
JP 5613732 B2 2014.10.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証装置から受信した通知により操作ロックまたは操作ロック解除を行う印刷装置にお
いて、
　実行するジョブを管理し、当該ジョブの実行に必要な処理の開始を通知するジョブ管理
手段と、
　表示操作部の表示部に表示する画面、および表示操作部の操作ボタンの操作状態を制御
する操作部制御手段と、
　現在の処理の実行状態および現在の前記操作ボタンの操作状態を保持する稼働状態管理
手段と、
　前記認証装置から前記表示操作部の操作ボタンの操作をロックする操作ロック通知およ
び前記操作のロックを解除する操作ロック解除通知を受信するパネルロック制御手段と、
　予め設定された、前記表示部に表示する画面の表示レベルと、前記印刷装置の有効また
は無効に設定された稼働状態制御モードとを格納する記憶手段と、を備え、
　前記パネルロック制御手段は、前記認証装置から操作ロック解除通知を受信したときに
、前記操作部制御手段に操作ロック解除を通知して前記表示部に初期画面を表示させ、
　前記パネルロック制御手段は、前記認証装置から操作ロック通知を受信した場合であっ
て、前記稼働状態管理手段が装置の稼働状態を稼動中として保持しているときは、前記稼
働状態が稼動停止になるまで前記操作部制御手段への操作ロックの通知を遅延させて送出
し、前記稼働状態管理手段が処理の実行状態を停止中として保持しているときは、操作ロ
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ック通知を受信した時に前記操作部制御手段へ操作ロックを通知し、前記操作部制御手段
は前記操作ロックの通知を受けたときに、前記稼働状態制御モードが有効に設定されてい
る場合は、前記表示部にパネルロック画面を表示させ、前記稼働状態制御モードが無効に
設定されている場合は、前記パネルロック画面と、現在表示している現在画面または次に
表示すべき次画面との表示レベルを比較して表示レベルの高い方の画面を前記表示部に表
示することを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷装置において、
　前記操作部制御手段は、前記ジョブ管理手段から、実行するジョブの開始を通知された
時に、当該ジョブの種別であるジョブ種別を前記記憶手段に保存し、
　前記稼働状態制御モードが有効に設定されている場合であって、前記パネルロック制御
手段からの前記操作ロックの通知を受けたときに、現在実行中のジョブが前記記憶手段に
保存されているジョブ種別と一致する場合は、前記表示部に、ジョブの終了時に前記パネ
ルロック画面が表示される旨を表示した警告画面を表示することを特徴とする印刷装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の印刷装置において、
　前記画面の表示レベルは、処理の実行中を示す画面を前記パネルロック画面より上位に
設定し、処理の待機中を示す画面を前記パネルロック画面より下位に設定することを特徴
とする印刷装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の印刷装置において、
　前記稼働状態管理手段は、装置の稼働状況を前記認証装置へ送信する機能を有し、
　前記稼働状態制御モードが有効に設定されている場合は、前記保持した前記実行状態お
よび前記操作状態に応じて装置の稼働状況通知を前記認証装置へ送信し、
　前記稼働状態制御モードが無効に設定されている場合は、常に装置が非稼働である旨の
非稼働通知を前記認証装置へ送信し、
　前記認証装置は、前記稼働状態管理手段から、装置の稼働状況が稼働している旨の稼働
通知を受信している場合は、前記パネルロック制御手段への操作ロック通知を、前記非稼
働通知を受信するまで遅延させて送信することを特徴とする印刷装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の印刷装置において、
　前記稼働状態管理手段は、前記操作部制御手段から前記操作ボタンの押下通知を受けた
ときに、前記認証装置へ前記稼働通知を送信することを特徴とする印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証装置から受信した通知により操作ロックまたは操作ロック解除を行う印
刷装置複合機等の印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の複合機は、利用者に暗証番号を入力させてその暗証番号を認証すると、ログイン
時に認証された利用者から複数の処理を一括して受付け、その処理の実行中に、利用者が
誤ってログアウトする、または処理を実行しないで定められたタイムアウト時間が経過し
てログアウトした場合に、実行しなかった処理を記憶しておき、次のログイン時に記憶し
た未実行の処理を読出してその処理の実行を可能にしている（例えば、特許文献１参照。
）。
　また、一般的に、複合機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｐｅｒｉｐｈｅｒａ
ｌ）やプリンタ等の印刷装置に、認証機能を有する認証装置を接続し、認証装置が認証し
た利用者のみに印刷装置を使用させ、認証後に一定時間が経過すると、その利用者による
表示操作部の利用を制限することが行われている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３６４４０号公報（段落００５２－００６１、第１２図
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術においては、印刷装置がコピーやＦＴＰ送信等の処理をして
いるときに、認証装置から表示操作部の操作ロック通知があれば、パネルロック画面が表
示されて表示操作部が利用できない状態となり、利用者の利便性を低下させるという問題
がある。
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、認証装置から操作ロック通
知が通知された場合における利用者の利便性を向上させる手段を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、認証装置から受信した通知により操作ロックま
たは操作ロック解除を行う印刷装置において、実行するジョブを管理し、当該ジョブの実
行に必要な処理の開始を通知するジョブ管理手段と、表示操作部の表示部に表示する画面
、および表示操作部の操作ボタンの操作状態を制御する操作部制御手段と、現在の処理の
実行状態および現在の前記操作ボタンの操作状態を保持する稼働状態管理手段と、前記認
証装置から前記表示操作部の操作ボタンの操作をロックする操作ロック通知および前記操
作のロックを解除する操作ロック解除通知を受信するパネルロック制御手段と、予め設定
された、前記表示部に表示する画面の表示レベルと、前記印刷装置の有効または無効に設
定された稼働状態制御モードとを格納する記憶手段と、を備え、前記パネルロック制御手
段は、前記認証装置から操作ロック解除通知を受信したときに、前記操作部制御手段に操
作ロック解除を通知して前記表示部に初期画面を表示させ、前記パネルロック制御手段は
、前記認証装置から操作ロック通知を受信した場合であって、前記稼働状態管理手段が装
置の稼働状態を稼動中として保持しているときは、前記稼働状態が稼動停止になるまで前
記操作部制御手段への操作ロックの通知を遅延させて送出し、前記稼働状態管理手段が処
理の実行状態を停止中として保持しているときは、操作ロック通知を受信した時に前記操
作部制御手段へ操作ロックを通知し、前記操作部制御手段は前記操作ロックの通知を受け
たときに、前記稼働状態制御モードが有効に設定されている場合は、前記表示部にパネル
ロック画面を表示させ、前記稼働状態制御モードが無効に設定されている場合は、前記パ
ネルロック画面と、現在表示している現在画面または次に表示すべき次画面との表示レベ
ルを比較して表示レベルの高い方の画面を前記表示部に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　これにより、本発明は、ジョブの実行中における各処理の処理中画面に処理の進行状況
が表示されている場合に、突然、画面がパネルロック画面に切替って利用者が進行状況の
確認ができなくなることを防止して、利用者の利便性を向上させることができるという効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１の複合機の概略構成を示す説明図
【図２】実施例１の複合機を示すブロック図
【図３】実施例１のパネルロック画面の表示例を示す説明図
【図４】実施例１の表示レベルテーブルの構成例を示す説明図
【図５】実施例１の認証装置と認証サーバの動作を示す流れ図
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【図６】実施例１の複合機の画面表示通知動作を示すフローチャート
【図７】実施例１の複合機の稼働状態通知動作を示すフローチャート
【図８】実施例１の稼動状態制御モードのモード設定画面の表示例を示す説明図
【図９】実施例１の複合機の操作状態通知動作を示すフローチャート
【図１０】実施例１の稼動状態制御モードが「無効」の場合における複合機の動作を示す
フローチャート
【図１１】実施例１の稼動状態制御モードが「有効」の場合における複合機の動作を示す
フローチャート
【図１２】実施例２の複合機を示すブロック図
【図１３】実施例２のパネルロック警告画面の表示例を示す説明図
【図１４】実施例２の複合機の画面表示通知動作を示すフローチャート
【図１５】実施例２の複合機の稼働状態通知動作を示すフローチャート
【図１６】実施例２の稼動状態制御モードが「有効」の場合における複合機の動作を示す
フローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、図面を参照して本発明による印刷装置の実施例について説明する。
【実施例１】
【０００９】
　以下に、図１ないし図１１を用いて本実施例の複合機について説明する。
　なお、以下の説明においては、複合機で実行するコピーやＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎ
ｃｅｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）送信等のように、利用者が一つの処理として認識するも
のをジョブといい、ジョブの開始から終了までの間に実行するスキャンや印刷等の複合機
が一つの処理として認識するものを処理という（例えば、画像読取処理、印刷処理等であ
る）。
　図１において、１は印刷装置としての複合機である。
【００１０】
　２は複合機１の印刷部であり、その下部には印刷用の媒体である用紙を収容する給紙カ
セット３が配置され、その外部の上面には印刷済の用紙を集積するスタッカ４が配置され
ており、これらの間は複数の搬送ローラ５、媒体検出センサ６等が設けられた用紙搬送路
７で接続されている。この用紙搬送路７と給紙カセット３との接続部には、給紙カセット
３から用紙を用紙搬送路７へ１枚毎に繰出す給紙ローラ８が設けられ、給紙ローラ８の用
紙搬送方向の下流側には、搬送された用紙へ転写する現像剤像としてのトナー像を形成す
る、Ｋ色（ブラック）、Ｙ色（イエロー）、Ｍ色（マゼンダ）、Ｃ色（シアン）の現像剤
としてのトナーをそれぞれ収容した複数の画像形成ユニット９が配置され、各画像形成ユ
ニット９の用紙搬送路７を挟んで対向する位置には、画像形成ユニット９で形成されたト
ナー像を用紙上に転写する転写ローラ１０が配置され、画像形成ユニット９の下流側には
、転写されたトナー像を用紙に定着する定着器１１、定着器１１から排出された印刷済の
用紙をスタッカ４上へ排出する排出ローラ１２が配置されている。
【００１１】
　また、複合機１の印刷部２の上方には、利用者に対して所定の情報を表示するＬＣＤ等
の表示部１４ａ、およびコピーやＦＴＰ送信等のジョブの詳細設定や開始指示を入力する
ための複数の操作ボタン１４ｂ等が設けられた表示操作部１４、自動給紙部（ＡＤＦ：Ａ
ｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）１５により取込まれコンタクトガラス１６上
にセットされた、またはコンタクトガラス１６上に直接セットされた原稿の画像データを
読取る画像読取手段としてのスキャナ１７が配置されている。
【００１２】
　表示操作部１４は、操作部制御手段３２（後述）から受けた画面表示通知に従って表示
部１４ａに通知された画面を表示する機能、パネルロック画面を非表示にするための操作
ロック解除通知を受信した後に、最初に表示操作部１４が利用者により操作されたタイミ
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ングで操作部制御手段３２へ操作開始の通知を行う機能、利用者が操作可能な画面が表示
されている状態で、表示操作部１４のいずれかの操作ボタン１４ｂが押下される度に押下
された操作ボタン１４ｂの押下通知を操作部制御手段３２へ送出する機能、各ジョブの待
機画面で利用者が操作ボタン１４ｂを操作してコピーやＦＴＰ送信の詳細設定を行ったと
きにそのジョブの設定情報を生成する機能、利用者が操作ボタン１４ｂによりコピーやＦ
ＴＰ送信の開始を指示したときに、設定情報と共に指示されたジョブの開始通知（ジョブ
開始通知という。）を操作部制御手段３２へ送出する機能、管理者による複合機１の稼働
状態制御モードの設定変更を受付け、そのモード変更通知を操作部制御手段３２へ送出す
る機能等を有している。
【００１３】
　ここで、稼働状態制御モードとは、管理者が、認証装置２５へ複合機１の稼働状態の通
知を行うか否かを予め設定するために設定する制御モードであって、「有効」に設定され
た場合は、認証装置２５に複合機１の動作状況に応じた稼働通知または非稼働通知を送信
し、「無効」に設定された場合は、認証装置２５に常に非稼働通知を送信する。
　また、操作部制御手段３２および稼動状態管理手段３５（後述）は、設定された稼働状
態制御モードに従って、その動作を変更する。
【００１４】
　図２において、２０は複合機１の制御部であり、ネットワーク２１を介して管理センタ
等に設置されている認証サーバ２２等と接続すると共に、ＦＤＩ（Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）２３を介して、複合機１と同じフロアに設置されている
、ＩＣカードリーダ２４を接続した認証装置２５と接続しており、記憶部２６に格納され
たプログラムにより、複合機１の各部を制御して、コピーやＦＴＰ送信等のジョブを実行
する機能を有している。
　ここで、コピーとは、利用者が、自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６に原稿を
セットし、表示操作部１４の操作ボタン１４ｂを操作して複合機１にコピー開始を指示し
たときに、利用者が行ったコピー設定に従ってスキャナ１７により読取った原稿の画像デ
ータを印刷部２により用紙に印刷してスタッカ４上に排出することをいう。
【００１５】
　また、ＦＴＰ送信とは、自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６に原稿をセットし
、表示操作部１４の操作ボタン１４ｂを操作して複合機１にＦＴＰ送信開始を指示したと
きに、利用者が行ったＦＴＰ送信の設定に従ってスキャナ１７により読取った原稿の画像
データをＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）形式等のファイ
ル形式でファイル化し、図示しないＦＴＰサーバの指定されたフオルダヘＦＴＰによりネ
ットワーク２１を介して送信することをいう。
【００１６】
　２７は画像処理部であり、ジョブ管理手段３１（後述）からスキャナ１７により読取っ
た原稿の画像データと共に印刷開始通知を受けた場合に、その画像データを印刷部２によ
る印刷が可能な印刷データに変換して印刷部２へ送出する機能、印刷部２から印刷が完了
した旨の印刷完了通知および印刷済の１枚の用紙の排出通知を受けたときに、ジョブ管理
手段３１に印刷終了通知および排出通知を送出する機能、ジョブ管理手段３１から画像デ
ータと共にＦＴＰによる送信開始通知を受けた場合に、画像データを指定されたファイル
形式のファイルに変換して出力部２８へ送出する機能、出力部２８からＦＴＰによる送信
が完了した旨の送信完了通知を受けたときにジョブ管理手段３１へ送信終了通知を送出す
る機能等を有している。
【００１７】
　印刷部２は、画像処理部２７から印刷データを受けた場合に、給紙カセット３から繰出
した用紙に、印刷データを基に各画像形成ユニット９で形成したトナー像を転写し、これ
を定着器１１で定着した後にスタッカ４上に排出して用紙への印刷を行う機能、スタッカ
４上に印刷済の用紙を１枚排出する度に、その排出通知を画像処理部２７へ送出する機能
、印刷が完了したときに印刷完了通知を画像処理部２７へ送信する機能等を有している。
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　出力部２８は、画像処理部２７からファイルを受けたときに、そのファイルを送信先の
フォルダにネットワーク２１を介してＦＴＰにより送信する機能、ＦＴＰによる送信が完
了したときに、送信完了通知を画像処理部２７へ送出する機能等を有している。
【００１８】
　ジョブ管理手段３１は、複合機１が実行するジョブを管理するために制御部２０に形成
された機能手段であって、操作部制御手段３２（後述）から稼働状態制御モードのモード
変更通知を受けたときに、そのモード変更通知の変更後の稼働状態制御モード（「有効」
または「無効」）を記憶部２６に格納すると共に当該モード変更通知を稼働状態管理手段
３５（後述）に送出する機能、操作部制御手段３２からジョブ開始通知を受けたときに、
開始すべきジョブの実行に必要となる処理の開始通知（処理開始通知という。）を画像読
取制御手段３３（後述）、画像処理部２７等へ送出する機能、画像処理部２７から排出通
知を受けたときに、その排出通知を認証装置２５へ送信する機能等を有している。
【００１９】
　この処理開始通知は、実行すべきジョブがＦＴＰ送信の場合は、前段処理として画像読
取制御手段３３と稼働状態管理手段３５と操作部制御手段３２とに画像読取開始通知を送
出し、画像読取制御手段３３から画像読取終了通知を受けたときに、稼働状態管理手段３
５に画像読取終了通知を送出し、その後に後段処理として、画像処理部２７、操作部制御
手段３２、稼働状態管理手段３５にＦＴＰによる送信開始通知を送出し、画像処理部２７
からＦＴＰによる送信終了通知を受けたときに、稼働状態管理手段３５に送信終了通知を
、操作部制御手段３２にジョブ終了通知を送出する。
【００２０】
　また、実行すべきジョブがコピーの場合は、前段処理として画像読取開始通知をＦＴＰ
送信の場合と同様に送出し、稼働状態管理手段３５に画像読取終了通知を送出した後に後
段処理として、画像処理部２７、操作部制御手段３２、稼働状態管理手段３５に印刷開始
通知を送出し、画像処理部２７から印刷終了通知を受けたときに、稼働状態管理手段３５
に印刷終了通知を、操作部制御手段３２にジョブ終了通知を送出する。
【００２１】
　操作部制御手段３２は、表示操作部１４の表示部１４ａに表示する画面および操作ボタ
ン１４Ｂの操作状態を制御するために制御部２０に形成された機能手段であって、パネル
ロック制御手段３４（後述）からパネルロック画面を非表示にするための操作ロック解除
通知を受けた場合に、表示操作部１４の表示部１４ａに表示されているパネルロック画面
の非表示通知を表示操作部１４へ送出する機能、パネルロック制御手段３４からパネルロ
ック画面を表示するための操作ロック通知を受けた場合に、稼働状態制御モードが「有効
」のときは無条件にパネルロック画面を表示するためのパネルロック画面表示通知を表示
操作部１４へ送出し、稼働状態制御モードが「無効」のときは、記憶部２６の表示レベル
テーブルを参照してパネルロック画面の表示レベルと現在表示している現在画面の表示レ
ベルとを比較し、表示レベルの高い方の画面を表示するための画面表示通知を表示操作部
１４へ送出する機能を有している。
【００２２】
　このパネルロック画面は、図３に示すように、装置が非認証状態であるために装置が利
用できない旨の文言を表示した画面であり、表示操作部１４の表示部１４ａに、パネルロ
ック画面が表示されているときは、操作ボタン１４ｂによる指示入力は、受付けられない
ようになっている。
　また、表示レベルテーブルは、予め設定されて記憶部２６に格納されており、図４に示
すように、表示操作部１４の表示部１４ａに表示する画面別に表示レベルを設定したもの
であって、読取中画面や印刷中画面、データ処理中画面等のように、処理の実行中を示す
画面はパネルロック画面より上位に設定され、コピー待機画面や画像読取待機画面等のよ
うに、処理の待機中を示す画面はパネルロック画面より下位に設定されている。
【００２３】
　また、操作部制御手段３２は、表示操作部１４からモード変更通知を受けたときに、そ
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のモード変更通知をジョブ管理手段３１に送出する機能、表示操作部１４からジョブの設
定情報と共にジョブ開始通知を受けたときに、そのジョブ開始通知を設定情報と共にジョ
ブ管理手段３１に送出する機能、ジョブ管理手段３１から受けた処理開始通知に応じた画
面を表示部１４ａに表示するための画面表示通知を表示操作部１４へ送出する機能を有し
ている。
【００２４】
　本実施例の表示操作部１４の表示部１４ａに表示する画面としては、前記したパネルロ
ック画面の他に、利用者が操作可能な画面としてモード設定画面、コピー待機画面、画像
読取待機画面等が、処理の実行中を表示する画面（処理中画面という。）として読取中画
面、印刷中画面、データ処理中画面等が設けられており（図４参照）、ジョブ管理手段３
１から処理開始通知を受けた場合に、それがコピーやＦＴＰ送信の前段処理である画像読
取開始通知のときは読取中画面を表示するための読取中画面表示通知を、ＦＴＰ送信の後
段処理であるＦＴＰによる送信開始通知のときはデータ処理中画面を表示するためにデー
タ処理中画面表示通知を、コピーの後段処理である印刷開始通知のときは印刷中画面を表
示するための印刷中画面表示通知を表示操作部１４へ送出する。この場合に、稼働状態制
御モードが「有効」であって、既にパネルロック画面が表示されているときは、パネルロ
ック画面の表示を継続し、稼働状態制御モードが「無効」のときは、上記した表示レベル
に従って表示レベルの高い方の画面を表示する。
【００２５】
　また、ジョブ管理手段３１から実行していたジョブのジョブ終了通知を受けた場合は実
行していたジョブの待機画面を表示する。例えば、ＦＴＰ送信であれば、ジョブ終了通知
を受けたタイミングで画像読取待機画面を表示する。また、コピーであればジョブ終了通
知を受けたタイミングでコピー待機画面を表示する。この場合に、待機画面を表示するタ
イミングで、稼働状態制御モードが「有効」であって、既にパネルロック画面が表示され
ているときは、無条件にパネルロック画面の表示を継続し、稼働状態制御モードが「無効
」のときは、表示レベルの判定を行って表示レベルの高い方の画面を表示する。
【００２６】
　更に、操作部制御手段３２は、表示操作部１４から操作ボタン１４ｂの押下通知を受け
る度に、パネルタイマをリセット、リスタートし、操作開始通知を稼働状態管理手段３５
（後述）に送出する機能、表示操作部１４から稼働状態制御モードのモード変更通知を受
信したときに、そのモード変更通知をジョブ管理手段３１に送出する機能、予め設定され
た所定の時間の経過によってパネルタイマがタイムアウトしたとき、またはジョブ管理手
段３１から処理開始通知（例えば画像読取開始通知）を受けたときに、表示操作部１４の
操作終了を示す操作終了通知を稼働状態管理手段３５に送出する機能等を有している。
【００２７】
　画像読取制御手段３３は、スキャナ１７の制御を行うために制御部２０に形成された機
能手段であって、ジョブ管理手段３１から画像読取開始通知を受けた場合は、自動給紙部
１５またはコンタクトガラス１６にセットされている原稿を、スキャナ１７で読取り、読
取りが完了したときに、ジョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通
知を送出する機能等を有している。
【００２８】
　パネルロック制御手段３４は、表示操作部１４の表示部１４ａに表示するパネルロック
画面の制御を行うために制御部２０に形成された機能手段であって、認証装置２５からＦ
ＤＩ２３を介してパネルロック画面の操作ロック解除通知を受信した場合に、操作部制御
手段３２に操作ロック解除通知を送出する機能、認証装置２５からパネルロック画面の操
作ロック通知を受信した場合に、その操作ロック通知を記憶部２６に格納すると共に、稼
働状態管理手段３５（後述）へ装置の稼働状態取得要求を送出し、稼働状態管理手段３５
から取得した稼働状態通知が、装置の稼働状態が停止状態なったことを通知する稼働停止
通知のときは直ちに操作ロック通知を操作部制御手段３２に送出し、稼働状態通知が、装
置の稼働状態が稼働中であることを通知する稼働中通知のときは、操作ロック通知の送出
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を稼働停止通知を受けるまで遅らせるロック遅延を行う機能、ロック遅延中に稼働状態管
理手段３５から稼働停止通知を受けたときに、操作部制御手段３２に操作ロック通知を送
出する機能等を有している。
【００２９】
　稼働状態管理手段３５は、複合機１が実行する処理の実行状態と表示操作部１４の操作
ボタン１４ｂの操作状態とを管理するために制御部２０に形成された機能手段であって、
複合機１の処理の実行状態を「実行中」または「停止中」とし、表示操作部１４の操作状
態を「操作中」または「停止中」として、これら２つの状態を記憶部２６に格納して現在
の複合機１の稼働状態を保持すると共に、記憶部２６の稼働状態通知（稼働中通知および
稼働停止通知）を更新しながら複合機１全体の稼働状態を管理する機能を有している。
【００３０】
　すなわち、稼働状態管理手段３５は、ジョブ管理手段３１から稼働状態制御モードのモ
ード変更通知を受けた場合に、変更後の稼働状態制御モードが「無効」のときは、処理の
実行状態を「停止中」操作状態を「停止中」とすると共に、装置の稼働状態通知を稼働停
止通知として記憶部２６に格納して稼働状態を更新し、変更後の稼働状態制御モードが「
有効」のときは、設定変更のための操作がされているので、処理の実行状態を「停止中」
表示操作部１４の操作状態を「操作中」にすると共に、稼働状態通知を稼働中通知に更新
する。
　なお、稼働状態制御モードが「無効」のモード変更通知を受けた場合は、その後に稼働
状態制御モードが「有効」のモード変更通知を受けるまで、記憶部２６の処理の実行状態
および操作状態、稼働状態通知は更新せずにそのまま維持される。
【００３１】
　稼働状態制御モードが「有効」の場合であって、ジョブ管理手段３１から画像読取開始
通知等の処理開始通知を受けたときは処理の実行状態を「実行中」に、ジョブ管理手段３
１から画像読取終了通知等の処理終了通知を受けたときは処理の実行状態を「停止中」に
、操作部制御手段３２から表示操作部１４の操作開始通知を受けたときは操作状態を「操
作中」に、操作部制御手段３２から表示操作部１４の操作終了通知を受けたときは操作状
態を「停止中」に更新する。
　また、稼働状態管理手段３５は、ジョブ管理手段３１または操作部制御手段３２から処
理の実行状態または操作状態を更新するための通知を受けた場合に、複合機１の稼働状態
判定を行う機能、稼働状態判定の判定結果を基に稼働状態通知を更新すると共に、稼働状
況通知（稼働通知および非稼働通知）をＦＤＩ２３を介して認証装置２５へ送信する機能
を有している。
【００３２】
　この稼働状態判定は、記憶部２６に格納されている現在の処理の実行状態および表示操
作部１４の操作状態のいずれもが「停止中」の場合は、複合機１が稼働状態ではないと判
定して、稼働状態通知を稼働停止通知に更新すると共に、認証装置２５に非稼働通知を送
信する。
　また、現在の処理の実行状態および操作状態のいずれかが「実行中」または「操作中」
の場合は、複合機１が稼働状態と判定して、稼働状態通知を稼働中通知に更新すると共に
、認証装置２５に稼働通知を送信する。
【００３３】
　更に、装置の稼働状態通知を稼働停止通知に更新した場合は、パネルロック制御手段３
４に装置の稼働状態が停止状態になったことを示す稼働停止通知を送出する
　なお、稼働状態制御モードが「無効」の場合は、稼働状態判定が非稼働状態と判定され
るので、パネルロック制御手段３４へは常に稼動停止通知が送出され、認証装置２５へは
常に非稼働通知が送信される。
　更に、稼働状態管理手段３５は、パネルロック制御手段３４から装置の稼働状態取得要
求を受けたときに、要求を受けた時点で記憶部２６に格納されている装置の稼働状態通知
をパネルロック制御手段３４へ送出する機能等を有している。
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【００３４】
　上記した認証情報読取手段としてのＩＣカードリーダ２４は、利用者が所持するカード
をかざすと、そのカードのＩＣチップに予め格納されている、利用者の個人識別子（ＰＩ
Ｎ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ）等からなる認証
情報を読取る機能を有している。
　認証サーバ２２は、１回の認証における有効時間が予め設定されて格納されると共に、
利用者の個人識別子を登録した登録利用者テーブル、各個人識別子別の利用限度額が格納
されている。
【００３５】
　本実施例の有効時間は、認証装置２５から認証情報を受信した時から、複合機１におい
て実行される最初の処理（例えば画像読取処理）の終了時までの間に有効時間が経過する
ように設定されている。
　また、利用限度額は、各利用者に許可されたコピー枚数を金額に換算した値として設定
されており、認証サーバ２２には、コピー１枚当りの用紙代やインク代等を勘案した１枚
当りの費用（単位費用という。）が格納されている。なお、本実施例では、ＦＴＰ送信に
ついては利用限度額が設定されていない。
【００３６】
　また、認証サーバ２２は、ネットワーク２１を介して認証装置２５と接続しており、認
証装置２５から受信した認証情報から利用者の個人識別子を読出し、その個人識別子が登
録利用者テーブルに登録されているか否かにより、カードの所有者を利用者として認証す
るか否かを判定し、個人識別子が登録利用者テーブルに登録されているときは認証成功の
旨の、個人識別子が登録利用者テーブルに登録されていないときは認証失敗の旨の認証結
果を、ネットワーク２１を介して認証装置２５に送信する機能、認証が成功してからの経
過時間が有効時間以上となったときに、認証装置２５へタイムアウトによる認証終了通知
（認証タイムアウト通知という。）を送信する機能、認証された利用者による処理（本実
施例ではコピー処理）の実行中に、認証装置２５から排出通知を受信した場合に、当該利
用者に設定された利用限度額を更新し、その残金がなくなったときに、認証装置２５へ残
金不足による認証終了通知（残金不足通知という。）を送信する機能等を有している。
【００３７】
　認証装置２５は、ネットワーク２１を介して認証サーバ２２と、ＦＤＩ２３を介して複
合機１の制御部２０と接続しており、ＩＣカードリーダ２４から認証情報を取得した場合
に、取得した認証情報を認証サーバ２２へ送信する機能、認証サーバ２２から認証結果を
受信した場合において認証結果が認証成功の旨の場合は、複合機１の制御部２０のパネル
ロック制御手段３４へパネルロック画面を非表示にするための操作ロック解除通知を送信
し、認証結果が認証失敗の旨の場合は、図示しない認証装置２５の表示画面に認証失敗の
旨の文言を表示する機能、認証サーバ２２から認証タイムアウト通知を受信した場合に、
制御部２０の稼働状態管理手段３５から非稼働通知を受信している場合は直ちにパネルロ
ック制御手段３４へパネルロック画面を表示するための操作ロック通知を送信し、稼働通
知を受信している場合は、操作ロック通知の送信を、非稼働通知を受信するまで遅らせる
ロック遅延を行う機能、ロック遅延を行っている状態で稼働状態管理手段３５から非稼働
通知を受信したときはパネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送信する機能、ジョ
ブ管理手段３１から排出通知を受信した場合に、その排出通知を認証サーバ２２へ送信す
る機能、認証サーバ２２から残金不足通知を受信した場合に、稼働状態管理手段３５から
受信している稼働状況通知に関わらず、直ちにパネルロック制御手段３４へ操作ロック通
知を送信する機能等を有している。
【００３８】
　本実施例の処理中画面は、処理の進行状況を表示する画面であって、読取中画面では「
○枚目読取中」、印刷中画面では「○枚目印刷中」、データ処理中画面では「送信データ
作成中」等の文言が表示される。
　また、コピー待機画面では、コピーに係る各種の設定（用紙サイズ、コピー濃度、拡大
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率、モノクロ印刷等）を行うことができ、画像読取待機画面では、ＦＴＰ送信に係る各種
の設定（送信するファイル形式、送信先のフォルダの指定等）を行うことができるように
なっている。
【００３９】
　上記の構成の複合機１、認証サーバ２２、認証装置２５の動作について、以下に説明す
る。
　まず、図５に示す流れ図を用いて本実施例の認証装置２５および認証サーバ２２の動作
について説明する。なお、ステップ名は認証装置２５の場合をＳで、認証サーバ２２の場
合をＳＡで表す。
　本実施例の複合機１を利用者が使用する場合は、認証装置２５に接続しているＩＣカー
ドリーダ２４に利用者の個人識別子等の認証情報が格納されたカードをかざして認証を受
ける必要がある。
【００４０】
　また、本実施例の認証装置２５は、複合機１の稼働状態管理手段３５からＦＤＩ２３を
介して送信される稼働通知または非稼働通知を図示しないメモリに格納して保持すること
によって、複合機１の稼働状況を常に把握する機能を有している。
　Ｓ１：認証装置２５は、ＩＣカードリーダ２４からの出力を監視しており、ＩＣカード
リーダ２４から利用者のカードの認証情報が出力されたことを認識したときに、その認証
情報を取得してステップＳ２へ移行する。ＩＣカードリーダ２４から認証情報が出力され
ない場合は前記の監視を継続する。
【００４１】
　Ｓ２：認証情報を取得した認証装置２５は、取得した認証情報をネットワーク２１を介
して認証サーバ２２（ステップＳＡ１）へ送信する。
　ＳＡ１：認証装置２５からの認証情報の受信を待って待機していた認証サーバ２２は、
認証情報を受信したときに認証処理を実行し、認証情報を受信していない場合は前記の待
機を継続する。
　本実施例の認証処理は、受信した認証情報から利用者の個人識別子を読出し、その個人
識別子が登録利用者テーブルに登録されているか否かを判定してステップＳＡ２へ移行す
る。
【００４２】
　ＳＡ２：認証サーバ２２は、個人識別子が登録利用者テーブルに登録されている場合は
、カードの所有者を利用者として認証し認証成功の旨の認証結果を、個人識別子が登録利
用者テーブルに登録されていない場合は、認証失敗の旨の認証結果を生成して、その認証
結果をネットワーク２１を介して認証装置２５（ステップＳ３）へ送信してステップＳＡ
３へ移行する。
　ＳＡ３：認証装置２５へ認証結果を送信した認証サーバ２２は、認証結果が認証失敗の
場合は、ステップＳＡ１へ戻り認証装置２５からの認証情報の受信を待って待機する。認
証結果が認証成功の場合は、その時計機能により認証成功からの経過時間の計時を開始し
てステップＳＡ４へ移行し、以下のステップによる監視を開始する。
【００４３】
　ＳＡ４：認証サーバ２２は、認証装置２５（ステップＳ７）からの排出通知の受信を監
視しており、排出通知を受信したときは、認証情報から読出した個人識別子に対応する利
用限度額から単位費用を減じて利用限度額を更新し、残金がなくなった場合はステップＳ
Ａ５へ移行する。残金が残っている場合、または排出通知を受信していない場合はステッ
プＳＡ６へ移行する。
　ＳＡ５：個人識別子に対応する残金がなくなったことにより残金不足を判定した認証サ
ーバ２２は、残金が不足する旨の残金不足通知を認証装置２５（ステップＳ１０）へ送信
し、接続子Ａを介してステップＳＡ１へ戻り、認証装置２５からの認証情報の受信を待っ
て待機する。
【００４４】
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　ＳＡ６：認証サーバ２２は、上記ステップＳＡ３で計時を開始した経過時間を監視して
おり、経過時間が有効時間以上となったときにステップＳＡ７へ移行する。経過時間が有
効時間未満の場合は、ステップＳＡ４へ戻って、ステップＳＡ４、ＳＡ６による監視を継
続する。
　ＳＡ７：経過時間が有効時間以上となったことにより有効時間の経過を判定した認証サ
ーバ２２は、１回の認証における有効時間が経過した旨の認証タイムアウト通知を認証装
置２５（ステップＳ１２）へ送信し、接続子Ａを介してステップＳＡ１へ戻り、認証装置
２５からの認証情報の受信を待って待機する。
【００４５】
　Ｓ３：一方、認証情報の送信後に、認証サーバ２２（ステップＳＡ２）からの認証結果
の受信を待って待機していた認証装置２５は、認証サーバ２２から認証結果を受信したと
きに、その認証結果が認証成功の旨である場合は利用者の認証の成功を認識してステップ
Ｓ５へ移行し、認証結果が認証失敗の旨である場合はステップＳ４へ移行する。認証結果
を受信していない場合は認証サーバ２２からの認証結果の受信を待つ待機を継続する。
　Ｓ４：認証結果が認証失敗の旨であることを認識した認証装置２５は、その表示画面に
認証失敗の旨の文言を表示し、所定時間の経過後に当該画面を非表示にしてステップＳ１
へ戻り、ＩＣカードリーダ２４からの出力を監視しながら待機する。
【００４６】
　Ｓ５：利用者の認証の成功を認識した認証装置２５は、複合機１の表示操作部１４の表
示部１４ａに表示されているパネルロック画面を非表示にするために、複合機１の制御部
２０のパネルロック制御手段３４へＦＤＩ２３を介して操作ロック解除通知を送信し、以
下のステップによる監視を開始する。
　Ｓ６：認証装置２５は、制御部２０のジョブ管理手段３１からＦＤＩ２３を介して送信
される排出通知の受信を監視しており、排出通知を受信したときは、ステップＳ７へ移行
する。排出通知を受信していない場合はステップＳ８へ移行する。
【００４７】
　Ｓ７：排出通知を受信した認証装置２５は、その排出通知をネットワーク２１を介して
認証サーバ２２（ステップＳＡ４）へ送信してステップＳ８へ移行する。
　Ｓ８：認証装置２５は、制御部２０の稼働状態管理手段３５から送信される稼働状況通
知（稼働通知または非稼働通知）の受信を監視しており、稼働状況通知を受信したときは
、ステップＳ９へ移行する。稼働状況通知を受信していない場合はステップＳ１０へ移行
する。
　Ｓ９：稼働状況通知を受信した認証装置２５は、その稼働状況通知を図示しないメモリ
に格納して複合機１の稼働状況を保持し、ステップＳ１０へ移行する。
【００４８】
　Ｓ１０：認証装置２５は、認証サーバ２２からの残金不足通知の受信を監視しており、
残金不足通知を受信したときは、ステップＳ１１へ移行する。残金不足通知を受信してい
ない場合はステップＳ１２へ移行する。
　Ｓ１１：残金不足通知を受信した認証装置２５は、保持している複合機１の稼働状況に
関わらず、複合機１の表示操作部１４の表示部１４ａにパネルロック画面を表示するため
に、その制御部２０のパネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送信してステップＳ
１へ戻り、ＩＣカードリーダ２４からの出力を監視しながら待機する。
【００４９】
　Ｓ１２：認証装置２５は、認証サーバ２２からの認証タイムアウト通知の受信を監視し
ており、認証タイムアウト通知を受信したときは、ステップＳ１３へ移行する。認証タイ
ムアウト通知を受信していない場合は、ステップＳ６へ戻って、ステップＳ６、Ｓ８、Ｓ
１０、Ｓ１２による監視を継続する。
　Ｓ１３：認証タイムアウト通知を受信した認証装置２５は、保持している複合機１から
の稼働状況通知を確認し、稼働状況通知が稼働通知の場合はステップＳ１４へ移行する。
稼働状況通知が非稼働通知の場合はステップＳ１６へ移行する。
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【００５０】
　Ｓ１４：保持している稼働状況通知が稼働通知であることを認識した認証装置２５は、
操作ロック通知の送信を遅らせるロック遅延を開始してステップＳ１５へ移行する。
　Ｓ１５：ロック遅延を開始した認証装置２５は、上記ステップＳ８による監視により、
非稼働通知の受信を待って待機し、稼働状態管理手段３５からの非稼働通知を受信したと
きに、ロック遅延を解除してステップＳ１６へ移行する。非稼働通知を受信していない場
合は前記の待機を継続する。
【００５１】
　Ｓ１６：認証タイムアウト通知を受信し複合機１の稼働状況が非稼働状態であることを
認識したことによってロック遅延を解除した認証装置２５は、複合機１にパネルロック画
面を表示するために、その制御部２０のパネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送
信してステップＳ１へ戻り、ＩＣカードリーダ２４からの出力を監視しながら待機する。
　なお、これら認証装置２５および認証サーバ２２の動作は、それぞれの電源が遮断され
るまで継続される。
【００５２】
　以下に、図６に示すフローチャートを用い、ＳＢで示すステップに従って、本実施例の
複合機１の制御部２０による画面表示通知動作について説明する。
　ＳＢ１：複合機１の制御部２０は、パネルロック制御手段３４によって認証装置２５（
ステップＳ５）からＦＤＩ２３を介して送信される操作ロック解除通知の受信を待って待
機しており、操作ロック解除通知を受信したときは、パネルロック制御手段３４によって
操作部制御手段３２に操作ロック解除通知を送出してステップＳＢ２へ移行する。操作ロ
ック解除通知を受信していない場合はステップＳＢ３へ移行する。
【００５３】
　ＳＢ２：制御部２０は、操作ロック解除通知を受けた操作部制御手段３２によって、表
示操作部１４の表示部１４ａに表示されているパネルロック画面（図３参照）を非表示に
するための非表示通知と、初期画面としてのコピー待機画面を表示するためのコピー待機
画面表示通知とを表示操作部１４へ送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａのパネルロ
ック画面を非表示にし、表示部１４ａの画面をコピー待機画面に切替えて表示する。
　ＳＢ３：制御部２０は、パネルロック制御手段３４によって認証装置２５（ステップＳ
１１、Ｓ１６）からの操作ロック通知の受信を待って待機しており、操作ロック通知を受
信したときは、受信した操作ロック通知を記憶部２６に格納してステップＳＢ４へ移行す
る。操作ロック通知を受信していない場合はステップＳＢ１２へ移行する。
【００５４】
　ＳＢ４：制御部２０は、操作ロック通知を受信したパネルロック制御手段３４によって
、稼働状態管理手段３５へ装置の稼働状態取得要求を送出し、稼働状態管理手段３５（図
７のＳＣ２）から取得した装置の稼働状態通知が稼働停止通知のときはステップＳＢ７へ
移行する。稼働状態通知が稼働中通知の場合はステップＳＢ５へ移行する。
　なお、稼働状態制御モードが「無効」の場合は、稼働状態管理手段３５から取得した稼
働状態通知は常に稼働停止通知であるので、ステップＳＢ７へ移行する。
【００５５】
　ＳＢ５：制御部２０は、稼働中通知を取得したパネルロック制御手段３４によって、操
作ロック通知の送信を遅らせるロック遅延を開始してステップＳＢ６へ移行する。
　ＳＢ６：制御部２０は、ロック遅延を開始したパネルロック制御手段３４によって、稼
働状態管理手段３５からの装置の稼働状態の稼働停止通知（図７のＳＣ２１）を待って待
機しており、稼働状態管理手段３５から稼働停止通知を受けたときに、ロック遅延を解除
してステップＳＢ７へ移行する。稼働停止通知を受けていない場合は、前記の待機を継続
する。
【００５６】
　ＳＢ７：制御部２０は、処理の実行状態が「停止中」と認識した、または稼働停止通知
を受けたことによってロック遅延を解除したパネルロック制御手段３４によって、操作部
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制御手段３２へ操作ロック通知を送出する。
　ＳＢ８：制御部２０は、操作ロック通知を受けた操作部制御手段３２によって、記憶部
２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが「
無効」の場合はステップＳＢ９へ移行する。稼働状態制御モードが「有効」の場合は、パ
ネルロック画面の表示を判定してステップＳＢ１１へ移行する。
【００５７】
　ＳＢ９：制御部２０は、稼働状態制御モードが「無効」であることを認識した操作部制
御手段３２によって、記憶部２６の表示レベルテーブル（図４参照）を参照してパネルロ
ック画面の表示レベルと、現在表示している現在画面の表示レベルとを比較し、現在画面
の表示レベルがパネルロック画面の表示レベルより高い場合は、現在画面の表示継続を判
定してステップＳＢ１０へ移行する。現在画面の表示レベルがパネルロック画面の表示レ
ベルより低い場合は、パネルロック画面の表示を判定してステップＳＢ１１へ移行する。
【００５８】
　この場合に、表示部１４ａに現在画面として読取中画面（表示レベル：１５０）を表示
していたとすれば、パネルロック画面（表示レベル：１００）より表示レベルが高いので
、読取中画面が表示される。また、表示部１４ａに現在画面としてコピー待機画面（表示
レベル：５０）を表示していたとすれば、パネルロック画面（表示レベル：１００）の方
が表示レベルが高いので、パネルロック画面が表示される。
【００５９】
　ＳＢ１０：制御部２０は、現在画面の表示継続を判定した操作部制御手段３２によって
、現在画面の表示を継続するために、画面表示通知を表示操作部１４へ送出せずにステッ
プＳＢ１２へ移行する。
　ＳＢ１１：制御部２０は、パネルロック画面の表示を判定した操作部制御手段３２によ
って、パネルロック画面を表示するためのパネルロック画面表示通知を表示操作部１４へ
送出してステップＳＢ１２へ移行し、表示操作部１４は、表示部１４ａの画面をパネルロ
ック画面に切替えて表示する。
【００６０】
　ＳＢ１２：制御部２０は、操作部制御手段３２によって、ジョブ管理手段３１からの処
理開始通知を待って待機しており、ジョブ管理手段３１から処理開始通知を受けたときに
ステップＳＢ１３へ移行する。ジョブ管理手段３１から処理開始通知を受けていない場合
は、ステップＳＢ１へ戻り、ステップＳＢ１、ＳＢ３、ＳＢ１２による待機を継続する。
　ＳＢ１３：制御部２０は、処理開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示操
作部１４の表示部１４ａにパネルロック画面が表示されている場合はステップＳＢ１５へ
移行する。パネルロック画面が表示されていない場合はステップＳＢ１４へ移行する。
【００６１】
　ＳＢ１４：制御部２０は、パネルロック画面が表示されていないことを認識した操作部
制御手段３２によって、記憶部２６に認証装置２５から受信した操作ロック通知が格納さ
れている場合は、パネルロック画面の表示が必要と判定してステップＳＢ１５へ移行する
。記憶部２６に受信した操作ロック通知が格納されていない場合は、次に表示すべき次画
面への切替えを判定してステップＳＢ１７へ移行する。
　ＳＢ１５：制御部２０は、パネルロック画面が表示されていることを認識した、または
パネルロック画面の表示が必要と判定した操作部制御手段３２によって、記憶部２６に格
納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが「有効」の
場合はパネルロック画面の表示を判定してステップＳＢ１８へ移行する。稼働状態制御モ
ードが「無効」の場合はステップＳＢ１６へ移行する。
【００６２】
　ＳＢ１６：制御部２０は、稼働状態制御モードが「無効」と認識した操作部制御手段３
２によって、記憶部２６の表示レベルテーブルを参照してパネルロック画面の表示レベル
と次画面の表示レベルとを比較し、次画面の表示レベルがパネルロック画面の表示レベル
より高い場合は、次画面への切替えを判定してステップＳＢ１７へ移行する。次画面の表
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示レベルがパネルロック画面の表示レベルより低い場合は、パネルロック画面の表示継続
を判定してステップＳＢ１８へ移行する。
　この場合に、表示部１４ａに次画面として印刷中画面（表示レベル：１４０）を表示し
ようとしていたとすれば、パネルロック画面（表示レベル：１００）より表示レベルが高
いので、印刷中画面が表示される。また、表示部１４ａに次画面としてコピー待機画面（
表示レベル：５０）を表示しようとしていたとすれば、パネルロック画面（表示レベル：
１００）の方が表示レベルが高いので、パネルロック画面が表示される。
【００６３】
　ＳＢ１７：制御部２０は、次画面への切替えを判定した操作部制御手段３２によって、
次画面の表示通知（例えば、印刷中画面表示通知）を表示操作部１４へ送出し、ステップ
ＳＢ１へ戻ってステップＳＢ１、ＳＢ３、ＳＢ１２による待機を継続する。次画面の表示
通知を受けた表示操作部１４は、表示部１４ａの画面を通知された次画面に切替えて表示
する。
　ＳＢ１８：制御部２０は、パネルロック画面の表示を判定した操作部制御手段３２によ
って、パネルロック画面を表示するためのパネルロック画面表示通知を表示操作部１４へ
送出し、ステップＳＢ１へ戻ってステップＳＢ１、ＳＢ３、ＳＢ１２による待機を継続す
る。パネルロック画面表示通知を受けた表示操作部１４は、表示部１４ａの画面をパネル
ロック画面に切替えて表示する。
【００６４】
　なお、表示部１４ａに既にパネルロック画面を表示している場合は、パネルロック画面
の表示を継続するために、表示操作部１４への画面表示通知を行わずにステップＳＢ１へ
戻り、ステップＳＢ１、ＳＢ３、ＳＢ１２による待機を継続する。
　このように、本実施例の画面表示通知動作では、稼働状態制御モードが「無効」の場合
は、パネルロック画面を表示するときは、次画面とパネルロック画面との表示レベルを比
較し、表示レベルの高い方の画面が表示される。
【００６５】
　また、稼働状態制御モードが「無効」であって、現在画面としてパネルロック画面が表
示されている場合に次画面を表示するときは、パネルロック画面と次画面との表示レベル
を比較し、表示レベルの高い方の画面が表示される。
　稼働状態制御モードが「有効」の場合は、操作ロック通知を受けた場合であっても、ロ
ック遅延によって、現在実行中の処理が終了するまで現在画面の表示が継続され、当該処
置の終了時にパネルロック画面が表示される。
【００６６】
　また、稼働状態制御モードが「有効」の場合に、本実施例の認証装置２５は、受信した
稼働状況通知によって、操作ロック通知の送信を遅らせるロック遅延機能を有しているが
、この場合は、稼働状態管理手段３５からの非稼働通知によってロック遅延後に操作ロッ
ク通知を送信するので（図５のＳ１６）、このときは複合機１の装置の稼働状態通知が稼
働停止通知であるため、現在画面として表示されている処理中画面の終了後にパネルロッ
ク画面が表示される（ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【００６７】
　更に、稼働状態制御モードが「有効」の場合に、残金不足により送信される操作ロック
通知（図５のＳ１１）は、ロック遅延を行わずに直ちに送信され、複合機１による処理の
実行中に受信する場合が存在するが、このときは装置の稼働状態通知が稼働中通知である
ため、複合機１側でロック遅延を行うので、前記と同様に、現在画面として表示されてい
る処理中画面の終了後にパネルロック画面が表示される（ＳＢ４ＹＥＳ→ＳＢ５→ＳＢ６
ＹＥＳ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。このことは、ロック遅延機能を有していない
認証装置２５に本実施例の複合機１を接続した場合に、特に有用になる。
　なお、この画面表示通知動作は、複合機１の電源が遮断されるまで継続される。
　以下に、図７に示すフローチャートを用い、ＳＣで示すステップに従って、本実施例の
複合機１の制御部２０による稼働状態通知動作について説明する。
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【００６８】
　ＳＣ１：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、パネルロック制御手段３４か
らの稼働状態取得要求（図６のＳＢ４）を待って待機しており、パネルロック制御手段３
４から稼働状態取得要求を受けたときにステップＳＣ２へ移行する。稼働状態取得要求を
受けていない場合はステップＳＣ３へ移行する。
　ＳＣ２：制御部２０は、稼働状態取得要求を受けた稼働状態管理手段３５によって、記
憶部２６に格納されている装置の稼働状態通知（稼働中通知または稼働停止通知）を読出
し、読出した稼働状態通知をパネルロック制御手段３４へ送出してステップＳＣ１へ戻っ
て、ステップＳＣ１による待機、および以下で説明するステップＳＣ３、ＳＣ７、ＳＣ１
０、ＳＣ１３、ＳＣ１６による待機を継続する。
【００６９】
　ＳＣ３：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、ジョブ管理手段３１からのモ
ード変更通知を待って待機しており、ジョブ管理手段３１から稼働状態制御モードのモー
ド変更通知を受けたときにステップＳＣ４へ移行する。モード変更通知を受けていない場
合はステップＳＣ７へ移行する。
　この場合の稼働状態制御モードの設定変更は、以下のようにして行なわれる。すなわち
、稼働状態制御モードの設定変更を行う管理者が、所持するカードをＩＣカードリーダ２
４にかざすと、認証装置２５は、上記した利用者の場合と同様にして管理者を認証し、操
作ロック解除通知を複合機１へ送信する。
【００７０】
　ロック解除通知を受信した複合機１は、上記図６のステップＳＢ１、ＳＢ２によってパ
ネルロック画面をコピー待機画面に切替え、管理者がモード設定変更を指示するための操
作ボタン１４ｂを押下すると、表示部１４ａにパスワードの入力画面が表示され、管理者
が操作ボタン１４ｂによってパスワードを入力し、そのパスワードの正当性が承認される
と、表示部１４ａに、設定するモードの選択肢（「有効」または「無効」）とその選択意
志を示すマーク等を表示した図８に示すモード設定画面が表示される。
【００７１】
　管理者が、操作ボタン１４ｂによって設定すべき稼働状態制御モードを指示すると、表
示操作部１４はその設定変更を受付け、そのモード変更通知を制御部２０の操作部制御手
段３２へ送出し、操作部制御手段３２はこのモード変更通知をジョブ管理手段３１へ送出
し、ジョブ管理手段３１は、モード変更通知の変更後の稼働状態制御モード（「有効」ま
たは「無効」）を記憶部２６に格納すると共に当該モード変更通知を稼働状態管理手段３
５（ステップＳＣ３）へ送出する。
　その後に管理者が、設定終了を指示するための操作ボタン１４ｂを押下すると、表示部
１４ａにコピー待機画面が表示される。
【００７２】
　ＳＣ４：制御部２０は、モード変更通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶
部２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが
「有効」の場合はステップＳＣ５へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合はス
テップＳＣ６へ移行する。
　ＳＣ５：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段３
５によって、記憶部２６に格納されている処理の実行状態を「停止中」に、表示操作部１
４の操作状態を「操作中」に、装置の稼働状態通知を稼働中通知に、更新してステップＳ
Ｃ７へ移行する。
【００７３】
　ＳＣ６：制御部２０は、稼働状態制御モードが「無効」と認識した稼働状態管理手段３
５によって、記憶部２６に格納されている実行状態を「停止中」に、操作状態を「操作中
」に、稼働状態通知を稼働停止通知に更新してステップＳＣ７へ移行する。
　ＳＣ７：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、操作部制御手段３２から操作
ボタン１４ｂの押下の度に送出される操作開始通知（図９のＳＤ３）を待って待機してお
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り、操作部制御手段３２から操作開始通知を受けたときにステップＳＣ８へ移行する。操
作開始通知を受けていない場合はステップＳＣ１０へ移行する。
【００７４】
　ＳＣ８：制御部２０は、操作開始通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶部
２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが「
有効」の場合はステップＳＣ９へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合は、操
作状態の更新は行わずにステップＳＣ１０へ移行する。
　ＳＣ９：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段３
５によって、記憶部２６に格納されている表示操作部１４の操作状態を「操作中」に更新
してステップＳＣ１０へ移行する。
【００７５】
　ＳＣ１０：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、操作部制御手段３２からの
操作終了通知（図９のＳＤ５）を待って待機しており、操作部制御手段３２から操作終了
通知を受けたときにステップＳＣ１１へ移行する。操作終了通知を受けていない場合はス
テップＳＣ１３へ移行する。
　ＳＣ１１：制御部２０は、操作終了通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶
部２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが
「有効」の場合はステップＳＣ１２へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合は
、操作状態の更新は行わずにステップＳＣ１３へ移行する。
【００７６】
　ＳＣ１２：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段
３５によって、記憶部２６に格納されている表示操作部１４の操作状態を「停止中」に更
新してステップＳＣ１３へ移行する。
　ＳＣ１３：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、ジョブ管理手段３１からの
処理開始通知を待って待機しており、ジョブ管理手段３１から処理開始通知を受けたとき
にステップＳＣ１４へ移行する。処理開始通知を受けていない場合はステップＳＣ１６へ
移行する。
【００７７】
　ＳＣ１４：制御部２０は、処理開始通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶
部２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが
「有効」の場合はステップＳＣ１５へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合は
、実行状態の更新は行わずにステップＳＣ１６へ移行する。
　ＳＣ１５：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段
３５によって、記憶部２６に格納されている処理の実行状態を「実行中」に、操作状態を
「停止中」に更新してステップＳＣ１６へ移行する。
【００７８】
　ＳＣ１６：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、ジョブ管理手段３１からの
処理終了通知を待って待機しており、ジョブ管理手段３１から処理終了通知を受けたとき
にステップＳＣ１７へ移行する。処理終了通知を受けていない場合はステップＳＣ１９へ
移行する。
　ＳＣ１７：制御部２０は、処理終了通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶
部２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが
「有効」の場合はステップＳＣ１８へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合は
、実行状態の更新は行わずにステップＳＣ１９へ移行する。
【００７９】
　ＳＣ１８：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段
３５によって、記憶部２６に格納されている処理の実行状態を「停止中」に更新してステ
ップＳＣ１９へ移行する。
　ＳＣ１９：複合機１の稼働状態を更新した制御部２０は、稼働状態管理手段３５によっ
て稼働状態の判定を行う。すなわち、稼働状態管理手段３５は、記憶部２６に格納されて
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いる現在の実行状態を読出し、実行状態が「実行中」の場合はステップＳＣ２２へ移行す
る。実行状態が「停止中」の場合はステップＳＣ２０へ移行する。
【００８０】
　ＳＣ２０：実行状態が「停止中」と認識した稼働状態管理手段３５は、記憶部２６に格
納されている現在の操作状態を読出し、操作状態が「操作中」の場合はステップＳＣ２２
へ移行する。操作状態が「停止中」の場合はステップＳＣ２１へ移行する。
　ＳＣ２１：実行状態がおよび操作状態がいずれも「停止中」であると認識した稼働状態
管理手段３５は、複合機１が稼働中ではないと判定し、記憶部２６の稼働状態通知を稼働
停止通知に更新してパネルロック制御手段３４へ稼働停止通知を送出すると共に、ＦＤＩ
２３を介して認証装置２５（図５のＳ８）へ非稼働通知を送信してステップＳＣ１へ戻り
、ステップＳＣ１、ＳＣ３、ＳＣ７、ＳＣ１０、ＳＣ１３、ＳＣ１６による待機を継続す
る。
【００８１】
　ＳＣ２２：実行状態が「実行中」または操作状態が「操作中」であると認識した稼働状
態管理手段３５は、複合機１が稼働中と判定し、記憶部２６の稼働状態通知を稼働中通知
に更新すると共に、ＦＤＩ２３を介して認証装置２５（図５のＳ８）へ稼働通知を送信し
てステップＳＣ１へ戻り、ステップＳＣ１、ＳＣ３、ＳＣ７、ＳＣ１０、ＳＣ１３、ＳＣ
１６による待機を継続する。
　このように、本実施例では、稼働状態制御モードが「有効」の場合に、記憶部２６に格
納されている現在の実行状態および操作状態のいずれもが「停止中」の場合は、パネルロ
ック制御手段３４へ稼働停止通知が送出され、認証装置２５へ非稼働通知が送信される。
【００８２】
　また、実行状態および操作状態のいずれかが「実行中」または「操作中」の場合は、パ
ネルロック制御手段３４へ稼働中通知が送出され、認証装置２５へ稼働通知を送信される
。
　更に、稼働状態制御モードが「無効」の場合は、モード設定時に記憶部２６に格納され
た実行状態を「停止中」操作状態を「停止中」がそのまま維持され、パネルロック制御手
段３４へは、常に稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは、常に非稼働通知が送信さ
れる。
　なお、この稼働状態通知動作は、複合機１の電源が遮断されるまで継続される。
【００８３】
　以下に、図９に示すフローチャートを用い、ＳＤで示すステップに従って、本実施例の
複合機１の制御部２０による操作状態通知動作について説明する。
　ＳＤ１：制御部２０は、操作部制御手段３２によって、表示操作部１４から操作ボタン
１４ｂの押下時に送出される押下通知を待って待機しており、表示操作部１４から押下通
知を受けたときにステップＳＤ２へ移行する。押下通知を受けていない場合はステップＳ
Ｄ４へ移行する。
　ＳＤ２：制御部２０は、押下通知を受けた操作部制御手段３２によって、パネルタイマ
をリセットし、新たな経過時間の計時を開始してステップＳＤ３へ移行する。
　ＳＤ３：制御部２０は、新たな経過時間の計時を開始した操作部制御手段３２によって
、稼働状態管理手段３５（図７のＳＣ７）へ操作開始通知を送出してステップＳＤ４へ移
行する。
【００８４】
　ＳＤ４：制御部２０は、操作部制御手段３２のパネルタイマによって、経過時間を計時
しながら所定時間の経過を待って待機しており、経過時間が所定時間以上になったときに
パネルタイムアウトを判定してステップＳＤ５へ移行する。経過時間が所定時間未満の場
合は、ステップＳＤ１へ戻り、ステップＳＤ１、ＳＤ４による待機を継続する。
　ＳＤ５：制御部２０は、パネルタイムアウトを判定した操作部制御手段３２によって、
稼働状態管理手段３５（図７のＳＣ１０）へ操作終了通知を送出し、ステップＳＤ１へ戻
ってステップＳＤ１、ＳＤ４による待機を継続する。
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　このような操作状態通知動作は、複合機１の電源が遮断されるまで継続される。
【００８５】
　以下に、利用者が本実施例の複合機１を使用してコピーやＦＴＰ送信を行う場合におけ
る複合機１の動作について説明する。
　まず、図１０に示すフローチャートを用い、ＳＥで示すステップに従って、本実施例の
、稼動状態制御モードが「無効」に設定されている場合における複合機１の動作について
説明する。
【００８６】
　以下の本説明では、コピージョブおよびＦＴＰ送信ジョブにおける前段処理である画像
読取処理の処理中に、認証装置２５から認証タイムアウト通知による操作ロック通知（図
５のＳ１６）を受信した場合を例に説明する。
　また、稼働状態管理手段３５が保持する稼働状態は、稼動状態制御モードの「無効」へ
の設定時に、処理の実行状態が「停止中」、表示操作部１４の操作状態が「停止中」、装
置の稼働状態通知は稼働停止通知に更新され、記憶部２６に格納されており（図７のＳＣ
６）、この稼働状態は、稼動状態制御モードが「有効」に変更されるまで維持される。
【００８７】
　このため、認証装置２５のロック遅延機能は動作せず（図５のＳ１３ＮＯ→Ｓ１６）、
認証タイムアウト通知による操作ロック通知は、認証サーバ２２からの認証タイムアウト
通知と同時に、複合機１へ送信される。
　なお、稼動状態制御モードが「無効」の場合には、残金不足通知による操作ロック通知
（図５のＳ１１）は、コピージョブにおいては、印刷処理の処理中に送信され、ＦＴＰ送
信ジョブにおいては、利用限度額が設定されていないので送信されない。
【００８８】
　ＳＥ１：本実施例の複合機１を使用する利用者が、認証装置２５に接続しているＩＣカ
ードリーダ２４に利用者の所持するカードをかざし、その認証情報によって利用者が認証
されると、表示操作部１４の画面にコピー待機画面が表示される（図５のＳ１→Ｓ２→Ｓ
Ａ１→ＳＡ２→Ｓ３ＹＥＳ→Ｓ５→図６のＳＢ１ＹＥＳ→ＳＢ２参照）。
　利用者が、コピージョブを選択した場合は、コピー待機画面からコピーに係る各種の設
定（用紙サイズ、コピー濃度、拡大率、モノクロ印刷等）を行い、ジョブ開始を指示する
ための操作ボタン１４ｂ（開始ボタンという。）を押下する。
【００８９】
　また、利用者が、ＦＴＰ送信を選択した場合は、ＦＴＰ送信を行うことを指示するため
の操作ボタン１４ｂ（ＦＴＰ送信ボタンという。）を押下する。
　ＳＥ２：複合機１の制御部２０は、表示操作部１４から、ＦＴＰ送信ボタンの押下通知
が送出された場合は、その押下通知を操作部制御手段３２へ送出してステップＳＥ３へ移
行する。また、表示操作部１４から、利用者により設定されたコピー設定情報と共に指示
されたコピーのジョブ開始通知（コピー開始通知という。）が送出された場合は、そのコ
ピー設定情報とコピー開始通知を操作部制御手段３２へ送出してステップＳＥ４へ移行す
る。
【００９０】
　ＳＥ３：複合機１の制御部２０は、ＦＴＰ送信ボタンの押下通知を受けた操作部制御手
段３２によって、ＦＴＰ送信の画像読取処理等の設定を行うための画像読取待機画面表示
通知を表示操作部１４へ送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａのコピー待機画面を画
像読取待機画面に切替えて表示する。
　この場合は、操作部制御手段３２が、ジョブ管理手段３１から処理開始通知を受けてい
ないので、図６に示した画面表示通知処理は行われない。
　利用者は、画像読取待機画面からＦＴＰ送信に係る各種の設定（送信するファイル形式
、送信先の指定等）を行い、開始ボタンを押下する。
【００９１】
　制御部２０は、表示操作部１４から、利用者により設定されたＦＴＰ送信設定情報と共
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に指示されたＦＴＰ送信のジョブ開始通知（ＦＴＰ送信開始通知という。）が送出される
と、そのＦＴＰ送信設定情報とＦＴＰ送信開始通知を操作部制御手段３２へ送出してステ
ップＳＥ４へ移行する。
　なお、上記ステップＳＥ１、ＳＥ２において、操作ボタン１４ｂが押下される度にその
押下通知が操作部制御手段３２へ送出され、操作部制御手段３２では、図９に示した操作
状態通知動作が行われ（図９のＳＤ３，ＳＤ５）、操作開始通知または操作終了通知を受
けた稼働状態管理手段３５では、図７に示したステップＳＣ７、ＳＣ１０、ＳＣ１９～Ｓ
Ｃ２２による稼働状態通知動作が行われる。
【００９２】
　ＳＥ４：制御部２０は、表示操作部１４からのジョブ開始通知を受けた操作部制御手段
３２によって、そのコピー開始通知またはＦＴＰ送信開始通知をそれらの設定情報と共に
ジョブ管理手段３１へ送出してステップＳＥ５へ移行する。
　ＳＥ５：制御部２０は、設定情報と共にジョブ開始通知を受けたジョブ管理手段３１に
よって、そのジョブ開始通知がコピー開始通知の場合は、コピージョブを開始するために
ステップＳＥ６へ移行する。ジョブ開始通知がＦＴＰ送信開始通知の場合は、ＦＴＰ送信
ジョブを開始するためにステップＳＥ１６へ移行する。
【００９３】
　ＳＥ６：制御部２０は、コピージョブを開始したジョブ管理手段３１によって、コピー
の前段処理である画像読取処理を開始するための画像読取開始通知を、稼働状態管理手段
３５と操作部制御手段３２へ、コピー設定情報と共に画像読取制御手段３３へ送出する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１４ＮＯ）、パ
ネルロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信
される（図７のＳＣ２１）。
【００９４】
　ＳＥ７：制御部２０は、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示
操作部に次画面として表示する読取中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示部
１４ａのコピー待機画面を読取中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、認証装置２５から操作
ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面が表示されていないので、次画面と
して表示する読取中画面表示通知が送出される（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→
ＳＢ１４ＮＯ→ＳＢ１７）。
【００９５】
　ＳＥ８：また、制御部２０は、コピー設定情報と共に画像読取開始通知を受けた画像読
取制御手段３３によって、利用者が自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６にセット
した原稿をスキャナ１７でコピー設定情報に従って画像を読取りながら、その読取完了を
待って待機し、読取りが完了したときにステップＳＥ９へ移行する。読取中の場合は、前
記の待機を継続する。
　このとき、表示部１４ａに表示されている読取中画面には、現在何枚目の原稿を読取っ
ているかが分かるようにその進行状況が表示される。
【００９６】
　また、本実施例では、この画像読取処理中に、パネルロック制御手段３４が認証装置２
５から操作ロック通知を受信するが、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているの
で、稼動状態管理手段３５から取得した装置の稼働状態通知は稼働中通知であるため、パ
ネルロック制御手段３４からの操作ロック通知が送出され、現在表示中の読取中画面の表
示レベル（１５０：図４参照）が、表示しようとするパネルロック画面の表示レベル（１
００）より高いので、現在画面である読取中画面の表示が継続される（図６のＳＢ３ＹＥ
Ｓ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＹＥＳ→ＳＢ９ＹＥＳ→ＳＢ１０）。
【００９７】
　ＳＥ９：制御部２０は、原稿の読取完了を認識した画像読取制御手段３３によって、ジ
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ョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通知を送出する。
　ＳＥ１０：制御部２０は、画像読取終了通知を受けたジョブ管理手段３１によって、稼
働状態管理手段３５へ画像読取終了通知を送出し、その後にコピーの後段処理である印刷
処理を開始するための印刷開始通知を、稼働状態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、
コピー設定情報および画像データと共に画像処理部２７へ送出する。
【００９８】
　このとき、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１７ＮＯ）、パ
ネルロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信
される（図７のＳＣ２１）。
　また、印刷開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モードが「無効
」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１４ＮＯ）、パネルロッ
ク制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信される（
図７のＳＣ２１）。
【００９９】
　ＳＥ１１：制御部２０は、印刷開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示操
作部１４に次画面として表示する印刷中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示
部１４ａの読取中画面を印刷中画面に切替えて表示する。
　このとき、印刷開始通知を受けた操作部制御手段３２では、記憶部２６に認証装置２５
から受信した操作ロック通知が格納されているので、パネルロック画面を表示しようとす
るが、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているため、パネルロック画面の表示レ
ベル（１００、図４参照）と、次画面として表示しようとする印刷中画面の表示レベル（
１４０）とを比較し、表示レベルの高い印刷中画面を表示するために印刷中画面表示通知
を送出する（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→ＳＢ１４ＹＥＳ→ＳＢ１５ＹＥＳ→
ＳＢ１６ＹＥＳ→ＳＢ１７）。
【０１００】
　ＳＥ１２：また、制御部２０は、コピー設定情報および画像データと共に印刷開始通知
を受けた画像処理部２７によって、印刷処理を開始し、受取った画像データをコピー設定
情報に従って印刷部２による印刷が可能な印刷データに変換し、コピー設定情報と共に印
刷部２へ送出し、印刷部２は、受取った印刷データを基にコピー設定情報に従って印刷デ
ータの画像を用紙に印刷し、印刷済の用紙を１枚排出する度にその排出通知を画像処理部
２７へ送出し、画像処理部２７はその排出通知をジョブ管理手段３１へ送出し、ジョブ管
理手段３１はその排出通知をＦＤＩ２３を介して認証装置２５（図５のＳ６）へ送信する
。
　ＳＥ１３：制御部２０は、印刷部２によって、排出通知を送出しながら印刷完了を待っ
て待機し、印刷が完了したときに画像処理部２７へ印刷完了通知を送出してステップＳＥ
１４へ移行する。印刷処理の実行中は、排出通知を送出しながら前記の待機を継続する。
【０１０１】
　このとき、表示部１４ａに表示されている印刷中画面には、現在何枚目を印刷している
かが分かるようにその進行状況が表示される。
　なお、仮に、この印刷処理中に、パネルロック制御手段３４が認証装置２５から残金不
足による、最初の操作ロック通知（図５のＳ１１）を受信したとしても、稼動状態制御モ
ードが「無効」に設定されているので、操作ロック通知を受けた操作部制御手段３２は、
表示しようとするパネルロック画面の表示レベル（１００）より現在画面である印刷中画
面の表示レベル（１４０）が高いので、印刷中画面の表示を継続する（図６のＳＢ３ＹＥ
Ｓ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＹＥＳ→ＳＢ９ＹＥＳ→ＳＢ１０）。
【０１０２】
　ＳＥ１４：制御部２０は、印刷完了通知を受けた画像処理部２７によって、ジョブ管理
手段３１へ印刷終了通知を送出し、ジョブ管理手段３１は、その印刷終了通知を稼働状態
管理手段３５へ、コピーのジョブ終了通知を操作部制御手段３２へ送出する。
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　このとき、印刷終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モードが「
無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１７ＮＯ）、パネル
ロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信され
る（図７のＳＣ２１）。
【０１０３】
　ＳＥ１５：制御部２０は、コピーのジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２によっ
て、実行していたコピージョブのコピー待機画面を表示しようとするが、記憶部２６に認
証装置２５から受信した操作ロック通知が格納されているので、パネルロック画面を表示
するために、表示操作部１４へパネルロック画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、
表示部１４ａの印刷中画面をパネルロック画面に切替えて表示する。その後に制御部２０
は、ステップＳＥ１へ戻って、表示部１４ａにパネルロック画面を表示した状態で待機す
る。
【０１０４】
　このとき、ジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２では、実行していたコピージョ
ブのコピー待機画面を表示しようとするが、記憶部２６に認証装置２５から受信した操作
ロック通知が格納され、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているので、パネルロ
ック画面の表示レベル（１００）と、次画面として表示しようとするコピー待機画面の表
示レベル（５０）とを比較し、表示レベルの高いパネルロック画面を表示するためにパネ
ルロック画面表示通知を送出する（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→ＳＢ１４ＹＥ
Ｓ→ＳＢ１５ＹＥＳ→ＳＢ１６ＮＯ→ＳＢ１８）。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「無効」に設定さ
れている場合のコピージョブが実行される。次に、稼動状態制御モードが「無効」に設定
されている場合のＦＴＰ送信ジョブについて説明する。
【０１０５】
　ＳＥ１６：制御部２０は、ＦＴＰ送信ジョブを開始したジョブ管理手段３１によって、
ＦＴＰ送信の前段処理である画像読取処理を開始するための画像読取開始通知を、稼働状
態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、ＦＴＰ送信設定情報と共に画像読取制御手段３
３へ送出する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１４ＮＯ）、認
証装置２５へは非稼働通知が送信される（図７のＳＣ２１）。
【０１０６】
　ＳＥ１７：制御部２０は、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表
示操作部に次画面として表示する読取中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示
部１４ａの画像読取待機画面を読取中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、認証装置２５から操作
ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面が表示されていないので、次画面と
して表示する読取中画面表示通知が送出される（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→
ＳＢ１４ＮＯ→ＳＢ１７）。
【０１０７】
　ＳＥ１８：また、制御部２０は、ＦＴＰ送信設定情報と共に画像読取開始通知を受けた
画像読取制御手段３３によって、利用者が自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６に
セットした原稿をスキャナ１７でＦＴＰ送信設定情報に従って画像を読取りながら、その
読取完了を待って待機し、読取りが完了したときにステップＳＥ１９へ移行する。読取中
の場合は、前記の待機を継続する。
　このとき、表示部１４ａに表示されている読取中画面には、現在何枚目の原稿を読取っ
ているかが分かるようにその進行状況が表示される。
【０１０８】
　また、本実施例では、この画像読取処理中に、パネルロック制御手段３４が認証装置２
５から操作ロック通知を受信するが、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているの
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で、稼動状態管理手段３５から取得した装置の稼働状態通知は稼働停止通知であるため、
パネルロック制御手段３４からの操作ロック通知が送出され、現在表示中の読取中画面の
表示レベル（１５０：図４参照）が、表示しようとするパネルロック画面の表示レベル（
１００）より高いため、現在画面である読取中画面の表示が継続される（図６のＳＢ３Ｙ
ＥＳ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＹＥＳ→ＳＢ９ＹＥＳ→ＳＢ１０）。
【０１０９】
　ＳＥ１９：制御部２０は、原稿の読取完了を認識した画像読取制御手段３３によって、
ジョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通知を送出する。
　ＳＥ２０：制御部２０は、画像読取終了通知を受けたジョブ管理手段３１によって、稼
働状態管理手段３５へ画像読取終了通知を送出し、その後にＦＴＰ送信の後段処理である
ＦＴＰによる送信処理を開始するための送信開始通知を、稼働状態管理手段３５と操作部
制御手段３２へ、ＦＴＰ送信設定情報および画像データと共に画像処理部２７へ送出する
。
【０１１０】
　このとき、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１７ＮＯ）、パ
ネルロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信
される（図７のＳＣ２１）。
　また、ＦＴＰによる送信開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モ
ードが「無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１４ＮＯ）
、パネルロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が
送信される（図７のＳＣ２１）。
【０１１１】
　ＳＥ２１：制御部２０は、ＦＴＰによる送信開始通知を受けた操作部制御手段３２によ
って、表示操作部に次画面として表示するデータ処理中画面表示通知を送出し、表示操作
部１４は、表示部１４ａの読取中画面をデータ処理中画面に切替えて表示する。
　このとき、送信開始通知を受けた操作部制御手段３２では、記憶部２６に認証装置２５
から受信した操作ロック通知が格納されているので、パネルロック画面を表示しようとす
るが、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているため、パネルロック画面の表示レ
ベル（１００、図４参照）と、次画面として表示しようとするデータ処理中画面の表示レ
ベル（１３０）とを比較し、表示レベルの高いデータ処理中画面を表示するためにデータ
処理中画面表示通知を送出する（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→ＳＢ１４ＹＥＳ
→ＳＢ１５ＹＥＳ→ＳＢ１６ＹＥＳ→ＳＢ１７）。
【０１１２】
　ＳＥ２２：また、制御部２０は、ＦＴＰ送信設定情報および画像データと共にＦＴＰに
よる送信開始通知を受けた画像処理部２７によって、受取った画像データをＦＴＰ送信設
定情報で指定されたファイル形式のファイルに変換し、ＦＴＰ送信設定情報と共に出力部
２８へ送出し、出力部２８は、受取ったファイルをＦＴＰ送信設定情報で指定された送信
先のフォルダへ送信する。
　ＳＥ２３：制御部２０は、出力部２８によって、ＦＴＰによる送信完了を待って待機し
、ＦＴＰによる送信が完了したときに画像処理部２７へＦＴＰによる送信完了通知を送出
してステップＳＥ２４へ移行する。ＦＴＰによる送信処理の実行中は、前記の待機を継続
する。
　このとき、表示部１４ａに表示されているデータ処理中画面には、「送信データ作成中
」等の現在の進行状況が表示される。
【０１１３】
　また、仮に、このＦＴＰによる送信処理中に、複合機１の稼働状況に関わらず操作ロッ
ク通知を送信する認証装置２５からパネルロック制御手段３４が、最初の操作ロック通知
を受信したとしても、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているので、操作ロック
通知を受けた操作部制御手段３２は、表示しようとするパネルロック画面の表示レベル（
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１００）より現在画面であるデータ処理中画面の表示レベル（１３０）が高いので、デー
タ処理中画面の表示を継続する（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＹＥ
Ｓ→ＳＢ９ＹＥＳ→ＳＢ１０）。
【０１１４】
　ＳＥ２４：制御部２０は、ＦＴＰによる送信完了通知を受けた画像処理部２７によって
、ジョブ管理手段３１へ送信終了通知を送出し、ジョブ管理手段３１は、その送信終了通
知を稼働状態管理手段３５へ、ＦＴＰ送信のジョブ終了通知を操作部制御手段３２へ送出
する。
　このとき、送信終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モードが「
無効」に設定されているので稼働状態の更新は行われず（図７のＳＣ１７ＮＯ）、パネル
ロック制御部３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信され
る（図７のＳＣ２１）。
【０１１５】
　ＳＥ２５：制御部２０は、ＦＴＰ送信のジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２に
よって、実行していたＦＴＰ送信ジョブの画像読取待機画面を表示しようとするが、記憶
部２６に認証装置２５から受信した操作ロック通知が格納されているので、パネルロック
画面を表示するために、表示操作部１４へパネルロック画面表示通知を送出し、表示操作
部１４は、表示部１４ａのデータ処理中画面をパネルロック画面に切替えて表示する。そ
の後に制御部２０は、ステップＳＥ１へ戻って、表示部１４ａにパネルロック画面を表示
した状態で待機する。
【０１１６】
　このとき、ジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２では、実行していたＦＴＰ送信
ジョブの画像読取待機画面を表示しようとするが、記憶部２６に認証装置２５から受信し
た操作ロック通知が格納され、稼動状態制御モードが「無効」に設定されているので、パ
ネルロック画面の表示レベル（１００）と、次画面として表示しようとする画像読取待機
画面の表示レベル（５０）とを比較し、表示レベルの高いパネルロック画面を表示するた
めにパネルロック画面表示通知を送出する（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→ＳＢ
１４ＹＥＳ→ＳＢ１５ＹＥＳ→ＳＢ１６ＮＯ→ＳＢ１８）。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「無効」に設定さ
れている場合のＦＴＰ送信ジョブが実行される。
【０１１７】
　以下に、図１１に示すフローチャートを用い、ＳＦで示すステップに従って、本実施例
の、稼動状態制御モードが「有効」に設定されている場合における複合機１の動作につい
て説明する。
　本実施例においては、稼動状態制御モードが「有効」の場合には、認証装置２５のロッ
ク遅延機能が動作するので、本説明では、コピージョブおよびＦＴＰ送信ジョブにおける
前段処理である画像読取処理の処理終了と同時に、認証装置２５からロック遅延解除時の
認証タイムアウト通知による操作ロック通知（図５のＳ１３ＹＥＳ→Ｓ１４→Ｓ１５ＹＥ
Ｓ→Ｓ１６）を受信した場合を例に説明する。
【０１１８】
　また、稼働状態管理手段３５が保持する稼働状態は、稼動状態制御モードの「有効」へ
の設定時に、処理の実行状態が「停止中」、表示操作部１４の操作状態が「操作中」、装
置の稼働状態通知は稼働中通知に更新され、記憶部２６に格納されている（図７のＳＣ５
）。
　なお、残金不足通知による操作ロック通知（図５のＳ１１）の送信は、稼動状態制御モ
ードが「無効」の場合と同様である。
　本説明におけるステップＳＦ１～ＳＦ５の動作は、上記「無効」の場合におけるステッ
プＳＥ１～ＳＥ５の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１１９】
　この場合に、ステップＳＦ１において、利用者が、コピー待機画面からコピーに係る各
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種の設定を行っているときに、仮に、ロック遅延機能を有していない認証装置２５からパ
ネルロック制御手段３４が認証装置２５から操作ロック通知を受信したとしても、稼動状
態制御モードが「有効」に設定され、設定のために操作ボタン１４ｂが操作されているた
め、稼動状態管理手段３５から取得した装置の稼働状態通知は稼働中通知であるので（図
７のＳＣ２２）、パネルロック制御手段３４からの操作ロック通知は、ロック遅延の解除
後、つまりパネルタイムアウトによる操作終了通知を受けた時に送出（図７のＳＣ２１）
されるため、現在画面であるコピー待機画面の表示が継続され、設定終了後にパネルロッ
ク画面が表示される（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＹＥＳ→ＳＢ５→ＳＢ６ＹＥＳ→ＳＢ
７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。ステップＳＦ３の場合も、同様である。
【０１２０】
　なお、本実施例の認証装置２５は、ロック遅延機能を有しているので、設定のために操
作ボタン１４ｂが、最初に操作されたときに、稼働状態管理手段３５が、操作状態を「操
作中」に更新し（図７のＳＣ９）、稼働状態判定の結果、認証装置２５へ稼働通知が送信
されるため（図７のＳＣ２２）、認証装置２５側でロック遅延され、パネルタイムアウト
による操作終了通知が送出された時に、稼働状態管理手段３５が、操作状態を「停止中」
に更新して（図７のＳＣ１２）、認証装置２５へ非稼働通知が送信（図７のＳＣ２１）さ
れたことにより、ロック遅延が解除されて操作ロック通知がパネルロック制御手段３４へ
送信されるため（図５のＳ１３ＹＥＳ→Ｓ１４→Ｓ１５ＹＥＳ→Ｓ１６）、現在画面であ
るコピー待機画面の表示が継続され、設定終了後にパネルロック画面が表示される（図６
のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【０１２１】
　このように、本実施例では、稼動状態制御モードが「有効」に設定されている場合は、
認証装置２５が遅延機能を有しているか否かに関わらず、利用者がジョブの詳細設定を行
っているときに、パネルロック画面が表示されることはなく、装置が利用できない状態に
なることはない。
　ＳＦ６：制御部２０は、コピージョブを開始したジョブ管理手段３１によって、コピー
の前段処理である画像読取処理を開始するための画像読取開始通知を、稼働状態管理手段
３５と操作部制御手段３２へ、コピー設定情報と共に画像読取制御手段３３へ送出する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「実行中」に、操作状態を「停
止中」、稼働状態通知を稼動中通知に更新し、認証装置２５へは稼働通知が送信される（
図７のＳＣ１５、ＳＣ２２）。
【０１２２】
　ＳＦ７：制御部２０は、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示
操作部に次画面として表示する読取中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示部
１４ａのコピー待機画面を読取中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、認証装置２５から操作
ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面が表示されていないので、次画面と
して表示する読取中画面表示通知が送出される（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→
ＳＢ１４ＮＯ→ＳＢ１７）。
【０１２３】
　ＳＦ８：また、制御部２０は、コピー設定情報と共に画像読取開始通知を受けた画像読
取制御手段３３によって、利用者が自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６にセット
した原稿をスキャナ１７でコピー設定情報に従って画像を読取りながら、その読取完了を
待って待機し、読取りが完了したときにステップＳＦ９へ移行する。読取中の場合は、前
記の待機を継続する。
　このとき、表示部１４ａに表示されている読取中画面には、現在何枚目の原稿を読取っ
ているかが分かるようにその進行状況が表示される。
【０１２４】
　また、仮に、この画像読取処理中に、複合機１の稼働状況に関わらず操作ロック通知を
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送信する認証装置２５からパネルロック制御手段３４が操作ロック通知を受信したとして
も、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、稼動状態管理手段３５から取得した装置
の稼働状態通知は稼働中通知であるので、パネルロック制御手段３４からの操作ロック通
知は、ロック遅延の解除後、つまり画像読取処理の終了時に送出されるため、現在画面で
ある読取中画面の表示が継続され、画像読取処理の終了時にパネルロック画面が表示され
る（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＹＥＳ→ＳＢ５→ＳＢ６ＹＥＳ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→
ＳＢ１１）。
【０１２５】
　ＳＦ９：制御部２０は、原稿の読取完了を認識した画像読取制御手段３３によって、ジ
ョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通知を送出し、画像読取終了
通知を受けたジョブ管理手段３１によって、稼働状態管理手段３５へ画像読取終了通知を
送出する。
　ＳＦ１０：制御部２０は、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、
認証装置２５へ非稼働通知を送信する。
　すなわち、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼働状態通知を
稼動停止通知に更新し、パネルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出され、認証装
置２５へは非稼働通知が送信される（図７のＳＣ１８、ＳＣ２１）。
【０１２６】
　この非稼働通知を受信した認証装置２５では、非稼働通知の受信によりロック遅延を解
除し、パネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送信する。この操作ロック通知を受
信したパネルロック制御手段３４では、取得した稼働状態通知が稼働停止通知であるので
、操作部制御手段３２へ操作ロック通知が送出され、パネルロック制御手段３４からの操
作ロック通知を受けた操作部制御手段３２では、表示操作部１４にパネルロック画面表示
通知を送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａの読取中画面をパネルロック画面に切替
えて表示する（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【０１２７】
　ＳＦ１１：また、制御部２０は、ジョブ管理手段３１によって、稼働状態管理手段３５
への画像読取終了通知の送出後に、コピーの後段処理である印刷処理を開始するための印
刷開始通知を、稼働状態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、コピー設定情報および画
像データと共に画像処理部２７へ送出する。
　このとき、印刷開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モードが「
有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「実行中」に、操作状態を「停止中
」に、稼働状態通知を稼動中通知に更新し、認証装置２５へは稼働通知が送信される（図
７のＳＣ１５、ＳＣ２２）。
【０１２８】
　また、印刷開始通知を受けた操作部制御手段３２では、印刷中画面を表示しようとする
が、既にパネルロック画面が表示され、稼動状態制御モードが「有効」に設定されている
ので、表示操作部１４へパネルロック画面表示通知を送出せずに表示部１４ａのパネルロ
ック画面の表示を継続する。（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＹＥＳ→ＳＢ１５ＮＯ→
ＳＢ１８）。
　ＳＦ１２：制御部２０は、コピー設定情報および画像データと共に印刷開始通知を受け
た画像処理部２７により、印刷処理を開始し、上記「無効」の場合のステップＳＥ１２と
同様にして、印刷部２により、受取った印刷データの画像を用紙に印刷し、印刷済の用紙
を１枚排出する度に送出される排出通知をジョブ管理手段３１により認証装置２５（図５
のＳ６）へ送信する。
【０１２９】
　ＳＦ１３：制御部２０は、印刷部２によって、排出通知を送出しながら印刷完了を待っ
て待機し、印刷が完了したときに画像処理部２７へ印刷完了通知を送出してステップＳＦ
１４へ移行する。印刷処理の実行中は、排出通知を送出しながら前記の待機を継続する。
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このとき、表示部１４ａには、パネルロック画面が表示されている。
　なお、仮に、この印刷処理中に、パネルロック制御手段３４が認証装置２５から残金不
足による、最初の操作ロック通知（図５のＳ１１）を受信したとしても、稼動状態制御モ
ードが「有効」に設定され、稼動状態管理手段３５から取得した装置の稼働状態通知は稼
働中通知であるので、パネルロック制御手段３４からの操作ロック通知は、ロック遅延の
解除後、つまり印刷処理の終了時に送出されるため、現在画面である印刷中画面の表示が
継続され、印刷処理の終了時にパネルロック画面が表示される（図６のＳＢ３ＹＥＳ→Ｓ
Ｂ４ＹＥＳ→ＳＢ５→ＳＢ６ＹＥＳ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【０１３０】
　ＳＦ１４：制御部２０は、印刷完了通知を受けた画像処理部２７によって、ジョブ管理
手段３１へ印刷終了通知を送出し、ジョブ管理手段３１は、その印刷終了通知を稼働状態
管理手段３５へ、コピーのジョブ終了通知を操作部制御手段３２へ送出する。
　このとき、印刷終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モードが「
有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼働状態通知を稼動
停止通知に更新し、パネルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２
５へは非稼働通知が送信される（図７のＳＣ１８、ＳＣ２１）。
【０１３１】
　ＳＦ１５：制御部２０は、コピーのジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２によっ
て、実行していたコピージョブのコピー待機画面を表示しようとするが、既にパネルロッ
ク画面が表示され、稼動状態制御モードが「有効」に設定されているので、表示操作部１
４へパネルロック画面表示通知を送出せずに表示部１４ａのパネルロック画面の表示を継
続したまま（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＹＥＳ→ＳＢ１５ＮＯ→ＳＢ１８）、ステ
ップＳＦ１へ戻り、パネルロック画面を表示した状態で待機する。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「有効」に設定さ
れている場合のコピージョブが実行される。次に、稼動状態制御モードが「有効」に設定
されている場合のＦＴＰ送信ジョブについて説明する。
【０１３２】
　ＳＦ１６：制御部２０は、ＦＴＰ送信ジョブを開始したジョブ管理手段３１によって、
ＦＴＰ送信の前段処理である画像読取処理を開始するための画像読取開始通知を、稼働状
態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、ＦＴＰ送信設定情報と共に画像読取制御手段３
３へ送出する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「実行中」、操作状態を「停止
中」に、稼働状態通知を稼動中通知に更新し（図７のＳＣ１５）、認証装置２５へは稼働
通知が送信される（図７のＳＣ２２）。
【０１３３】
　ＳＦ１７：制御部２０は、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表
示操作部に次画面として表示する読取中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示
部１４ａの画像読取待機画面を読取中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、認証装置２５から操作
ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面が表示されていないので、次画面と
して表示する読取中画面表示通知が送出される（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＮＯ→
ＳＢ１４ＮＯ→ＳＢ１７）。
【０１３４】
　ＳＦ１８：また、制御部２０は、ＦＴＰ送信設定情報と共に画像読取開始通知を受けた
画像読取制御手段３３によって、利用者が自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６に
セットした原稿をスキャナ１７でＦＴＰ送信設定情報に従って画像を読取りながら、その
読取完了を待って待機し、読取りが完了したときにステップＳＦ１９へ移行する。読取中
の場合は、前記の待機を継続する。
　このとき、表示部１４ａに表示されている読取中画面には、現在何枚目の原稿を読取っ
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ているかが分かるようにその進行状況が表示される。
【０１３５】
　また、仮に、この画像読取処理中に、複合機１の稼働状況に関わらず操作ロック通知を
送信する認証装置２５からパネルロック制御手段３４が操作ロック通知を受信したとして
も、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、稼動状態管理手段３５から取得した装置
の稼働状態通知は稼働中通知であるので、パネルロック制御手段３４からの操作ロック通
知は、ロック遅延の解除後、つまり画像読取処理の終了時に送出されるため、現在画面で
ある読取中画面の表示が継続され、画像読取処理の終了時にパネルロック画面が表示され
る（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＹＥＳ→ＳＢ５→ＳＢ６ＹＥＳ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→
ＳＢ１１）。
【０１３６】
　ＳＦ１９：制御部２０は、原稿の読取完了を認識した画像読取制御手段３３によって、
ジョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通知を送出し、画像読取終
了通知を受けたジョブ管理手段３１によって、稼働状態管理手段３５へ画像読取終了通知
を送出する。
【０１３７】
　ＳＦ２０：制御部２０は、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、
認証装置２５へ非稼働通知を送信する。
　すなわち、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制御モード
が「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼働状態通知を
稼動停止通知に更新し、パネルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出され、認証装
置２５へは非稼働通知が送信される（図７のＳＣ１８、ＳＣ２１）。
【０１３８】
　この非稼働通知を受信した認証装置２５では、非稼働通知の受信によりロック遅延を解
除し、パネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送信する。この操作ロック通知を受
信したパネルロック制御手段３４では、取得した稼働状態通知が稼働停止通知であるので
、操作部制御手段３２へ操作ロック通知が送出され、パネルロック制御手段３４からの操
作ロック通知を受けた操作部制御手段３２では、表示操作部１４にパネルロック画面表示
通知を送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａの読取中画面をパネルロック画面に切替
えて表示する（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＮＯ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【０１３９】
　ＳＦ２１：また、制御部２０は、ジョブ管理手段３１によって、稼働状態管理手段３５
への画像読取終了通知の送出後に、ＦＴＰ送信の後段処理であるＦＴＰによる送信処理を
開始するための送信開始通知を、稼働状態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、ＦＴＰ
送信設定情報および画像データと共に画像処理部２７へ送出する。
　このとき、ＦＴＰによる送信開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制
御モードが「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「実行中」に、操作状
態を「停止中」に、稼働状態通知を稼動中通知に更新し、認証装置２５へは稼働通知が送
信される（図７のＳＣ１５、ＳＣ２２）。
【０１４０】
　また、ＦＴＰによる送信開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、データ処理中画
面を表示しようとするが、既にパネルロック画面が表示され、稼動状態制御モードが「有
効」に設定されているので、表示操作部１４へパネルロック画面表示通知を送出せずに表
示部１４ａのパネルロック画面の表示を継続する。（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３Ｙ
ＥＳ→ＳＢ１５ＮＯ→ＳＢ１８）。
【０１４１】
　ＳＦ２２：制御部２０は、ＦＴＰ送信設定情報および画像データと共にＦＴＰによる送
信開始通知を受けた画像処理部２７によって、受取った画像データをＦＴＰ送信設定情報
で指定されたファイル形式のファイルに変換し、ＦＴＰ送信設定情報と共に出力部２８へ
送出し、出力部２８は、受取ったファイルをＦＴＰ送信設定情報で指定された送信先のフ
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ォルダへ送信する。
　ＳＦ２３：制御部２０は、出力部２８によって、ＦＴＰによる送信完了を待って待機し
、ＦＴＰによる送信が完了したときに画像処理部２７へＦＴＰによる送信完了通知を送出
してステップＳＦ２４へ移行する。ＦＴＰによる送信処理の実行中は、前記の待機を継続
する。このとき、表示部１４ａには、パネルロック画面が表示されている。
【０１４２】
　なお、仮に、このＦＴＰによる送信処理中に、複合機１の稼働状況に関わらず操作ロッ
ク通知を送信する認証装置２５から、パネルロック制御手段３４が、最初の操作ロック通
知を受信したとしても、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、稼動状態管理手段３
５から取得した装置の稼働状態通知は稼働中通知であるので、パネルロック制御手段３４
からの操作ロック通知は、ロック遅延の解除後、つまりＦＴＰによる送信処理の終了時に
送出されるため、現在画面であるデータ処理中画面の表示が継続され、ＦＴＰによる送信
処理の終了時にパネルロック画面が表示される（図６のＳＢ３ＹＥＳ→ＳＢ４ＹＥＳ→Ｓ
Ｂ５→ＳＢ６ＹＥＳ→ＳＢ７→ＳＢ８ＮＯ→ＳＢ１１）。
【０１４３】
　ＳＦ２４：制御部２０は、ＦＴＰによる送信完了通知を受けた画像処理部２７によって
、ジョブ管理手段３１へ送信終了通知を送出し、ジョブ管理手段３１は、その送信終了通
知を稼働状態管理手段３５へ、ＦＴＰ送信のジョブ終了通知を操作部制御手段３２へ送出
する。
　このとき、ＦＴＰによる送信完了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、稼動状態制
御モードが「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼働状
態通知を稼動停止通知に更新し、パネルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出され
、認証装置２５へは非稼働通知が送信される（図７のＳＣ１８、ＳＣ２１）。
【０１４４】
　ＳＦ２５：制御部２０は、ＦＴＰ送信のジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２に
よって、実行していたＦＴＰ送信ジョブの画像読取待機画面を表示しようとするが、既に
パネルロック画面が表示され、稼動状態制御モードが「有効」に設定されているので、表
示操作部１４へパネルロック画面表示通知を送出せずに表示部１４ａのパネルロック画面
の表示を継続したまま（図６のＳＢ１２ＹＥＳ→ＳＢ１３ＹＥＳ→ＳＢ１５ＮＯ→ＳＢ１
８）、ステップＳＦ１へ戻り、パネルロック画面を表示した状態で待機する。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「有効」に設定さ
れている場合のＦＴＰ送信ジョブが実行される。
【０１４５】
　以上説明したように、本実施例では、認証装置２５が、複合機１の稼働状況に関わらず
操作ロック通知を送信するものであっても、複合機１の稼働状況によって操作ロック通知
の送信を遅延させるものであっても、稼働状態制御モードを「無効」に設定すれば、処理
中画面の表示レベルをパネルロック画面の表示レベルより上位に設定し、待機画面の表示
レベルをパネルロック画面の表示レベルより下位に設定することによって、認証装置２５
からパネルロック画面の操作ロック通知を受信したとしても、利用者が実行したジョブが
終了してパネルロック画面を表示するまでの間、処理の進行状況を利用者に表示し続ける
ことができ、ジョブの実行中における各処理の処理中画面（例えば、読取中画面）に処理
の進行状況が表示されている場合において、認証装置２５から操作ロック通知を受信した
ときに画面がパネルロック画面に切替って利用者が進行状況の確認ができなくなることを
防止することができ、利用者の利便性を向上させることができる。
【０１４６】
　また、稼働状態制御モードを「有効」に設定すれば、処理中画面の表示中に認証装置２
５から操作ロック通知を受信したとしても、ロック遅延機能によって当該処理の終了まで
パネルロック画面の表示を遅らせることができ、利用者は、読取中画面等による処理の進
行状況の確認を当該処理の終了まで行うことができ、利用者の利便性を向上させることが
できる。
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　更に、稼働状態制御モードが「有効」の場合は、表示操作部１４が操作中のときに、複
合機１が稼働状態であることを認証装置２５に通知するので、利用者が表示操作部１４に
よってコピーやＦＴＰ送信等のジョブの詳細設定中に、認証装置２５が操作ロック通知を
送信しても、ロック遅延機能によってパネルロック画面の表示を設定終了まで遅らせるこ
とができ、ジョブの詳細設定中にパネルロック画面に切替って複合機１が利用できなくな
ることを防止して、利用者の利便性を向上させることができる。
【０１４７】
　なお、本実施例においては、稼働状態制御モードが「有効」の場合に、表示する画面の
表示開始と見做す通知を処理開始通知（例えば、ＦＴＰ送信の画像読取開始通知）とし、
表示終了と見做す通知を処理終了通知（例えば、ＦＴＰ送信の画像読取終了通知）として
、認証装置２５から操作ロック通知を受信したときに実行していた処理（例えば、ＦＴＰ
送信の画像読取処理）の終了時にパネルロック画面を表示するとして説明したが、表示す
る画面の表示開始と見做す通知をジョブ開始通知（例えば、ＦＴＰ送信のジョブ開始通知
）とし、表示終了と見做す通知をジョブ終了通知（例えば、ＦＴＰ送信のジョブ終了通知
）とすれば、装置の稼働状態通知をジョブの実行中は稼働中通知のまま維持することがで
き、ジョブ終了通知の送出時に、稼働状態通知が稼働停止通知に更新され、ロック遅延を
解除するタイミングを、ジョブ終了通知の送出時まで遅らせて、ジョブの終了時にパネル
ロック画面を表示することができ、ジョブの実行中における全ての処理の進行状況を利用
者に表示し続けることが可能になる。
【実施例２】
【０１４８】
　以下に、図１２ないし図１６を用いて本実施例の複合機について説明する。なお上記実
施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　本実施例では、複合機１によるジョブの実行中に、そのジョブに係る各処理の進行状況
を利用者の選択によってジョブの終了まで表示させるジョブ種別（進行状況表示ジョブ種
別という。）が予め設定されており、　本実施例の記憶部２６には、図１２に示すように
、稼働状態制御モードが「有効」であって、進行状況表示ジョブ種別のジョブを実行する
ときに、そのジョブ種別を保存するジョブ種別保存エリア４１が予め確保されている。
【０１４９】
　本実施例の進行状況表示ジョブ種別は、予めコピージョブに設定され、そのジョブ名「
コピー」が記憶部２６のジョブ種別保存エリア４１を除く領域に格納されている。
　また、ジョブ種別保存エリア４１に保存するときには、コピージョブのジョブ名「コピ
ー」が保存され、各ジョブの終了時には保存されたジョブ名はクリアされる。
　本実施例のパネルロック制御手段３４は、上記実施例１のパネルロック制御手段３４の
機能に加えて、ロック遅延を行うときに、ロック遅延通知を操作部制御手段３２へ送出す
る機能を有している。
【０１５０】
　本実施例の操作部制御手段３２は、上記実施例１の操作部制御手段３２の機能に加えて
、稼働状態制御モードが「有効」であって、表示操作部１４から設定情報と共に処理開始
通知を受信したときに、開始すべき処理のジョブ種別が進行状況表示ジョブ種別（本実施
例ではコピー）と一致する場合は、そのジョブ名（本実施例では「コピー」）をジョブ種
別保存エリア４１に保存する機能、パネルロック制御手段３４からロック遅延通知を受け
た場合に、記憶部２６のジョブ種別保存エリア４１に保存されているジョブ種別を読出し
、そのジョブ種別が「コピー」であるときは、表示操作部１４の表示部１４ａの表示を、
図１３に示す、実行中のジョブの終了後に装置がロックされる旨の文言を表示したパネル
ロック警告画面に切替える機能、パネルロック警告画面の表示中に、表示操作部１４から
操作ボタン１４ｂの押下通知を受信したときは、パネルロック警告画面を非表示にするた
めにパネルロック警告画面の非表示通知を表示操作部１４へ送信して、実行中の処理の処
理中画面に切替える機能を有している。
【０１５１】
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　本実施例の稼働状態管理手段３５は、上記実施例１の稼働状態管理手段３５に対して、
稼働状態制御モードが「有効」であって、ジョブ管理手段３１から処理終了通知として画
像読取終了通知を受けた場合に、そのジョブがジョブ種別保存エリア４１に保存されてい
るジョブ種別（「コピー」）と一致するときは、処理の実行状態を更新せず、ジョブ管理
手段３１から当該ジョブの終了に係る処理終了通知として印刷終了通知を受けた場合に、
処理の実行状態を「停止中」に更新する点が相違している。
　上記の構成の複合機１、認証サーバ２２、認証装置２５の動作について、以下に説明す
る。
　本実施例の認証装置２５および認証サーバ２２の動作は、上記実施例１の図５に示した
認証装置２５および認証サーバ２２の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１５２】
　以下に、図１４に示すフローチャートを用い、ＳＧで示すステップに従って、本実施例
の複合機１の制御部２０による画面表示通知動作について説明する。
　本実施例のステップＳＧ１～ＳＧ５の動作は、上記実施例１の図６に示した画面表示通
知動作のステップＳＢ１～ＳＢ５の動作と同様であるので、その説明を省略する。
　ＳＧ６：制御部２０は、ロック遅延を開始したパネルロック制御手段３４によって、ロ
ック遅延を行う旨のロック遅延通知を操作部制御手段３２へ送出してステップＳＧ７へ移
行する。
【０１５３】
　ＳＧ７：制御部２０は、ロック遅延を開始しロック遅延通知を送出したパネルロック制
御手段３４によって、稼働状態管理手段３５からの装置の稼働状態の稼働停止通知（図１
５のＳＨ２３）を待って待機しており、稼働状態管理手段３５から稼働停止通知を受けた
ときに、ロック遅延を解除してステップＳＧ８へ移行する。稼働停止通知を受けていない
場合は、前記の待機を継続する。
　その後のステップＳＧ８～ＳＧ１２の動作は、上記実施例１の図６に示した画面表示通
知動作のステップＳＢ７～ＳＢ１１の動作と同様であるので、その説明を省略する。
　ＳＧ１３：制御部２０は、操作部制御手段３２によって、パネルロック制御手段３４か
らのロック遅延通知を待って待機しており、パネルロック制御手段３４からロック遅延通
知を受けたときにステップＳＧ１４へ移行する。ジョブ管理手段３１からロック遅延通知
を受けていない場合はステップＳＧ１８へ移行する。
【０１５４】
　ＳＧ１４：制御部２０は、ロック遅延通知を受けた操作部制御手段３２によって、記憶
部２６のジョブ種別保存エリア４１に、操作部制御手段３２が保存したジョブ種別（本実
施例ではコピー）を読出し、そのジョブ種別と、現在実行中のジョブ種別とが一致した場
合はステップＳＧ１５へ移行する。ジョブ種別が不一致の場合はステップＳＧ１８へ移行
する。
　ＳＧ１５：制御部２０は、ジョブ種別の一致を判定した操作部制御手段３２によって、
図１３に示すパネルロック警告画面を表示するためのパネルロック警告画面表示通知を表
示操作部１４へ送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａに通知されたパネルロック警告
画面を表示する。
【０１５５】
　ＳＧ１６：制御部２０は、パネルロック警告画面を送出した操作部制御手段３２によっ
て、表示操作部１４からの操作ボタン１４ｂの押下通知を待って待機しており、押下通知
を受けたときに、現在実行中の処理の処理中画面への切替えを判定してステップＳＧ１７
へ移行する。押下通知を受けていない場合は前記の待機を継続する。
　なお、パネルロック警告画面を表示した印刷の実行中に表示操作部１４から押下通知を
受けなかった場合は、当該処理の処理終了通知を受けたときに、パネルロック警告画面を
表示したまま、ステップＳＧ１８へ移行する。
【０１５６】
　ＳＧ１７：制御部２０は、現在実行中の処理の処理中画面への切替えを判定した操作部
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制御手段３２によって、パネルロック警告画面を非表示にするための非表示通知と、現在
実行中の処理の処理中画面を表示するための画面表示通知（例えば、読取中画面表示通知
）とを表示操作部１４へ送出してステップＳＧ１８へ移行する。画面表示通知等を受けた
表示操作部１４は、表示部１４ａのパネルロック警告画面を非表示にし、表示部１４ａの
画面を通知された処理中画面に切替えて表示する。
　その後のステップＳＧ１８～ＳＧ２４の動作は、上記実施例１の図６に示した画面表示
通知動作のステップＳＢ１２～ＳＢ１８の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１５７】
　以下に、図１５に示すフローチャートを用い、ＳＨで示すステップに従って、本実施例
の複合機１の制御部２０による稼働状態通知動作について説明する。
　本実施例のステップＳＨ１～ＳＨ１５の動作は、上記実施例１の図７に示した稼働状態
通知動作のステップＳＣ１～ＳＣ１５の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１５８】
　ＳＨ１６：制御部２０は、稼働状態管理手段３５によって、ジョブ管理手段３１からの
処理終了通知を待って待機しており、ジョブ管理手段３１から処理終了通知を受けたとき
にステップＳＨ１７へ移行する。処理終了通知を受けていない場合はステップＳＨ２１へ
移行する。
　ＳＨ１７：制御部２０は、処理終了通知を受けた稼働状態管理手段３５によって、記憶
部２６に格納されている現在の稼働状態制御モードを確認し、その稼働状態制御モードが
「有効」の場合はステップＳＨ１８へ移行する。稼働状態制御モードが「無効」の場合は
、実行状態の更新は行わずにステップＳＨ２１へ移行する。
【０１５９】
　ＳＨ１８：制御部２０は、稼働状態制御モードが「有効」と認識した稼働状態管理手段
３５によって、記憶部２６のジョブ種別保存エリア４１に保存されているジョブ種別（本
実施例ではコピー）を読出し、そのジョブ種別と、現在実行中のジョブ種別とが一致した
場合はステップＳＨ１９へ移行する。ジョブ種別が不一致の場合はステップＨ２０へ移行
する。
　ＳＨ１９：制御部２０は、ジョブ種別の一致を判定した稼働状態管理手段３５によって
、ジョブ管理手段３１から受けた処理終了通知が画像読取終了通知の場合は、処理の実行
状態を更新せずにステップＳＨ２１へ移行する。ジョブ管理手段３１から受けた処理終了
通知が画像読取終了通知でない場合は、ステップＨ２０へ移行する。
【０１６０】
　ＳＨ２０：制御部２０は、ジョブ種別が不一致を判定した、または受けた処理終了通知
が画像読取終了通知でないと認識した稼働状態管理手段３５によって、記憶部２６に格納
されている処理の実行状態を「停止中」に更新してステップＳＨ２１へ移行する。
　その後のステップＳＨ２１～ＳＨ２４の動作は、上記実施例１の図７に示した稼働状態
通知動作のステップＳＣ１９～ＳＣ２２の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１６１】
　このように、本実施例では、稼動状態制御モードが「有効」に設定されている場合に、
コピージョブの前段処理である画像読取処理の画像読取終了通知を受けた場合には、処理
の実行状態を更新せずに、画像読取開始通知を受けたときに上記ステップＳＨ１５におい
て更新した実行状態「実行中」を維持し、コピージョブの後段処理である印刷処理の印刷
読取終了通知を受けたときに、処理の実行状態を「停止中」に更新するので、稼働状態判
定の結果、画像読取処理の終了時には、記憶部２６の稼働状態通知は稼動中通知のまま維
持され（ステップＳＨ２４）、印刷処理の終了時に、パネルロック管理手段３４へ、稼動
停止通知が送信され、ロック遅延の解除をコピージョブの終了時まで遅らせることができ
る。
【０１６２】
　本実施例の操作状態通知動作は、上記実施例１の図９に示した操作状態通知動作と同様
であるので、その説明を省略する。
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　以下に、利用者が本実施例の複合機１を使用してコピーやＦＴＰ送信を行う場合におけ
る複合機１の動作について説明する。
　なお、稼動状態制御モードが「無効」に設定されている場合における複合機１の動作は
、上記実施例１の図１０に示した複合機１の動作と同様であるので、その説明を省略する
。
　以下に、図１６に示すフローチャートを用い、ＳＫで示すステップに従って、本実施例
の、稼動状態制御モードが「有効」に設定されている場合における複合機１の動作につい
て説明する。
【０１６３】
　本実施例においては、稼動状態制御モードが「有効」の場合には、認証装置２５のロッ
ク遅延機能が動作し、進行状況表示ジョブ種別であるコピージョブにおける操作ロック通
知は、認証装置２５のロック遅延機能によって、認証タイムアウト通知による操作ロック
通知は、印刷処理の印刷終了時に印刷終了通知が送出されたときに認証装置２５へ送信さ
れる非稼働通知によりロック遅延を解除したとき（図５のＳ１３ＹＥＳ→Ｓ１４→Ｓ１５
ＹＥＳ→Ｓ１６）、つまり印刷処理の印刷終了時に受信することになるので、本説明では
、コピージョブにおける後段処理である印刷処理の処理中に、残金不足通知による操作ロ
ック通知（図５のＳ１１）を受信した場合を例に説明する。
【０１６４】
　また、進行状況表示ジョブ種別ではないＦＴＰ送信ジョブの場合は、利用限度額が設定
されていないために残金不足通知による操作ロック通知は送信されないので、上記実施例
１で図１１を用いて説明した、稼動状態制御モードが「有効」の場合における複合機１の
動作と同様に、ＦＴＰ送信ジョブにおける前段処理である画像読取処理の処理終了と同時
に、認証装置２５からロック遅延解除時の認証タイムアウト通知による操作ロック通知（
図５のＳ１３ＹＥＳ→Ｓ１４→Ｓ１５ＹＥＳ→Ｓ１６）を受信した場合を例に説明する。
【０１６５】
　また、稼働状態管理手段３５が保持する稼働状態は、稼動状態制御モードの「有効」へ
の設定時に、処理の実行状態が「停止中」、表示操作部１４の操作状態が「操作中」、装
置の稼働状態通知は稼働停止通知に更新され、記憶部２６に格納されている（図７のＳＣ
５）。
　本実施例のステップＳＫ１～ＳＫ３の動作は、上記実施例１の図１１に示した複合機１
の動作のステップＳＦ１～ＳＦ３の動作と同様であるので、その説明を省略する。
【０１６６】
　なお、ステップＳＫ１、ＳＫ３において、利用者が、コピー待機画面または画像読取待
機画面から、そのジョブに係る各種の設定を行っているときには、上記実施例１で図１１
を用いて説明した、稼動状態制御モードが「有効」の場合における複合機１の動作と同様
の理由で、認証装置２５が遅延機能を有しているか否かに関わらず、利用者がジョブの詳
細設定を行っているときに、パネルロック画面が表示されることはなく、装置が利用でき
ない状態になることはない。
【０１６７】
　ＳＫ４：制御部２０は、表示操作部１４からジョブ開始通知を受けた操作部制御手段３
２によって、そのコピー開始通知またはＦＴＰ送信開始通知をそれらの設定情報と共にジ
ョブ管理手段３１へ送出すると共に、操作部制御手段３２によって、ジョブ開始通知のジ
ョブ種別を認識し、その処理種別が、記憶部２６に格納されている進行状況表示ジョブ種
別（コピー）と一致する場合はステップＳＫ５へ移行する。認識した処理種別が進行状況
表示ジョブ種別と不一致の場合（ＦＴＰ送信の場合）はステップＳＫ６へ移行する。
　ＳＫ５：制御部２０は、表示操作部１４からジョブ開始通知を受けた操作部制御手段３
２によって、コピージョブのジョブ名である「コピー」を記憶部２６のジョブ種別保存エ
リア４１に保存してステップＳＫ６へ移行する。
【０１６８】
　ＳＫ６：制御部２０は、表示操作部１４からのジョブ開始通知を受けた操作部制御手段
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３２によって、そのコピー開始通知またはＦＴＰ送信開始通知をそれらの設定情報と共に
ジョブ管理手段３１へ送出してステップＳＫ７へ移行する。
　ＳＫ７：制御部２０は、設定情報と共にジョブ開始通知を受けたジョブ管理手段３１に
よって、そのジョブ開始通知がコピー開始通知の場合は、コピージョブを開始するために
ステップＳＫ８へ移行する。ジョブ開始通知がＦＴＰ送信開始通知の場合は、ＦＴＰ送信
ジョブを開始するためにステップＳＫ２１へ移行する。
【０１６９】
　ＳＫ８：制御部２０は、コピージョブを開始したジョブ管理手段３１によって、コピー
の前段処理である画像読取処理を開始するための画像読取開始通知を、稼働状態管理手段
３５と操作部制御手段３２へ、コピー設定情報と共に画像読取制御手段３３へ送出する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、上記実施例１（図１
１）と同様に、稼動状態制御モードが「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状
態を「実行中」に、操作状態を「停止中」、稼働状態通知を稼動中通知に更新し、認証装
置２５へは稼働通知が送信される（図１５のＳＨ１５、ＳＨ２４）。
【０１７０】
　ＳＫ９：制御部２０は、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示
操作部に次画面として表示する読取中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示部
１４ａのコピー待機画面を読取中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、上記実施例１（図１１
）と同様に、認証装置２５から操作ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面
が表示されていないので、次画面として表示する読取中画面表示通知が送出される（図１
４のＳＧ１８ＹＥＳ→ＳＧ１９ＮＯ→ＳＧ２０ＮＯ→ＳＧ２３）。
【０１７１】
　ＳＫ１０：また、制御部２０は、コピー設定情報と共に画像読取開始通知を受けた画像
読取制御手段３３によって、利用者が自動給紙部１５またはコンタクトガラス１６にセッ
トした原稿をスキャナ１７でコピー設定情報に従って画像を読取りながら、その読取完了
を待って待機し、読取りが完了したときにステップＳＫ１１へ移行する。読取中の場合は
、前記の待機を継続する。
　このとき、表示部１４ａに表示されている読取中画面には、現在何枚目の原稿を読取っ
ているかが分かるようにその進行状況が表示される。
【０１７２】
　また、仮に、この画像読取処理中に、複合機１の稼働状況に関わらず操作ロック通知を
送信する認証装置２５からパネルロック制御手段３４が操作ロック通知を受信したとして
も、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、稼動状態管理手段３５から取得した装置
の稼働状態通知は稼働中通知であるので、パネルロック制御手段３４は、ロック遅延を開
始し、操作部制御手段３２へロック遅延通知を送出して、稼働状態管理部３５からの稼働
停止通知を待って待機する（図１４のＳＧ３ＹＥＳ→ＳＧ４ＹＥＳ→ＳＧ５→ＳＧ６→Ｓ
Ｇ７）。ロック遅延通知を受けた操作部制御手段３２では、ジョブ種別（コピー）が一致
しているので、表示操作部１４の表示部１４ａにパネルロック警告画面（図１３参照）を
表示し、利用者がいずれかの操作ボタン１４ｂを押下すると、その押下通知を受けたとき
に、パネルロック警告画面を非表示にし、現在実行中の処理中画面である読取中画面を表
示部１４ａに表示する（図１４のＳＧ１３ＹＥＳ→ＳＧ１４ＹＥＳ→ＳＧ１５→ＳＧ１６
ＹＥＳ→ＳＧ１７）。なお、パネルロック画面はコピージョブの終了時に表示される（ス
テップＳＫ２０参照）。
【０１７３】
　ＳＫ１１：制御部２０は、原稿の読取完了を認識した画像読取制御手段３３によって、
ジョブ管理手段３１へ読取った画像データと共に画像読取終了通知を送出する。
　ＳＫ１２：制御部２０は、画像読取終了通知を受けたジョブ管理手段３１によって、稼
働状態管理手段３５へ画像読取終了通知を送出し、その後にコピーの後段処理である印刷
処理を開始するための印刷開始通知を、稼働状態管理手段３５と操作部制御手段３２へ、
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コピー設定情報および画像データと共に画像処理部２７へ送出する。
【０１７４】
　このとき、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、上記実施例１（図１
１）とは異なり、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、ジョブ種別（コピー）一致
し、処理終了通知が画像読取終了通知であるので、記憶部２６の稼働状態の更新は行われ
ず、認証装置２５へは稼働通知が送信される（図１５の、ＳＨ１６ＹＥＳ→ＳＨ１７ＹＥ
Ｓ→ＳＨ１８ＹＥＳ→ＳＨ１９ＹＥＳ、ＳＨ２４）。この稼働通知の受信により認証装置
２５で行なわれているロック遅延は、非稼働通知を受信するまで継続される（図５のＳ１
５）。また、パネルロック制御手段３４で、ロック遅延が開始されていたとしても、この
時点では稼動停止通知が送出されないので、ロック遅延が継続される。
【０１７５】
　また、印刷開始通知を受けた稼働状態管理手段３５では、上記実施例１（図１１）と同
様に、稼動状態制御モードが「有効」に設定されているので、稼働状態の実行状態を「実
行中」に、操作状態を「停止中」、稼働状態通知を稼動中通知に更新し、認証装置２５へ
は稼働通知が送信される（図１５のＳＨ１５、ＳＨ２４）。つまり、稼働状態の実行状態
は「実行中」のまま維持される。
【０１７６】
　ＳＫ１３：制御部２０は、印刷開始通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示操
作部１４に次画面として表示する印刷中画面表示通知を送出し、表示操作部１４は、表示
部１４ａの読取中画面を印刷中画面に切替えて表示する。
　このとき、画像読取開始通知を受けた操作部制御手段３２では、認証装置２５から操作
ロック通知を受信しておらず、またパネルロック画面が表示されていないので、次画面と
して表示する印刷中画面表示通知が送出される（図１４のＳＧ１８ＹＥＳ→ＳＧ１９ＮＯ
→ＳＧ２０ＮＯ→ＳＧ２３）。
【０１７７】
　ＳＫ１４：制御部２０は、コピー設定情報および画像データと共に印刷開始通知を受け
た画像処理部２７により、印刷処理を開始し、上記実施例１の「無効」の場合（図１０）
のステップＳＥ１２と同様にして、変換した印刷データとコピー設定情報を印刷部２へ送
出する。
　また、制御部２０は、パネルロック制御手段３４によって、認証装置２５からの操作ロ
ック通知の受信を監視しており、操作ロック通知を受信したときに、パネルロック制御手
段３４と画像処理部２７による並行動作を開始してステップＳＫ１５へ移行する。操作ロ
ック通知を受信していない場合はステップＳＫ１７へ移行する。
【０１７８】
　ＳＫ１５：制御部２０は、認証装置２５から操作ロック通知を受信したパネルロック制
御手段３４によって、並行動作を開始し、稼働状態管理手段３５へ装置の稼働状態取得要
求を送出し、稼働状態管理手段３５では、上記したステップＳＫ１２で画像読取終了通知
を受けた時に処理の実行状態が更新されず、その後の印刷開始通知によっても実行状態が
「実行中」まま維持されているので、記憶部２６に格納されている装置の稼働状態通知（
稼働中通知）を読出し、読出した稼働中通知をパネルロック制御手段３４へ送出し（図１
５のＳＨ２）、稼働中通知を取得したパネルロック制御手段３４では、稼動状態制御モー
ドが「有効」に設定されているので、ロック遅延を開始し、操作部制御手段３２へロック
遅延通知を送出し、稼働状態管理部３５からの稼働停止通知を待って待機する（図１４の
ＳＧ３ＹＥＳ→ＳＧ４ＹＥＳ→ＳＧ５→ＳＧ６→ＳＧ７）。なお、このロック遅延は、印
刷処理の終了時まで継続される（ステップＳＫ２０参照）。
　一方、ロック遅延通知を受けた操作部制御手段３２では、ジョブ種別（コピー）が一致
しているので、表示操作部１４の表示部１４ａにパネルロック警告画面（図１３参照）を
表示する（図１４のＳＧ１３ＹＥＳ→ＳＧ１４ＹＥＳ→ＳＧ１５）。
【０１７９】
　ＳＫ１６、制御部２０は、ロック遅延通知を受けた操作部制御手段３２によって、表示
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操作部１４からの操作ボタン１４ｂの押下通知を待って待機し、印刷処理の実行中に押下
通知を受けなかった場合は、印刷終了通知を受けたときに、パネルロック警告画面を表示
したまま、ステップＳＫ１９へ移行する。
　印刷処理の実行中に押下通知を受けたときは、パネルロック警告画面を非表示にするた
めの非表示通知と、現在実行中の印刷処理の処理中画面を表示するための印刷中画面表示
通知とを表示操作部１４へ送出してステップＳＫ１９へ移行し、表示操作部１４は、表示
部１４ａのパネルロック警告画面を非表示にし、表示部１４ａの画面を通知された印刷中
画面に切替えて表示する（図１４のＳＧ１６ＹＥＳ→ＳＧ１７）。なお、再表示された印
刷中画面は、印刷処理の終了時までその進行状況を表示し続ける。
【０１８０】
　ＳＫ１７：制御部２０は、印刷データとコピー設定情報を受取った印刷部２により、上
記実施例１の「無効」の場合（図１０）のステップＳＥ１２と同様にして、受取った印刷
データの画像を用紙に印刷し、印刷済の用紙を１枚排出する度に送出される排出通知をジ
ョブ管理手段３１により認証装置２５（図５のＳ６）へ送信する。
　ＳＫ１８：制御部２０は、印刷部２によって、ステップＳＫ１４による操作ロック通知
受信の監視、ＳＫ１７による排出通知の送出を継続しながら印刷完了を待って待機し、印
刷が完了したときに画像処理部２７へ印刷完了通知を送出してステップＳＫ１９へ移行す
る。印刷処理の実行中は、ＳＫ１４へ戻って前記の待機および並行動作を継続する。この
とき、表示部１４ａには、パネルロック警告画面または印刷中画面が表示される。
【０１８１】
　ＳＫ１９：制御部２０は、印刷完了通知を受けた画像処理部２７によって、ジョブ管理
手段３１へ印刷終了通知を送出し、ジョブ管理手段３１は、その印刷終了通知を稼働状態
管理手段３５へ、コピーのジョブ終了通知を操作部制御手段３２へ送出する。
　このとき、印刷終了通知を受けた稼働状態管理手段３５では、上記実施例１（図１１）
とは異なり、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、ジョブ種別（コピー）は一致す
るが、処理終了通知が印刷終了通知であるので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼
働状態通知を稼動停止通知に更新し、パネルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出
され、認証装置２５へは非稼働通知が送信される（図１５のＳＨ１６ＹＥＳ→ＳＨ１７Ｙ
ＥＳ→ＳＨ１８ＹＥＳ→ＳＨ１９ＮＯ→ＳＨ２０、ＳＨ２３）。
【０１８２】
　ＳＫ２０：制御部２０は、コピーのジョブ終了通知を受けた操作部制御手段３２によっ
て、表示操作部１４の表示部１４ａにパネルロック画面を表示する。
　すなわち、稼働状態管理手段３５から稼働停止通知を受けたパネルロック制御手段３４
は、稼働停止通知を受けたときにロック遅延を解除し、操作部制御手段３２へ操作ロック
通知が送出され、操作ロック通知を受けた操作部制御手段３２では、稼動状態制御モード
が「有効」に設定されているので、表示操作部１４にパネルロック画面表示通知を送出し
、表示操作部１４は、表示部１４ａの印刷中画面をパネルロック画面に切替えて表示する
（図１４のＳＧ８→ＳＧ９ＮＯ→ＳＧ１２）。
【０１８３】
　また、非稼働通知を受信した認証装置２５では、非稼働通知の受信によりロック遅延を
解除して、パネルロック制御手段３４へ操作ロック通知を送信し、この操作ロック通知を
受信したパネルロック制御手段３４では、取得した稼働状態通知が稼働停止通知であるの
で、操作部制御手段３２へ操作ロック通知が送出され、パネルロック制御手段３４からの
操作ロック通知を受けた操作部制御手段３２では、表示操作部１４にパネルロック画面表
示通知を送出しようとするが（図１４のＳＧ３ＹＥＳ→ＳＧ４ＮＯ→ＳＧ８→ＳＧ９ＮＯ
→ＳＧ１２）、前記で既にパネルロック画面表示通知を送出しているので、パネルロック
画面表示通知の送出を取止める。
　なお、パネルロック制御手段３４が、上記ステップＳＫ１４で、操作ロック通知を受信
していない場合は、認証装置２５から操作ロック通知を受信したパネルロック制御手段３
４によって送出された操作部制御手段３２への操作ロック通知よって、表示操作部１４の
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表示部１４ａの印刷中画面がパネルロック画面に切替えられる。
【０１８４】
　また、パネルロック画面に切替えるときに、パネルロック警告画面が表示されている場
合は、操作不制御手段３２は、パネルロック警告画面の非表示通知とパネルロック画面表
示通知とを送出し、表示操作部１４は、表示部１４ａのパネルロック警告画面を非表示に
し、表示部１４ａの画面をパネルロック画面に切替えて表示する。
　制御部２０は、パネルロック画面の表示後に、ジョブ種別保存エリア４１に保存されて
いるジョブ名をクリアしてステップＳＫ１へ戻り、パネルロック画面を表示した状態で待
機する。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「有効」に設定さ
れている場合のコピージョブが実行される。
【０１８５】
　なお、本実施例の複合機１によるＦＴＰ送信ジョブの動作（ステップＳＫ２１～ＳＫ３
０）は、上記実施例１の複合機１によるＦＴＰ送信ジョブの動作（図１１のステップＳＦ
１６～ＳＦ２５）と同様であるので、その説明を省略する。
　この場合に、ステップＳＫ２４において、画像読取終了通知を受けた稼働状態管理手段
３５では、稼動状態制御モードが「有効」に設定され、ジョブ種別（コピー）が不一致な
ので、稼働状態の実行状態を「停止中」に、稼働状態通知を稼動停止通知に更新し、パネ
ルロック制御手段３４へは稼働停止通知が送出され、認証装置２５へは非稼働通知が送信
される（図１５のＳＨ１６ＹＥＳ→ＳＨ１７ＹＥＳ→ＳＨ１８ＮＯ→ＳＨ２０、ＳＨ２３
）。
【０１８６】
　また、ステップＳＫ３０において、制御部２０は、パネルロック画面の表示継続後に、
ジョブ種別保存エリア４１に保存されているジョブ名をクリアしてステップＳＫ１へ戻り
、パネルロック画面を表示した状態で待機する。
　このようにして本実施例の複合機１における、稼動状態制御モードが「有効」に設定さ
れている場合のＦＴＰ送信ジョブが実行される。
【０１８７】
　以上説明したように、本実施例では、上記実施例１と同様の効果に加えて、認証装置２
５が複合機１の稼働状態によって操作ロック通知の送信を遅延させる場合であっても、遅
延させない場合であっても、稼働状態制御モードを「有効」に設定し、処理中画面の表示
の継続表示を可能にするための、進行状況表示ジョブ種別を予め設定して、そのジョブ種
別における認証装置２５の非稼働通知の送信、パネルロック制御手段３４への稼働停止通
知の送出をジョブ終了まで遅らせると共に、認証装置２５から操作ロック通知を受信した
ときに、そのとき実行中の処理の処理中画面の再表示を可能にしたパネルロック警告画面
を表示するので、パネルロック警告画面によって、ジョブが終了した直後にパネルロック
画面が表示されることを利用者に対して予め通知することができると共に、利用者が操作
ボタン１４ｂを操作すれば、実行中の処理の処理中画面を表示させることができ、利用者
の意志に応じて、実行したジョブが終了するまで、処理の進行状況を利用者に表示し続け
ることができ、処理中画面に処理の進行状況が表示されている場合において、認証装置２
５から操作ロック通知を受信したときに画面がパネルロック画面に切替って利用者が進行
状況の確認ができなくなることを防止することができ、利用者の利便性を向上させること
ができる。
【０１８８】
　なお、上記実施例２においては、進行状況表示ジョブ種別は、コピージョブのみである
として説明したが、ＦＴＰ送信ジョブやその他のジョブを進行状況表示ジョブ種別に設定
して記憶部に格納しておけば、当該ジョブにおいても、コピージョブの場合と同様の効果
を得ることができる。また、進行状況表示ジョブ種別を複数設定して記憶部に格納してお
くようにしてもよい。
【０１８９】
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　また、上記実施例２においては、進行状況表示ジョブ種別を予め設定して記憶部に格納
しておくとして説明したが、進行状況表示ジョブ種別を設定せずに、上記ステップＳＫ４
（図１６）を省略し、ステップＳＫ５において、操作部制御手段が実行しようとしている
ジョブのジョブ名をジョブ種別保存エリアに保存するようにしてもよい。このようにすれ
ば、実行する全てのジョブにおいてコピージョブの場合と同様の効果を得ることができる
。この場合に実行するジョブが３段階以上の処理によって実行されるものであるときは、
上記ステップＳＨ１６～ＳＨ２０（図１５）を最後の処理における処理終了通知によって
処理の実行状態を「停止中」に更新するように変更するとよい。
　更に、上記各実施例においては、複合機が実行するジョブを、コピーとＦＴＰ送信とし
て説明したが、どのようなジョブでも、関連して表示する画面に表示レベルを設定し、処
理の開始と見做す通知と、終了と見做す通知を定め、ジョブ管理手段から操作部制御手段
および稼働状態管理手段に通知するようにすれば、本発明を適用することが可能になる。
【０１９０】
　更に、上記各実施例においては、印刷装置は複合機（ＭＦＰ）であるとして説明したが
、認証装置に接続された、表示部と操作ボタンを有するプリンタ等の装置にも適用するこ
とができる。
　更に、上記各実施例においては、認証機能と操作ロック通知の送信機能を、認証装置と
認証サーバに分散して動作させるとして説明したが、認証サーバの機能を認証装置に統合
して、１台の認証装置により動作を行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１９１】
　１　　複合機
　２　　印刷部
　３　　給紙カセット
　４　　スタッカ
　５　　搬送ローラ
　６　　媒体検出センサ
　７　　用紙搬送路
　８　　給紙ローラ
　９　　画像形成ユニット
　１０　転写ローラ
　１１　定着器
　１２　排出ローラ
　１４　表示操作部
　１４ａ　表示部
　１４ｂ　操作ボタン
　１５　自動給紙部
　１６　コンタクトガラス
　１７　スキャナ
　２０　制御部
　２１　ネットワーク
　２２　認証サーバ
　２３　ＦＤＩ
　２４　ＩＣカードリーダ
　２５　認証装置
　２６　記憶部
　２７　画像処理部
　２８　出力部
　３１　ジョブ管理手段
　３２　操作部制御手段
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　３３　画像読取制御手段
　３４　パネルロック制御手段
　３５　稼働状態管理手段
　４１　ジョブ種別保存エリア
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