３０１等の報知ユニットにより、報知させるよう制御している。そ
して、更に本実施形態では、主電源をユーザがＯＦＦにしようとしている際に、実行中の
ジョブ及び待機中のジョブが存在し、それらのジョブの中で、セキュアプリントジョブに
相当するジョブが存在するならば、ユーザに対してセキュアプリントジョブが存在する旨
を把握確認可能にする為の情報も、上記各種の情報にあわせて、表示部３０１等の報知ユ
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ニットにより、報知させるよう制御する。
【０１１５】
　このように、本実施形態では、デジタル複合機１０２の主電源を遮断する為の操作をユ
ーザが行った際に、ＨＤ２１０等の記憶ユニットに、現時点において、処理中のジョブや
待機中のジョブが存在する場合に、その事を、該ユーザにより把握確認可能にする為の情
報を、表示部３１０等の報知ユニットにより報知するように制御している（例えば、後述
するシャットダウン確認画面を表示部３１０に表示させるよう制御する）。これにより従
来技術で指摘したような問題が起こるのを防止できる。尚、本実施形態では、表示部３１
０を報知ユニットの一例としてあげているが、これ以外の報知ユニットを用いても良い。
例えば、報知ユニットとしての別の形態例として音声ユニットを使って、このような情報
を音声出力させる構成等でも良い。
【０１１６】
　但し、本実施形態では、単に、ユーザが複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする操作
を行った際に、複合機１０２にて、印刷或いは送信可能なジョブがＨＤ２１０に存在する
からといって、その旨をユーザに報知しているわけではない。
【０１１７】
　例えば、複合機１０２にてボックス機能を使えば、印刷や送信が可能なジョブをＨＤ２
１０に複数格納させておくことができ、尚且つ、ユーザから消去指示が明示的に入力され
ないかぎり、該ＨＤ２１０にそのまま保持させておくことができる。これらのタイプのジ
ョブは待機中のジョブとも呼べるかも知れない。しかし、これらのタイプに相当するジョ
ブは、複合機１０２の主電源をユーザが落としても、ＨＤ２１０から消去させずに保持し
ておくよう制御しており、尚且つ、複合機１０２の主電源をユーザが再度立ち上げた（起
動した）後でも、これらボックス機能のジョブは、ユーザからの指示に応答し、ＨＤ２１
０から読み出して、印刷や送信を実行可能に制御している。
【０１１８】
　そこで、本実施形態では、このようなジョブ、即ち、複合機１０２の主電源をユーザが
ＯＦＦにする前にＨＤ２１０等の記憶ユニットに格納済みのジョブで且つ、該複合機１０
２の主電源をユーザが再度ＯＮ状態にした後でも該記憶ユニットから読み出して印刷や送
信が可能なタイプのジョブが存在する場合に、このようなタイプのジョブに該当するジョ
ブに関する情報は、ユーザが複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする操作を行ったとし
ても、表示部３１０等の報知ユニットにより報知しないよう制御する。
【０１１９】
　例えば、このようなタイプのジョブが存在することを、図１５等の管理テーブルのジョ
ブ情報等により、制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２１２）が確認したとして
も、後述するシャットダウン確認画面では、このようなタイプのジョブに関する情報を表
示部３１０に表示しないよう制御している。
【０１２０】
　このように、本実施形態では、上記制御に加え、複合機１０２の主電源がＯＮ状態時に
てＨＤ２１０等の記憶ユニットに格納したジョブで且つ、該複合機１０２の主電源をＯＦ
Ｆ状態から再度ＯＮ状態にした後に、ユーザからの指示に応答して、該記憶ユニットから
読み出して印刷や送信する事が出来る、ジョブが存在する場合には、たとえ、該複合機１
０２の主電源ＯＦＦ状態にする操作をユーザが行ったとしてもその際に、それらのジョブ
に関する情報は、報知ユニットにより報知しないよう制御する（このタイプのジョブに関
する情報の報知処理を禁止する）。尚、本実施形態では、このようなジョブを電源断保持
するジョブと呼ぶ。
【０１２１】
　これにより、必要以上の情報をユーザに与えないようにすることができ、従来技術のよ
うな問題を解消しようとしたことが原因で、複合機１０２のＨＤ２１０等の記憶ユニット
に格納されている全てのジョブの情報を、該複合機１０２の主電源をユーザがＯＦＦ状態
にさせようとした際に、ユーザに報知してしまい、それが原因で、逆に、ユーザが困惑し
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て操作性が低下してしまう等の問題が起こるのを未然に防止することができる等の効果を
奏することが出来る。
【０１２２】
　尚、先の制御例で説明した、ユーザが複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする操作を
行った際に、表示部３１０等の報知ユニットにより、情報を報知する対象のジョブ（シャ
ットダウン確認画面のジョブ一覧にて表示させるようなジョブ）は、電源断保持しないジ
ョブと呼ぶ。
【０１２３】
　本実施形態で、この電源断保持しないジョブに相当するジョブは、複合機１０２の主電
源がＯＮ状態時にてＨＤ２１０等の記憶ユニットに格納したジョブで且つ、該複合機１０
２の主電源をＯＦＦ状態にする操作をユーザが行った際に、本実施形態のシャットダウン
モードによりＨＤ２１０から消去させるよう制御する対象のジョブであり、該複合機１０
２の主電源がＯＦＦ状態からユーザ操作により再度ＯＮ状態になった後に、ＨＤ２１０か
ら読み出して印刷処理や送信処理を実行することが出来ないように制御する対象のジョブ
である。
【０１２４】
　以上をまとめると、本実施形態では、複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする事に関
連する操作（操作部電源キーを一定時間以上押下する操作や、図１６や図１７のユーザイ
ンタフェース画面を介してシャットダウンモードの移行指示を入力する操作等）がユーザ
によりなされた場合において（このような操作がなされたか否かは例えば操作部に設けた
不図示の操作検知センサからの情報に基づいて制御部２０７が判断すればよい）、その時
点で、実行中のジョブや待機ジョブが存在する場合に、そのうちの、少なくとも電源断保
持しないジョブに相当するジョブに関する情報については、ユーザに報知ユニットを介し
て報知するよう制御する（電源断保持しないジョブに関する情報の報知処理の実行を許可
する）一方で、電源断保持するジョブに相当するジョブの情報については、該報知ユニッ
トにより報知しないよう制御する（電源断保持するジョブに関する報知処理の実行を禁止
する）。
【０１２５】
　尚、電源断保持するジョブとして、以下のようなジョブも含めるようにして、以下に該
当するジョブに関しては、報知ユニットにより電源断時にそのジョブ情報をユーザに報知
ないよう制御しても良い。
【０１２６】
　例えば、送信／ファクシミリ機能のジョブは、その処理が完了していないならば、電源
断後もＨＤ２１０に保持させておくことができる。
そこで、本実施形態において、複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＮ状態からＯ
ＦＦ状態になり、その後、主電源がユーザ操作により再度ＯＮ状態になった場合に、例え
ば、その時点で（電源再起動時に）、自動的に、ＨＤ２１０から読み出して、主電源がＯ
ＦＦになる以前の処理条件（宛先の設定や送信方式設定など）に従って、ユーザが主電源
がＯＦＦになる前に設定した所望の送信処理条件でもって、ＦＡＸ通信制御部２０８やネ
ットワークＩ／Ｆ等の通信ユニットにより、送信処理を実行させるよう制御可能に構成で
きる。
【０１２７】
　このように複合機１０２の主電源を再投入した場合に、ネットワーク送信機能のジョブ
やファクシミリ送信機能のジョブに関し、自動的にリカバー処理を実行可能に構成できる
。
【０１２８】
　そこで、このような、送信／ファクシミリ機能のジョブが、複合機１０２の主電源がＯ
ＦＦ状態になる場合にＨＤ２１０に存在していても、これらのジョブは電源断保持するジ
ョブとして、これらのジョブに関する情報は、電源遮断時に、該報知ユニットにより報知
しないよう制御（電源断保持するジョブに関する報知処理の実行を禁止する）しても良い
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。
【０１２９】
　但し、上記のような構成にする場合にでも、例えば以下のような状況、制御に鑑み、更
に以下のような制御を行うようにしても良い。
【０１３０】
　例えば、送信／ファクシミリ機能により他装置にジョブを送信する場合、特にファクシ
ミリ機能のジョブに関しては、他装置とデータ通信するためにデータ通信料が発生する。
これは相手にデータの通信を開始する段階から通信料が発生し、データの通信を開始する
前の段階ならば、通信料は発生しない。尚、ネットワーク送信機能によりジョブをネット
ワーク経由でデータ送信するならば、特に送信料金は発生しない。
【０１３１】
　そこで、ファクシミリ機能のジョブを処理中に、複合機１０２の主電源がユーザ操作に
よりＯＦＦ状態になる場合には、無駄な通信料が発生することを極力防止する為に、主電
源がユーザにより落とされる前に、そのジョブをＨＤ２１０から消去してしまいデータ通
信処理を中止して、主電源が再投入されても、該ジョブの送信処理をリカバーしないよう
制御する。但し、待機中のジョブとしてファクシミリ機能のジョブがＨＤ２１０に存在す
るならば、そのジョブについては、電源遮断時には、未だ通信料が発生していないので、
ＨＤ２１０に保持しておき、電源再投入時に、自動或いは手動で、該ＨＤ２１０から該ジ
ョブを読み出して送信処理を実行可能に制御する（このジョブは、電源再投入時に処理が
開始され、その時点で初めて通信料が発生するから、主電源を落としたとしても、無駄な
通信料は発生させていない）。
【０１３２】
　このような構成のもとで、例えば、複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＦＦ状
態になる場合において、処理中のジョブや待機中のジョブが存在する場合に、処理中のジ
ョブがファクシミリ送信機能のジョブであるならば、このジョブは、主電源遮断時にデー
タ通信に関わる料金が発生している対象のジョブに相当するものとして、シャットダウン
モードの実行によりＨＤ２１０から消去できるように制御する共に、電源遮断時直前に（
シャットダウンモードの実行を行う直前に）、上記制御と同様、電源断保持しないジョブ
として、そのジョブ情報を、ユーザに報知ユニットを介して報知するよう制御する（電源
断保持しないジョブに関する情報の報知処理の実行を許可する。
【０１３３】
　そして、更に、例えば、複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＦＦ状態になる場
合において、処理中のジョブや待機中のジョブが存在する場合に、処理中のジョブがネッ
トワーク送信機能のジョブであるならば、そもそもデータ通信に関わる料金が発生しない
対象のジョブに相当するものとして、主電源を落としてもＨＤ２１０から消去せずに、電
源再投入時に自動的に送信処理を実行可能に制御するジョブのため、このジョブに関する
情報は、電源断保持するジョブとして、該報知ユニットにより報知しないよう制御（電源
断保持するジョブに関する報知処理の実行を禁止する）する。
【０１３４】
　そして、更に、例えば、複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＦＦ状態になる場
合において、処理中のジョブではない、待機中のジョブとして、ファクシミリ送信機能の
ジョブがＨＤ２１０に存在するならば、そのジョブは、少なくとも主電源を落とす際にデ
ータ通信に関する料金が現時点ではまだ発生していない対象のジョブに相当するものとし
、主電源を落としてもＨＤ２１０から消去せずに、電源再投入時に自動的に送信処理を実
行可能に制御する対象のジョブのため、このジョブに関する情報は、電源断保持するジョ
ブとして、該報知ユニットにより報知しないよう制御（電源断保持するジョブに関する報
知処理の実行を禁止する）する。
【０１３５】
　又、ネットワーク送信機能のジョブが待機ジョブとしてＨＤ２１０に存在していても、
このジョブは、そもそもデータ通信に関する料金が発生しない対象のジョブに相当するも
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のとし、主電源を落としてもＨＤ２１０から消去せずに、電源再投入時に自動的に送信処
理を実行可能に制御する対象のジョブなので、このジョブに関する情報も、電源断保持す
るジョブとして、該報知ユニットにより報知しないよう制御（電源断保持するジョブに関
する報知処理の実行を禁止）する。
【０１３６】
　又、本実施形態の画像形成装置１０２を次のように構成しても良い。例えば、後述する
図１０や図１１のユーザインタフェース画面（シャットダウン確認画面）にてユーザに対
して情報を報知すべき対象となるジョブのデータを、ＨＤ２１０内のテンポラリ領域とい
う、ユーザからの所望の処理を実行する為に画像データを一時的に記憶させておく為に設
けた所定の記憶領域に対して、格納するよう制御する。テンポラリ領域に記憶させた画像
データは、ジョブが完了した時点、及び、ジョブが中止された時点、及び、該デジタル複
合機１０２の主電源が遮断された時点等のうちの少なくとも何れかの時点において、該Ｈ
Ｄ２１０から消去させるよう制御可能にする。
【０１３７】
　そして、更に、該ＨＤ２１０内に、該装置１０２が具備するボックス機能により処理対
象となるジョブを取り扱う為のボックス領域という所定の記憶領域も設けておく。該ボッ
クス領域には、ボックス機能により処理対象となるジョブのデータを格納可能に制御する
。ボックス領域に記憶した画像データは、ユーザがボックス機能において画像データの消
去指示を例えば操作部２０３等を介して入力しない限り、ＨＤ２１０から消去しないよう
制御し、該ボックス領域の画像データをプリントしたり送信したりするジョブが完了して
も、該ジョブを中止しても、該ＨＤ２１０から消去しないよう制御し、該複合機１０２の
主電源が遮断されても、そのままＨＤ２１０に保持しておき、電源再投入後でも該ボック
ス領域の画像データを読出し及び印刷及び送信可能に制御する。
【０１３８】
　このような構成のもとで、該ＨＤ２１０のテンポラリ領域に格納された画像データのジ
ョブに関する情報は図１０や図１１のシャットダウン確認画面を介して電源遮断時にユー
ザに対して報知することを許可する一方で、該ＨＤ２１０のボックス領域に記憶している
画像データ、及び／又は、その画像データのジョブ、に関する情報は、図１０や図１１の
シャットダウン確認画面を介して電源遮断時にユーザに対して報知することを禁止するよ
う制御部２０７により制御しても良い。
【０１３９】
　このように、各種応用的な制御をデジタル複合機１０２にて実現できるようにすること
で、従来技術で述べたような課題を解決するだけでなく、ユーザからの様々なニーズに対
応できる、ユーザの使い勝手にあわせた、便利な環境を提供できる等の効果を奏すること
が出来る。
【０１４０】
　尚、上述した制御は、ユーザの利便性を考慮した仕様であるがゆえ、該デジタル複合機
１０２が必ずしもこのような構成を具備する必要も無く、先に述べたような制御が実現で
きるだけであっても良い。
【０１４１】
　次に、デジタル複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする為の操作がユーザによりなさ
れた場合に、主電源が実際に落とされる直前に（シャットダウンモードによるシャットダ
ウン処理を実行する前に）、報知ユニットの一例としての表示部３０１に表示させる、シ
ャットダウン確認画面について説明する。
【０１４２】
　本実施形態では、シャットダウン確認画面として、第１のシャットダウン画面と、第２
のシャットダウン画面の２種類の表示方法を具備している。
【０１４３】
　第１のシャットダウン確認画面は、デジタル複合機１０２の主電源がユーザにより落と
される前に、その情報を報知しておくべき、実行中のジョブ及び待機中ジョブを含む複数
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のジョブのうちの、実行中のジョブの情報を、待機中のジョブの情報よりも、表示領域の
先頭（ウインドウの上側）側に表示させるように、該複数のジョブの各ジョブ情報を配列
一覧表示する構成にしている。
【０１４４】
　第２のシャットダウン確認画面は、デジタル複合機１０２の主電源がユーザにより落と
される前に、その情報を報知しておくべき、実行中のジョブと待機中のジョブの情報を、
機能別（例えば、プリント機能、ファクシミリ機能、コピー機能）にソートして（区別し
て）配列一覧表示する構成にしている。。
【０１４５】
　本実施形態の制御部（特に、シャットダウン制御部２１２）は、このような画面を、図
１５の管理テーブルの情報を含む各種ジョブ情報や複合機１０２の動作状況に基づいて、
表示部３０１に表示させるよう制御している。
【０１４６】
　これら２つのシャットダウン確認画面のいずれを表示させるかの設定は、例えば、図３
の操作部２０３のユーザモードキーがユーザにより押下されたことに応答して表示部３０
１に表示させる不図示の初期設定画面にてユーザにより実行可能とする。
【０１４７】
　例えば、表示部３０１に表示させる不図示の初期設定画面にて、第１のシャットダウン
確認画面を表示させる第１の表示モード及び、第２のシャットダウン確認画面を表示させ
る第２の表示モードの両方をユーザに提示して、ユーザが所望する表示モードをユーザ自
身により選択可能にし、これをうけ、制御部２０７が、該ユーザにより選択された表示モ
ードに対応したシャットダウン確認画面を、後述する条件下のもとで、表示部３０１に、
表示可能に制御する。尚、何れか一方の画面のみを表示させる構成でも良いし、このよう
な画面構成ではなくても、ユーザに情報を報知できる構成であれば如何なる画面構成であ
っても良い。
【０１４８】
　図１０は、デジタル複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＮ状態からＯＦＦ状態
になる段階にて、デジタル複合機１０２にて例えばＨＤ２１０等を使って、実行中のジョ
ブや待機中のジョブが存在する場合に、その旨をユーザに報知するべく、制御部（特に、
シャットダウン制御部２１２）が、表示部３０１に、表示させる、実行中のジョブが先頭
に表示されるようにジョブ情報を一覧表示した第１のシャットダウン確認画面の一例を示
す図である。
【０１４９】
　本実施形態では、ユーザの操作性を向上させるべく、例えば、図示されたように、画面
内のジョブ一覧を表示するウインドウにおいて上側には実行中のジョブが表示され、下側
には待機中のジョブが表示されるような画面を作成させる。そして、実行中のジョブと待
機中のジョブの間には鎖線等で区切りが表示され、ユーザはどのジョブまでが実行中であ
るのか容易に識別できるような表示構成にしている。
【０１５０】
　また、暗証番号などの認証データの入力（パスワード以外にもＩＣカード等による認証
でも良い）を含む所定の操作を行なわないと処理を開始実行させないように制御する対象
となるプリントジョブ（例えば、セキュアプリントジョブ）がある場合には、ウインドウ
の上側に「セキュアプリントＪＯＢがあります！」というメッセージを、例えばハイライ
ト表示などで目立つように表示され、ユーザに注意を促す。
【０１５１】
　このように、デジタル複合機１０２の主電源がＯＦＦ状態なる操作をユーザが実行しよ
うとしている場合において、その時点にて、複合機１０２にてＨＤ２１０等の記憶ユニッ
トを用いて、処理中のジョブや待機中のジョブが存在する場合に、制御部（特に、シャッ
トダウン制御部２１２）は、このようなジョブが存在することを該ユーザにより確認把握
可能にする為の情報を、該デジタル複合機１０２の主電源が実際にユーザによりＯＦＦ状
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態にされる前にて、報知ユニットを介して該ユーザに報知させるよう制御可能にしたもの
にて、そのようなジョブの中に、例えば認証データの入力処理等を含むユーザによる介入
作業がなされたことを条件に、実際の処理を開始させるような、例えば、セキュアプリン
トジョブ等のタイプのジョブが含まれている場合には、該制御部（特に、シャットダウン
制御部２１２）は、そのようなジョブが存在することをユーザにより確認把握可能にする
為の情報も、上記情報と共に、該報知ユニットを介して該ユーザに対して報知させるよう
制御する。
【０１５２】
　但し、本実施形態では、このように、セキュアプリントジョブが存在する場合に、この
ようなジョブが存在する事のみをユーザに把握確認させるに留めて、そのセキュアプリン
トジョブの具体的な詳細情報（例えば、どのジョブがセキュアプリントジョブであるのか
複数のジョブの中から特定できる情報や、そのジョブの文書名やユーザ名等をユーザによ
り特定できる情報）は、表示部３０１に表示させないよう制御している。これにより、高
いセキュリティを保持できるようにしている。即ち、図１５の管理テーブルの情報をその
ままユーザに提示しないようにしており、ある程度マスクした情報を提示するよう構成し
ている。
【０１５３】
　但し、この制御も高セキュリティ確保することを念頭においた仕様であるがゆえ、必ず
しも、このような制御を実行できる構成でなくても良い。
【０１５４】
　そして、図１０のシャットダウン確認画面を表示部３０１に表示させた後、例えば、こ
の画面上の情報を確認したユーザにより、図１０のシャットダウン画面上に具備した該ウ
インドウの下に表示されているシャットダウンモードの実行をキャンセルする為の指示を
ユーザにより入力可能にする為の「キャンセル」ボタンが、ユーザにより押下された場合
には、これを受け、制御部（特に、シャットダウン制御部２１２）は、シャットダウンモ
ードの実行による図１０の画面に一覧表示したジョブに対応するＨＤ２１０内の処理中の
ジョブ及び待機中のジョブのＨＤ２１０からのデータ消去処理を実行する事を、禁止する
よう制御し、シャットダウンモードから通常の動作モード（シャットダウンモードに移行
する前のモード）に復帰させるよう複合機１０２の動作状態を制御し、表示部３０１の表
示内容も、当該画面とは異なる、適正な操作画面に、復帰させるよう表示部３０１を制御
する。
【０１５５】
　例えば、適正な操作画面として、図１０のシャットダウンモード確認画面を表示部３０
１に表示させる直前に表示部３０１に表示させていたオペレータがシャットダウンモード
移行直前に操作していた操作画面を表示部３０１に表示させる。又例えば、図１０のシャ
ットダウン確認画面を閉じて、本デジタル複合機１０２の初期設定として予め設定されて
いる機能の初期画面（例えば、図４に例に示したように、コピー機能が電源立投入時に自
動的に起動させるべき機能として予め設定されている場合ならば、図４のコピ－機能の初
期画面）を、表示部３０１に表示させるよう制御して、本複合機１０２の通常状態時（デ
ジタル複合機１０２の状態がスリープ状態ではなく、印刷できる状態等のレディ状態であ
り、全てのユニットが通電状態である状態など）における操作を、操作部２０３を介して
、ユーザにより受付可能にするよう制御する。
【０１５６】
　一方、表示部３０１に表示させた図１０のシャットダウン確認画面上に具備させている
、シャットダウンモードの実行指示をユーザにより入力可能にする為の「ＯＫ」ボタンが
、ユーザにより押下された場合には、これを受け、該制御部２０７（特に、シャットダウ
ン制御部２１２）は、本複合機１０２にてシャットダウンモードを実行する事をユーザに
より確認把握可能にする為の情報（シャットダウンモードを実行中である事をユーザによ
り確認把握可能にする為の情報も含む）を、報知ユニットを介して、ユーザに対して報知
するよう制御すると共に、シャットダウンモードによるシャットダウン処理を実行させる
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よう制御する。
【０１５７】
　この報知制御の一例として、例えば、該制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２
１２）は、該情報を具備した図１２に示すシャットダウン実行画面を、表示部３０１に表
示させるよう制御する。
【０１５８】
　又、シャットダウン処理として、例えば、該制御部２０７（特に、シャットダウン制御
部２１２）は、ＨＤ２１０に格納されている、電源断保持しないジョブに相当する、図１
０のシャットダウン確認画面を介して、ジョブ情報をユーザに提示済（表示済）のジョブ
のうちの、実行中のジョブの処理を中止する処理（この例では、図１０のリストの受付番
号０００１のプリンタ部２０２にてプリント動作中のジョブのプリント動作をプリンタ部
２０２に中止させる処理や、図１０のリストの受付番号０００２のスキャナ部２０１にて
スキャン動作中のジョブのスキャン動作をスキャナ部２０１に中止させる処理）を実行さ
せ、且つ、該処理中のジョブの画像データ及び、図１０のリストで提示している他の待機
中ジョブの各画像データをＨＤ２１０から消去させる処理を、ＨＤ２１０に、実行させる
処理等を、実行させるよう制御する。
【０１５９】
　尚、本実施形態では、該制御部２０７（特に、シャットダウン制御部２１２）は、図１
２のシャットダウン実行画面を表示部３０１に表示させている最中（即ち、複合機１０２
にてシャットダウン処理を実行させている事をユーザに識別可能にする為の情報を報知ユ
ニットに報知させる処理を実行させている最中）に、該処理と並行して、上記シャットダ
ウン処理を実行させるよう制御している。
【０１６０】
　一方、図１２のシャットダウン実行画面を表示部３０１に表示させる前の段階では、シ
ャットダウン処理を実行させていない。
【０１６１】
　例えば、表示部３０１による図１０のシャットダウン確認画面の表示により、電源断保
持しないジョブを、現在、処理中（及び／又は、処理待状態）である事をユーザに識別可
能にする為の情報を、報知ユニットに報知させている間は（少なくとも、図１０のＯＫキ
ーをユーザが押下する前の期間は）、シャットダウン処理を実行させないよう制御する。
【０１６２】
　そこで、本実施形態は、極力、デジタル複合機１０２の稼働率を向上させるべく、シャ
ットダウン処理を実行する直前まで、ＨＤ２１０にて保持している、処理中のジョブの処
理及び待機中のジョブの処理を完了できるように、スキャナ部２０１やプリンタ部２０２
やＦＡＸ通信制御部２０８やネットワークＩ／Ｆ部２０９等のこれらのジョブを処理する
為のユニットを、動作し続けるように、該制御部２０７により制御している。
【０１６３】
　例えば、複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする為の操作がユーザによりなされた場
合に、現在、ＨＤ２１０等の記憶ユニットを用いて、電源断保持しないジョブを、処理中
、及び／又は、処理待状態である、場合に、その事を、ユーザに把握可能にする為の情報
を報知ユニットにより表示させている際中（この例では、表示部３０１に、図１０のシャ
ットダウン確認画面を表示させている際中）にでも、該報知処理に並行して、これら報知
対象のジョブの処理を、その処理完了を目指して、継続するよう、各ユニットを動作させ
続ける。
【０１６４】
　図１０の例だと、図１０の画面を表示部３０１に表示している状態（少なくとも、図１
０のＯＫキーを介してシャットダウン処理の実行指示がユーザにより入力されていない状
態）で、該制御部２０７は、図１０のリストの最上部の受付番号０００１のプリント処理
中のジョブのプリンタ部２０２によるプリント動作を継続するよう、プリンタ部２０２を
動作させつづけるよう制御する。尚且つ、該制御部２０７は、上記動作と同時に（並行し
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て）、図１０のリストの上から２番目の受付番号００１０のファクシミリ送信処理中のジ
ョブのＦＡＸ通信制御部２０８によるファクシミリ送信動作を継続するよう、ＦＡＸ通信
制御部２０８の動作も維持させる。尚且つ、該制御部は、これらの動作と同時に（並行し
て）、図１０のリストの上から３番目の受付番号０００２のスキャン処理中のジョブのス
キャナ部２０１によるスキャン動作を継続するよう、スキャナ部２０１を動作させつづけ
るよう制御する。
【０１６５】
　そして、該制御部２０７は、このような処理動作を、図１０のＯＫキーを介してユーザ
によりシャットダウン実行指示が入力されるまで実行しつづけるように各ユニットを制御
する。
【０１６６】
　即ち、図１０の例だと、図１０のＯＫキーがユーザにより押下されていない状態のまま
で、図１０のリストの最上部の受付番号０００１のジョブのプリント処理が完了したら、
該ジョブをＨＤ２１０から消去して、次に実行すべきプリントジョブとしてプリント待ち
状態のジョブに相当する、図１０のリストの上から４番目の受付番号０００２のプリント
ジョブのプリント動作を、開始させるよう、プリンタ部２０２を制御する。そして、この
図１０のリストの上から４番目のジョブのプリント動作が終了しても、まだ、図１０のＯ
Ｋキーが押下されていないならば、更にその次に実行すべきプリントジョブとして待機し
ているジョブである、図１０のリストの上から５番目の受付番号０００３のプリントジョ
ブのプリント動作も開始させるようプリンタ部２０２を制御する。
【０１６７】
　一方同様に、図１０のＯＫキーがユーザにより押下されていない状態のままで、図１０
のリストの上から２番目のファクシミリ送信処理中の受付番号００１０のジョブの他装置
への送信処理が完了したら、該ジョブをＨＤ２１０から消去して、次に実行すべきファク
シミリ送信ジョブとして送信待ち状態のジョブに相当する、図１０のリストの上から６番
目の受付番号００１１のファクシミリ送信ジョブの送信動作を、開始させるよう、ＦＡＸ
通信制御部２０８を制御する。
【０１６８】
　このように、実際にシャットダウン処理の実行指示がユーザにより入力される直前まで
、ユーザに提示したジョブの処理を継続し続けるよう制御することで、実際に複合機１０
２の主電源がユーザにより遮断される直前まで、デジタル複合機１０２の稼働率、ジョブ
生産性を、極力、向上させることが出来るようにし、且つ、例えば、主電源ＯＦＦにしよ
うとしたが、図１０等のシャットダウン確認画面の情報を見て、現在、複合機１０２にて
電源断保持しないジョブを処理中であったり、処置待ち状態であったりすることを確認し
たユーザが、複合機１０２の主電源をＯＦＦにすることをやめようと思って、図１０のキ
ャンセルキーを押下して、デジタル複合機１０２を通常状態のままとした際に、そのよう
な判断、操作を行っている際にも、各ジョブの処理を進行続けるよう制御しているので、
システム全体の生産性も大幅に向上させることが出来る。
【０１６９】
　このように、上記制御を実行可能にすることで、デジタル複合機１０２の電源をユーザ
がＯＦＦにするようなケースにおいても、極力、デジタル複合機１０２の稼働率、生産性
を向上させるようにすることが出来る等の効果を奏することが出来る。
【０１７０】
　尚、このような制御構成も、生産性や稼働率を考慮したうえでの仕様であるが故、必ず
しも具備していなくても良い。
【０１７１】
　又、本実施形態では、シャットダウン処理を実行する指示がユーザにより操作部２０３
を介してなされた（例えば、図１０や図１１のシャットダウン確認画面上のＯＫキーが押
下された）ことを条件に、複合機１０２に上述のシャットダウン処理を実行させるように
制御部２０７（特にシャットダウン制御部２１２）構成している。
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【０１７２】
　制御部２０７（特にシャットダウン制御部２１２）は、シャットダウン処理を実行する
ことを上記条件により決定したら、たとえ、図１０や図１１のシャットダウン確認画面を
介してオペレータに提示したジョブ（複合機１０２の主電源をＯＦＦ状態にする事に関す
るユーザの操作が該複合機１０２に対してなされた際に処理中のジョブ、及び／又は、処
理待ち状態のジョブに相当）の処理が完了していなくても、該画面上のリストのジョブの
処理を全て中止するよう各ユニット（スキャナ部、通信部、プリンタ部等）を制御し、そ
れらリスト上に情報を提示した各ジョブのデータ（これらは基本的にＨＤ２１０のテンポ
ラリ領域に格納している）を全てＨＤ２１０から消去するよう制御する。
【０１７３】
　即ち、該制御部は、リスト上に情報を提示した、処理中のジョブ、及び／又は、待機中
のジョブ、の、各ジョブ（電源断保持しないジョブ）の処理が完了するのを待つことなく
、これらのジョブを、強制的に、中止してしまうよう制御している。
【０１７４】
　これは、ユーザの使い勝手を配慮した仕様である。例えば、オフィス環境等を想定し、
あるオペレータが、終業時刻になったので、職場の該複合機１０２の主電源を落とした（
遮断した状態、単に、ＯＦＦ状態とも呼ぶ）うえで、職場から帰宅しようとしている状況
を想定してみる。
【０１７５】
　ここで、もし、本実施形態の上記制御を用いずに、処理中のジョブ、及び／又は、処理
待ち状態のジョブの、処理が全て完了したうえで、シャットダウン処理を実行する（電源
をＯＦＦ状態にしても良い状態にする為の処理）ような構成にしてしまったら、処理中の
ジョブや処理待ちジョブが、大量に複合機１０２に存在しているならば、該オペレータが
シャットダウン処理を早く実行することを希望していても、それらのジョブが全て完了し
ないかぎり、シャットダウン処理が開始されず、その間は、主電源を落とすことも出来な
くなり、オペレータは、早く帰社したにも拘らず、複合機１０２の目の前で、全てのジョ
ブが完了するのを、ずっと待つことになってしまう。
【０１７６】
　そこで、本実施形態では、上述の如く、ユーザ自身がシャットダウン処理の実行を希望
したら（図１０や図１１のシャットダウン確認画面のＯＫキーの押下によりシャットダウ
ン処理の実行指示が入力されたら）、速やかに、複合機１０２の主電源を落とせる状態に
するよう、たとえ、複合機１０２にて、現在処理中のジョブ、及び／又は、処理待ち状態
のジョブ、の処理が完了していなくても、強制的に、シャットダウン処理を実行させるよ
う制御し、なるべく早く、複合機１０２の主電源を落とすことができる状態にするように
構成している。
【０１７７】
　これにより、上記のようなオフィス環境等にて発生しそうな想定問題も未然に防止でき
、且つ、オペレータの該複写機１０２の利用環境を考慮した、使い勝手の良い装置を提供
できる等の効果を奏することが出来るようにしている。
【０１７８】
　そして、本実施形態は、このような構成を採用しても問題が起きないようにする為にも
、図１０や図１１のシャットダウン確認画面にてオペレータに対して、上述した各種情報
を提示して、そのオペレータ自身の了解を得るように構成している。そして、ショットダ
ウン処理を実行しても良いならば、オペレータがが自分自身で、その旨を、図１２の画面
を介して入力可能にする。又、一方で、図１０や図１１の画面を確認した結果、シャット
ダウン処理を行ない方が良いと思ったら、オペレータが自分自身でシャットダウン処理を
実行することをキャンセルする旨を図１２の画面を介して入力可能にする。
【０１７９】
　これにより、オペレータが複合機１０２にシャットダウン処理を直ぐにでも実行させる
事を希望しているにも拘らず、処理中のジョブや処理待ちのジョブが該複合機１０２に存
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在することが原因で、該複合機１０２にシャットダウン処理を開始させることが出来ずに
、該複合機１０２の主電源を落としたいオペレータを、不必要に、複合機１０２の前で拘
束してしまう等の、問題が起きるのを未然に防止することが出来る等の効果を奏すると共
に、このような問題を防止するが為に、オペレータがシャットダウン処理を希望していな
いにもかかわらず、複合機１０２の独自の判断で勝手にシャットダウン処理を開始してし
まう等の問題が起きてしまう等の問題が発生してしまうことも未然に防止することが出来
る等の効果を奏することができ、これら２つの効果を、ユーザからのニーズに柔軟に対応
しながら、両立できるようにすることが出来る。
【０１８０】
　図１１は、デジタル複合機１０２の主電源がユーザ操作によりＯＮ状態からＯＦＦ状態
になる段階にて、デジタル複合機１０２にて例えばＨＤ２１０等を使って、電源断保持し
ないジョブに相当する、実行中のジョブや待機中のジョブが存在する場合に、制御部（特
に、シャットダウン制御部２１２）が、その旨をユーザに報知するべく、表示部３０１に
表示させる、機能別にジョブをソートして一覧化した第２のシャットダウン確認画面の一
例を示す図である。画面内のジョブ一覧を表示するウインドウに表示される内容のみが、
図１０に示した第１のシャットダウン確認画面と異なっており、他は第１のシャットダウ
ン確認画面と同様である。
【０１８１】
　第２のシャットダウン確認画面では、図示されたように、実行中のジョブと待機中のジ
ョブとが、プリント、ファクス、コピー等の機能（処理）毎に分けて表示されるように表
示制御している。更に、各機能間には鎖線等で区切りが表示され、各機能の表示領域内で
は実行中のジョブが先頭に表示されるように画面を構成するよう制御していることで、ユ
ーザはどのジョブが実行中で、どのジョブが処理待機中で、あるのか、及び、それらのジ
ョブは如何なる機能のジョブであるのか等を識別できるように構成している。
【０１８２】
　なお、シャットダウンモード移行時に、少なくとも、電源断保持しないジョブ（主電源
を再投入した後に、ＨＤ２１０から読み出して、印刷や送信を実行することができないよ
うに制御しているジョブ）に相当するジョブで且つ、該デジタル複合機１０２にて、実行
中のジョブ及び待機中のジョブがない場合には、これらシャットダウン確認画面を表示せ
ずに、図１２のシャットダウン実行画面が表示され、シャットダウン処理が実行される。
【０１８３】
　尚、このようなジョブが存在しない場合に、存在しないこと自体をユーザに確認の意味
で、提示するべく、その旨を示す情報を報知ユニットにより報知させるように構成しても
良い。
【０１８４】
　又、図１１や図１２のシャットダウン確認画面では、リストに表示しているジョブは電
源断保持しないジョブである事を明記した情報は画面上には表示していない。
【０１８５】
　そこで、本実施形態にて、更に、例えば、図１１や図１２の画面のリスト上のジョブは
電源後保持しないジョブである事をオペレータにより確認可能にする為のメッセージ情報
、及び、リスト上のジョブはシャットダウン処理により電源遮断時にＨＤ２１０から削除
されるジョブである事をオペレータにより確認可能にする為のメッセージ情報、及び、リ
スト上のジョブはシャットダウン処理により処理が中止されるジョブである事をオペレー
タにより確認可能にする為のメッセージ情報、及び、リスト上のジョブは電源再投入時に
リカバリ処理が自動的に実行されないジョブである事をオペレータにより確認可能にする
為のメッセージ情報、等、少なくとも何れかの情報を、上述した各種の情報に加えて、ユ
ーザに対して報知するよう報知ユニットを制御する構成であっても良い。
【０１８６】
　これにより、上述した効果を一層向上させることも出来る。この場合、例えば、このよ
うな旨を示す情報を、図１１や図１２のシャットダウン確認画面上にメッセージとして追
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加表示させるような構成を採用すればよい。
【０１８７】
　＜第１のシャットダウン確認画面の表示処理＞
　第１のシャットダウン確認画面を表示させる処理について、図１３のフローチャートを
参照して説明する。
【０１８８】
　上述のようなユーザの操作に応じて（例えば、操作部２０３上の不図示の操作部電源キ
ーがユーザにより一定時間押下しつづけられたことを操作部２０３の不図示の操作部検知
センサからの情報により判断したことに応じて、或いは、操作部２０３のユーザモードキ
ーが押下され、図１６の画面のシャットダウンキー１６０１、或いは、図１７のキー１７
０１が押下される等して、シャットダウンモードの実行指示がユーザにより明示的に入力
されたことに応じて）、本デジタル複合機１０２をシャットダウンモードに移行すると、
ステップＳ６００において、システム制御部２０７内のシャットダウン制御部２１２は、
実行中のジョブおよび待機中のジョブがあるか否かを、例えば、図１５のジョブ管理テー
ブル１５００等に書き込んでいるジョブ情報を参照したり、核ユニットの動作状況を各ユ
ニットからの検知情報により、判定し、実行中のジョブおよび待機中のジョブがある場合
にはステップＳ６０１に移行し、ない場合にはステップＳ６０９に移行する。
【０１８９】
　ステップＳ６０１において、実行中のジョブおよび待機中のジョブより１つづつジョブ
処理を行うために１つのジョブ情報を、例えば、上記管理テーブル１５００の情報や各ユ
ニットからの動作状況を示す情報により、取得する。次にステップＳ６０２において、取
得したジョブ情報よりこのジョブが、例えばセキュアプリントジョブのように、印刷対象
のジョブとしてＨＤ２１０に蓄積状態のジョブとして存在しているがユーザの介入なくし
てはジョブ実行待ちのままであるようなジョブ（認証処理を行わない限り処理を開始させ
ないジョブ）であるのか否かを判定し、蓄積ジョブである場合にはステップＳ６０３に移
行する。一方、蓄積ジョブでない場合にはステップＳ６０４に移行する。
【０１９０】
　ステップＳ６０３において、図１０の表示ウインドウ用のＨＤ２１０或いは図示のメモ
リのセーブバッファ内の待機中ジョブセーブエリアに、先のステップで取得したジョブ情
報をセーブし、さらに蓄積状態のジョブが存在することを示すフラグ、例えばセキュアプ
リントフラグをＯＮにセットする（例えば、図１５の管理テーブル１５００等を使ってい
るならば、図１５のようにフラグを立てておく）。ステップＳ６０４において、取得した
ジョブ情報よりジョブが実行中か否かを判定し、実行中であるときにはステップＳ６０５
に移行し、待機中であるときにはステップＳ６０６に移行する。ここでジョブ実行後の後
処理フェーズはジョブ実行中に含める。
【０１９１】
　ステップＳ６０５において、表示ウインドウ用のセーブバッファ内の実行中ジョブセー
ブエリアに取得したジョブ情報をセーブする。ステップＳ６０６において、取得したジョ
ブ情報より電源断保持するジョブ、すなわち、電源が遮断されて再度起動したときに実行
されるジョブ（例えば、ネットワーク送信機能により処理されるジョブ）であるか否かを
判定し、電源断保持しないジョブ、すなわちシャットダウン処理において消去（キャンセ
ル）されるジョブ（例えば、コピー機能のジョブ、プリント機能のジョブ、ファクシミリ
受信機能のジョブ、セキュアプリント機能のジョブなど）であるときにはステップＳ６０
７に移行し、電源断保持するジョブであるときにはステップＳ６０８に移行する。
【０１９２】
　なお、ジョブを電源断保持するか否かの設定は、ジョブの投入時にユーザによって設定
可能である。又、ユーザが明示的に設定しなくても、ジョブの種類が如何なる種類である
かを、どの入力経路から入力されたかを判別し、例えば、スキャナ部２０１から入力され
たジョブなのか、ファクシミリ通信部２０８を介して受信したジョブなのか、ネットワー
クＩ／Ｆ２０９から入力したジョブなのかを、各ユニットからの情報を取得することによ
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り、該制御部が判断し、その判断結果により、そのジョブの種別を特定し、その結果を用
いて、電源断保持するジョブとして取り扱うか、電源断保持しないジョブとして取り扱う
かを該制御部が決定し、その決定結果を本フローチャートの処理で利用しても良い。
【０１９３】
　ステップＳ６０７において、表示ウインドウ用のセーブバッファ内の待機中ジョブのセ
ーブエリアに取得したジョブ情報をセーブする。ステップＳ６０８において、実行中及び
待機中の（電源断保持するジョブ以外の）すべてのジョブの情報を表示ウインドウ用セー
ブバッファにセーブしたか否かを判定し、すべてセーブしたと判定されたときにはステッ
プＳ６１０に移行し、まだセーブしていないジョブがあると判定されたときにはステップ
Ｓ６０１に戻り、以降の処理を繰り返す。
【０１９４】
　ステップＳ６１０において、表示ウインドウ用セーブバッファに格納された実行中ジョ
ブエリアの情報を先に送り、次に待機中ジョブエリアの情報を操作表示部２０３（液晶表
示部３０１）に送ることにより、図１０に示したように、実行中ジョブを先頭に表示し、
待機中ジョブを後に表示したジョブの一覧表示が行なわれるよう表示部３０１を制御する
。また、セキュアプリントフラグがＯＮであれば、ジョブ一覧表示とは別の領域に、セキ
ュアプリントジョブがある旨の情報をユーザが把握できるようなハイライト表示などで目
立つように表示を実行させるよう表示部３０１を制御する。
【０１９５】
　一方ステップＳ６００において、実行中及び待機中のジョブが無いと判定された場合に
は、第１のシャットダウン確認画面を表示せずに、ステップＳ６０９において、図１２に
示したシャットダウン実行画面を表示するよう表示部３０１を制御する。
【０１９６】
　＜第２のシャットダウン確認画面の表示処理＞
　第２のシャットダウン確認画面を表示させる処理について、図１４のフローチャートを
参照して説明する。
【０１９７】
　上述のようなユーザの操作に応じて（例えば、操作部２０３上の不図示の操作部電源キ
ーがユーザにより一定時間押下しつづけられたことを操作部２０３の不図示の操作部検知
センサからの情報により判断したことに応じて、或いは、操作部２０３のユーザモードキ
ーが押下され、図１６の画面のシャットダウンキー１６０１、或いは、図１７のキー１７
０１が押下される等して、シャットダウンモードの実行指示がユーザにより明示的に入力
されたことに応じて）、本デジタル複合機１０２をシャットダウンモードに移行すると、
ステップＳ７００において、システム制御部２０７内のシャットダウン制御部２１２は、
実行中のジョブおよび待機中のジョブがあるか否かを、例えば、図１５のジョブ管理テー
ブル１５００等に書き込んでいるジョブ情報を参照したり、核ユニットの動作状況を各ユ
ニットからの検知情報により、判定し、実行中のジョブおよび待機中のジョブがある場合
にはステップＳ７０１に移行し、ない場合にはステップＳ７１１に移行する。
【０１９８】
　ステップＳ７０１において、実行中のジョブおよび待機中のジョブより１つづつジョブ
処理を行うために１つのジョブ情報を、例えば、上記管理テーブル１５００の情報や各ユ
ニットからの動作状況を示す情報により、取得する。次にステップＳ７０２において、取
得したジョブ情報よりこのジョブが、例えばセキュアプリントジョブのように、蓄積状態
のジョブとして存在しているがユーザの介入なくしてはジョブ実行待ちのままであるよう
なジョブであるのか否かを判定し、蓄積ジョブである場合にはステップＳ７０３に移行す
る。一方、蓄積ジョブでない場合にはステップＳ７０４に移行する。
【０１９９】
　ステップＳ７０３において、図１１の表示ウインドウ用のセーブバッファ内の待機中ジ
ョブセーブエリアに取得したジョブ情報をセーブし、さらに蓄積状態のジョブが存在する
ことを示すフラグ、例えばセキュアプリントフラグをＯＮにセットする。ステップＳ７０
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４において、取得したジョブ情報より電源断保持するジョブ、すなわち、電源が遮断され
て再度起動したときに実行されるジョブであるか否かを判定し、電源断保持しないジョブ
、すなわちシャットダウン処理において消去（キャンセル）されるジョブであるときには
ステップＳ７０６に移行し、電源断保持するジョブであるときにはステップＳ７０５に移
行する。なお、ジョブを電源断保持するか否かの設定は、ジョブの投入時にユーザによっ
て設定可能である。ここでジョブ実行後の後処理フェーズはジョブ実行中に含める。
【０２００】
　ステップＳ７０５において、取得したジョブ情報より該ジョブが実行中であるか否かを
判定し、実行中であるときにはステップＳ７０６に移行し、待機中であるときにはステッ
プＳ７１０に移行する。
【０２０１】
　ステップＳ７０６において、取得したジョブ情報より、ジョブの種類がコピー、ＦＡＸ
、プリント等のいずれであるのかを、例えば、上記管理テーブル１５００の情報や各ユニ
ットからの動作状況を示す情報により、判別し、コピージョブであるときにはステップＳ
７０７に移行し、ＦＡＸジョブであるときにはステップＳ７０８に移行し、プリントジョ
ブであるときにはステップＳ７０９に移行する。
【０２０２】
　そして、ステップＳ７０７において、表示ウインドウ用のセーブバッファ内のコピージ
ョブセーブエリアに取得したジョブ情報をセーブする。またステップＳ７０８において、
表示ウインドウ用のセーブバッファ内のＦＡＸジョブセーブエリアに取得したジョブ情報
をセーブする。同様にステップＳ７０９において、表示ウインドウ用のセーブバッファ内
のプリントジョブセーブエリアに取得したジョブ情報をセーブする。
【０２０３】
　ステップＳ７１０において、実行中及び待機中の（電源断保持するジョブ以外の）すべ
てのジョブの情報を表示ウインドウ用セーブバッファにセーブしたか否かを判定し、すべ
てセーブしたと判定されたときにはステップＳ７１２に移行し、まだセーブしていないジ
ョブがあると判定されたときにはステップＳ７０１に戻り、以降の処理を繰り返す。
【０２０４】
　ステップＳ７１２において、表示ウインドウ用セーブバッファに格納された情報を、例
えば、プリントジョブエリア、ＦＡＸジョブエリア、コピージョブエリアの順のようにジ
ョブの種類毎に操作表示部２０３（液晶表示部３０１）に送ることにより、図１１に示し
たように、ジョブの種類毎にジョブリストの一覧表示が行われるように、表示部３０１を
制御する。又、例えば管理テーブル１５００の内容をチェックした結果、セキュアプリン
トフラグがＯＮであると判断すれば、ジョブ一覧表示とは別の領域に、セキュアプリント
ジョブがある旨の情報をハイライト表示などで目立つような表示を表示部３０１にあわせ
て実行させるよう制御する。
【０２０５】
　一方ステップＳ７００において、実行中及び待機中のジョブが無いと判定された場合に
は、第２のシャットダウン確認画面を表示せずに、ステップＳ７１１において、図１２に
示したシャットダウン実行画面を表示するよう表示部３０１を制御する。
【０２０６】
　以上説明したように本実施形態によれば、装置本体の電源を遮断する前にシャットダウ
ンモードが実行され、シャットダウン確認画面にてシャットダウンを実行した時にキャン
セルされる実行中のジョブ及び待機中のジョブがユーザに分かりやすく表示される。また
、セキュアプリントジョブのようなユーザが所定の操作を行なわないと実行されないジョ
ブが投入されている場合には、そのようなジョブの存在がユーザに目立つ形で表示される
。
【０２０７】
　従って、ユーザはシャットダウン確認画面に表示されるジョブ一覧の表示を見ただけで
シャットダウン処理によって影響を受けるジョブ（複合機１０２の主電源がＯＦＦ状態に
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なる際に、処理が中止される対象のジョブや、データがＨＤ２１０等のメモリから削除さ
れる対象のジョブ）の有無及びジョブの内容（どのような機能のジョブか、どのような文
書名のジョブか、どのようなユーザのジョブなのか、それが現在どのような処理条件であ
るのか等を特定することが出来る内容）を容易に把握することができ、シャットダウン処
理を行なう際に、ユーザの意図しないジョブの中断やキャンセルを回避することが可能と
なる。
【０２０８】
　＜他の実施形態＞
　以上説明した実施形態では、シャットダウン処理で影響を受ける（中断される又はキャ
ンセルされる）ジョブの情報のみを表示するが、投入されている全てのジョブ（例えば、
ＨＤ２１０に格納している全てのジョブ）の情報を表示するようにしても良い。その場合
には、ユーザがシャットダウン処理で影響を受けるジョブを、シャットダウン処理により
影響を受けないジョブと、ユーザが区別できる状態で、容易に認識できるような表示を表
示部３０１に実行させるように制御するのが望ましい。
【０２０９】
　また、ユーザがシャットダウン処理で影響を受けるジョブの有無及びジョブの内容を容
易に認識可能な表示形式であれば、上記で説明した形式以外の形式でシャットダウン処理
で影響を受けるジョブの情報を表示するようにしてもよい。
【０２１０】
　加えて、シャットダウン処理で影響を受けるジョブの有無及びジョブの内容を、操作表
示部２０３（液晶表示部３０１）に表示させる代わりに、所定の形式でプリント出力する
ような形態としてもよい。即ち、情報を報知する報知ユニットとしてプリンタ部２０２に
より、図１１や図１２の画面でユーザに報知している情報と同等趣旨の情報を、記録紙に
出力させるよう構成しても良い。
【０２１１】
　更にまた、シャットダウン処理によって影響を受けるジョブがない場合には、その旨を
ユーザに明示的に示す画面を表示させるようにしてもよい。
【０２１２】
　本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器
からなる装置（デジタル複合機など）に適用しても良い。
【０２１３】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（本実
施形態では図１３及び図１４に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システム
或いは装置に直接或いは遠隔から供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供
給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
その場合、プログラムの機能を有していれば、形態は、プログラムである必要はない。
【０２１４】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明のク
レームでは、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる
。
【０２１５】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【０２１６】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ
）などがある。
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【０２１７】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのサイトに接続し、該サイトから本発明のコンピュータプログラムその
もの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録
媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるサイトから
ダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュ
ータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷ
ＷＷサーバも、本発明の範囲に含まれるものである。
【０２１８】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してサイトから暗号
化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化されたプロ
グラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０２１９】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【０２２０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０２２１】
【図１】本発明に係る画像処理装置を含むネットワークシステムの構成例を示すブロック
図である。
【図２】本発明に係る画像処理装置の実施形態としてのデジタル複合機の構成例を示すブ
ロック図である。
【図３】図２の操作表示部の外観を示す図である。
【図４】液晶表示部に表示されるコピー基本画面を示す図である。
【図５】液晶表示部に表示される応用モード画面を示す図である。
【図６】液晶表示部に表示される送信画面を示す図である。
【図７】液晶表示部に表示される送信画面を示す図である。
【図８】液晶表示部に表示されるボックス選択画面を示す図である。
【図９】液晶表示部に表示される文書選択画面を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態の第１のシャットダウン確認画面を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態の第２のシャットダウン確認画面を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態のシャットダウン実行画面を示す図である。
【図１３】第１のシャットダウン確認画面の表示処理のフローチャートである。
【図１４】第２のシャットダウン確認画面の表示処理のフローチャートである。
【図１５】印刷対象のジョブの管理テーブルの一例を示す図である。
【図１６】共通仕様設定画面を示す図である。
【図１７】シャットダウンモードの設定画面を示す図である。
【符号の説明】
【０２２２】
　１０１　文書管理装置
　１０２　デジタル複合機
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　１０３　パーソナルコンピュータ
　１０４　イメージスキャナ
　１０５　ファクシミリ
　１０６　プリンタ
　１０７　ネットワーク
　２０１　スキャナ部
　２０２　プリンタ部
　２０３　操作表示部
　２０４　符号化復号化部
　２０５　システムメモリ
　２０６　ページメモリ
　２０７　システム制御部
　２０８　ＦＡＸ通信制御部
　２０９　ネットワークＩ／Ｆ
　２１０　ＨＤ（ハードディスク）
　２１１　バス
　２１２　シャットダウン制御部

【図１】 【図２】
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