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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置であって、
　前記画像形成装置にユーザをログインさせる処理手段と、
　無線通信を実行する実行手段と、
　外部装置と前記画像形成装置の間の前記無線通信を実行するための無線接続情報を表示
する表示手段と、
　前記画像形成装置から前記ユーザがログアウトしたことに応じて新たな無線接続情報を
生成する生成手段とを備え、
　前記新たな無線接続情報は、前記ユーザが前記画像形成装置にログインしてからログア
ウトするまでの間は生成されないことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成装置から前記ユーザがログアウトしたことに応じて、前記無線接続情報に
基づいて確立された接続を切断することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記無線接続情報には、ＳＳＩＤ、暗号化キーが含まれることを特徴とする請求項１又
は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記無線通信は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ機能による無線通信であることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
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【請求項５】
　前記新たな無線接続情報は印刷ジョブの完了とは独立して生成されることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　画像形成装置の制御方法において、
　前記画像形成装置にユーザをログインさせる処理ステップと、
　無線通信を実行する実行ステップと、
　外部装置と前記画像形成装置の間の前記無線通信を実行するための無線接続情報を表示
する表示ステップと、
　前記画像形成装置から前記ユーザがログアウトしたことに応じて新たな無線接続情報を
生成する生成ステップとを有し、
　前記新たな無線接続情報は、前記ユーザが前記画像形成装置にログインしてからログア
ウトするまでの間は生成されないことを特徴とする制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の制御方法を画像形成装置に実行させるためのコンピュータに読み取り
可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラムに関し、特に、無線接続
により無線ネットワークから画像形成装置にジョブを投入する場合の接続制御技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）等の画像形成
装置には、ネットワークからジョブを投入してジョブを処理する機能がある。また、特許
文献１のように、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔにより専用のアクセスポイントを介さず、デ
バイスと端末が直接無線接続を行うことが知られている。また、端末が以前使用した無線
接続情報（パスワードやＳＳＩＤ等を含む）を記憶しておき、端末がそのネットワーク通
信圏内に入ったときに、自動的に無線接続を行うことも知られている。これら機能により
、過去にデバイスを使用したことのある端末が近くにあった場合、デバイスの傍で実際に
デバイスを利用しようとしているユーザの端末ではなく、近くにある別の端末とデバイス
の無線接続が先に確立してしまう場合がある。これによって、デバイスの傍にいるユーザ
がデバイスを利用できない可能性がある。これを防止するため、無線接続ごとにデバイス
側の無線接続情報を更新し、端末側に記憶されている以前の無線接続情報では接続できな
いようにする制御方法が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１５７００６号公報
【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、無線接続のたびにデバイス側の無線接続情報を更新してしまうと、ユー
ザは無線接続のたびに端末に情報を入力しなければならず、それだけユーザに負担をかけ
てしまう可能性がある。例えば、デバイスを無線ジョブ投入モードに移行させて、無線ネ
ットワークからジョブを投入した後、無線ジョブ投入モードから抜けてコピーを実行し、
再度無線ネットワークからジョブを投入するような場合、ユーザは２回無線接続設定を行
う必要がある。
【０００５】
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　本発明の目的は、上記問題に鑑みて成されたものであり、ログインしているユーザが画
像形成装置からログアウトしたことに応じて新たな無線接続情報を生成し、同じユーザが
ログインしている間は無線接続情報を生成しないことで使い勝手を向上することができる
仕組みを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、前記画像形成装置にユーザをロ
グインさせる処理手段と、無線通信を実行する実行手段と、外部装置と前記画像形成装置
の間の前記無線通信を実行するための無線接続情報を表示する表示手段と、前記画像形成
装置から前記ユーザがログアウトしたことに応じて新たな無線接続情報を生成する生成手
段とを備え、前記新たな無線接続情報は、前記ユーザが前記画像形成装置にログインして
からログアウトするまでの間は生成されないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ログインしているユーザが画像形成装置からログアウトしたことに応
じて新たな無線接続情報を生成し、同じユーザがログインしている間は無線接続情報を生
成しないことで使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置が配置されたシステムの概略構成を表す図
である。
【図２】図１におけるＭＦＰ２００の内部構成を示すブロック図である。
【図３】図２における操作部２０４の外観構成を示す図である。
【図４】ＭＦＰ２００のＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能の使用時にＣＰＵ２
１０が実行する処理を示すフローチャートである。
【図５】図４のステップＳ９０８の詳細な処理を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）図５のステップＳ９１０で表示部に表示される画面の一例を示す図、（ｂ
）図５のステップＳ９１２で表示部に表示される画面の一例を示す図、（ｃ）図５のステ
ップＳ９１４で表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図７】（ａ）図５のステップＳ９１７で表示部に表示される画面の一例を示す図、（ｂ
）図５のステップＳ９１９で表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図８】図１のシステムにおける無線接続情報更新タイミングの流れを示すチャートであ
る。
【図９】他の実施形態におけるＭＦＰ２００のＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機
能の使用時にＣＰＵ２１０が実行する処理を示すフローチャートである。
【図１０】（ａ）図９のステップＳ１１００で表示部に表示されるログイン画面の一例を
示す図、（ｂ）図９のステップＳ１１０３で表示部に表示される画面の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置が配置されたシステムの概略構成を表す
図である。
【００１１】
　画像形成装置であるＭＦＰ２００は、例えば、コンビニエンスストアなどのパブリック
スペースに置かれ、利用するユーザに課金して、コピーや印刷等のジョブを実行する。
【００１２】
　ＭＦＰ２００は、無線ネットワーク３０２を介して、スマートフォンやタブレットＰＣ
等の端末装置３０１と通信を行う。ユーザは、端末装置３０１を操作し、端末装置３０１
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が無線ネットワーク３０２を通してＭＦＰ２００にジョブを投入する。
【００１３】
　図２は、図１におけるＭＦＰ２００の内部構成を示すブロック図である。
【００１４】
　ＭＦＰ２００は、コントローラ部２０１、スキャナ部２０２、プリンタ部２０３、及び
操作部２０４から構成され、それらは電気的に接続されている。
【００１５】
　コントローラ部２０１において、ＣＰＵ２１０は、ＲＯＭ２１２に格納されたプログラ
ムに従って、ＭＦＰ２００を統括的に制御する。ＲＡＭ２１１は、ＣＰＵ２１０のワーク
メモリとして機能する。ＲＯＭ２１２は、ＣＰＵ２１０によって読み出されるプログラム
等を格納する。
【００１６】
　操作部Ｉ／Ｆ２１３は、操作部２０４に接続され、操作部２０４との間でデータの送受
を行う。ＣＰＵ２１０は、操作部Ｉ／Ｆ２１３を介して操作部２０４からの操作や指示を
受付ける。
【００１７】
　画像処理部２１４は、ＣＰＵ２１０からの指示に基づいて、入力画像データに対して補
正、加工、編集を行い、プリント出力画像データに対して、プリンタ部の補正、解像度変
換等を行う。また、これに加えて、画像データの回転や、圧縮伸張処理を行う。
【００１８】
　プリンタＩ／Ｆ２１５は、プリンタ部２０３に接続され、プリンタ部２０３との間でデ
ータの送受を行う。ＣＰＵ２１０は、ユーザから画像データに対して印刷指示を受付けた
場合に、当該画像データをプリンタＩ／Ｆ２１５を介してプリンタ部２０３に送信する。
【００１９】
　スキャナＩ／Ｆ２１６は、スキャナ部２０２に接続され、スキャナ部２０２との間でデ
ータの送受を行う。ＣＰＵ２１０は、ユーザから原稿の読取指示を受付けた場合に、スキ
ャナ部２０２に対して原稿の読取を指示し、スキャナ部２０２によって読み取られた原稿
の画像データをスキャナＩ／Ｆ２１６を介して受信する。
【００２０】
　無線Ｉ／Ｆ２１７は、アンテナを介して外部の無線装置（端末装置３０１等）に接続さ
れ、外部の無線装置との間でデータの送受を行う。ＣＰＵ２１０は、無線Ｉ／Ｆ２１７を
介して、外部の装置に画像データの送信を行ったり、外部の装置から画像データを受信し
たりする。
【００２１】
　ＦＡＸ　Ｉ／Ｆ２１９は、モデム２２０に接続され、モデム２２０との間でデータの送
受を行う。ＣＰＵ２１０は、ＦＡＸ　Ｉ／Ｆ２１９を介して、外部の装置に画像のデータ
の送信を行ったり、外部の装置から画像データを受信したりする。
【００２２】
　上述したＣＰＵ２１０、ＲＡＭ２１１、ＲＯＭ２１２、操作部Ｉ／Ｆ２１３、画像処理
部２１４、プリンタＩ／Ｆ２１５、スキャナＩ／Ｆ２１６、無線Ｉ／Ｆ２１７、及びＦＡ
Ｘ　Ｉ／Ｆ２１９は、それぞれシステムバス２０５に接続されている。
【００２３】
　操作部２０４は、ユーザの操作を受付けるためのキーや、画像データを表示するための
表示部を備える。ユーザの操作を受付けるためのキーは、ハードキーであってもよく、タ
ッチパネルを利用したソフトキーであってもよい。また、表示部は、液晶表示部であって
もよく、ＣＲＴであってもよい。
【００２４】
　プリンタ部２０３は、シートに対して印刷を行い、印刷されたシートを排紙する。なお
、プリンタ部２０３による印刷方法は、電子写真方式であってもよく、インクジェット方
式であってもよい。
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【００２５】
　図３は、図２における操作部２０４の外観構成を示す図である。
【００２６】
　図３において、操作部２０４は、タッチパネル式の表示部３０３、上下左右キー３０４
、テンキー３０５、及びスタートキー３０６を備える。上下左右キー３０４、テンキー３
０５は、ユーザが項目の選択や設定を行うために用いられる。スタートキー３０６は、ユ
ーザが印刷指示等を行うために用いられる。
【００２７】
　図示の表示部３０３には、ＭＦＰ２００でユーザが実行する機能を選択する際に表示さ
れる画面が表示されている。どのような機能を利用するかをユーザが指定する。コピーボ
タン４００は、ＭＦＰ２００でコピー機能を起動するためのボタンである。スキャンボタ
ン４０１は、ＭＦＰ２００でスキャン機能を起動するためのボタンである。Ｍｏｂｉｌｅ
ボタン４０２は、無線接続で端末装置３０１等からジョブを投入する機能（Ｗｉ－Ｆｉ　
Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ）を起動するためのボタンである。ＵＳＢボタン４０３は、Ｍ
ＦＰ２００に接続したＵＳＢストレージに格納されているデータを印刷する機能を起動す
るためのボタンである。Ｆａｘボタン４０４は、ＭＦＰ２００でＦａｘ機能を起動するた
めのボタンである。精算ボタン４０５は、それまでにユーザが投入したジョブに対して課
金された分の利用料金を精算するためのボタンである。
【００２８】
　図４は、ＭＦＰ２００にてユーザがＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能を使用
する際に、ＣＰＵ２１０が実行する処理を示すフローチャートである。図５は、図４のス
テップＳ９０８の詳細な処理を示すフローチャートである。図示の各ステップは、ＣＰＵ
２１０が、ＲＡＭ２１１に格納されたプログラムを読み出して実行することにより実現さ
れる。
【００２９】
　図４において、ステップＳ９００では、ＣＰＵ２１０は、操作部２０４の表示部３０３
に図３に示すモード選択画面を表示するように制御する。続いて、ステップＳ９０１では
、ＣＰＵ２１０は、精算ボタン４０５が押下されたかどうかを判定する。押下されたと判
定した場合はステップＳ９０３へ進み、押下されていないと判定した場合にはステップＳ
９０２に進む。
【００３０】
　ステップＳ９０２では、ＣＰＵ２１０は、精算ボタン以外のモード切替ボタン（コピー
ボタン４００～ＦＡＸボタン４０４）が押下されたかどうかを判定する。そして、ＣＰＵ
２１０は、押下されたボタンに応じてそれぞれのモードの処理を実行し、処理終了後にス
テップＳ９０１に戻る。
【００３１】
　ＵＳＢボタン４０３が押下された場合にはステップＳ９０４に進む。コピーボタン４０
０が押下された場合にはステップＳ９０５へ進む。ＦＡＸボタン４０４が押下された場合
にはステップＳ９０６へ進む。スキャンボタン４０１が押下された場合にはステップＳ９
０７へ進む。Ｍｏｂｉｌｅボタン４０２が押下された場合にはステップＳ９０８に進む。
ステップＳ９０８では、無線接続された端末装置から受け付けたジョブを処理する。
【００３２】
　次に、図９のステップＳ９０８の詳細について説明する。
【００３３】
　図５において、ステップＳ９０９からステップＳ９１５は、ＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　
Ｐｒｉｎｔ機能（ステップＳ９０８）の具体的な処理内容を示している。
【００３４】
　まず、ステップＳ９０９では、ＣＰＵ２１０は、ＭＦＰ２００が端末装置３０１と無線
接続済みかどうかを判定する。接続済みであると判定した場合にはステップＳ９１２に進
み、接続していないと判定した場合には、ステップＳ９１０に進む。
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【００３５】
　ステップＳ９１０では、ＣＰＵ２１０は、表示部３０３に図６（ａ）に示すような画面
を表示するように制御し、端末装置３０１と無線接続に必要な情報（ＳＳＩＤ，ＫＥＹ等
を含む）を表示する。
【００３６】
　次に、ステップＳ９１１では、ＣＰＵ２１０は、端末装置３０１と無線接続するまで待
機し、無線接続された後、ステップＳ９１２に進む。
【００３７】
　ステップＳ９１２では、ＣＰＵ２１０は、表示部３０３に図６（ｂ）に示すような画面
を表示するように制御し、ユーザにジョブの投入を促す。
【００３８】
　図６（ａ）に示す画面には、ユーザが端末装置３０１からジョブを投入するとき、どの
ＭＦＰに対して投入するのかわかりやすいようにプリンタ名表示領域６００が設けられて
いる。プリンタ名表示領域６００には、ＭＦＰ２００の名称が表示される。
【００３９】
　図５に戻り、ＣＰＵ２１０は、図６（ｂ）に示す画面上で、別の端末を接続するボタン
６０１が押下されたか否かを判定し、押下されたと判定した場合にはステップＳ９１０に
戻る一方、押下されていない場合にはステップＳ９１３に進む。
【００４０】
　ステップＳ９１３では、ＣＰＵ２１０は、端末装置３０１からジョブが投入されるまで
、または終了ボタン６０２が押下されるまで待機し、ジョブが投入されたと判定した場合
にはステップＳ９１４に進む。終了ボタン６０２が押下された場合にはＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉ
ｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能を終了してリターンする。
【００４１】
　ステップＳ９１４では、ＣＰＵ２１０は、表示部３０３に図６（ｃ）に示すような画面
を表示するように制御する。図６（ｃ）に示す画面には、投入されたジョブのプレビュー
画像を表示するプレビュー表示部７００が配置されている。
【００４２】
　図５に戻り、ＣＰＵ２１０は、図６（ｃ）に示す画面で印刷開始ボタン７０１が押下さ
れたと判定した場合、ステップＳ９１５に進む一方、終了ボタン７０２が押された場合に
はＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能を終了してリターンする。
【００４３】
　ステップＳ９１５では、ＣＰＵ２１０は、印刷が開始された後に印刷ページがあるかど
うかを判定し、なければジョブを終了してステップＳ９１２に戻る。一方、印刷ページが
あると判定した場合にはステップＳ９１６に進む。
【００４４】
　ステップＳ９１６では、ＣＰＵ２１０は、印刷を継続するにあたり、残金が足りている
かどうかを判定し、足りていないと判定した場合にはステップＳ９１７に進む一方、足り
ていると判定した場合にはステップＳ９１９に進む。
【００４５】
　ステップＳ９１７では、ＣＰＵ２１０は、表示部３０３に図７（ａ）に示すような画面
を表示するように制御し、料金の投入をユーザに促す。
【００４６】
　次に、ステップＳ９１８では、ＣＰＵ２１０は、料金が投入されるまで、またはキャン
セルボタン１４０１が押下されるまで、または終了ボタン１４０２が押下されるまで待機
し、規定料金が投入されたと判定した場合にはステップＳ９１９に進む。一方、キャンセ
ルボタン１４０１が押下されたと判定した場合にはジョブを終了してステップＳ９１２に
戻る。他方、終了ボタン１４０２が押下された場合にはジョブを終了して、Ｗｉ－Ｆｉ　
Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能を終了してリターンする。
【００４７】
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　ステップＳ９１９では、ＣＰＵ２１０は、図７（ｂ）に示すような画面を表示するよう
に制御し、ページを印刷した後にステップＳ９１５に戻る。
【００４８】
　ＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能の終了後には、図４のステップＳ９００に戻
り、図３に示すモード選択画面が表示される。そこで精算ボタン４０５が押下された場合
にはステップＳ９０３に進み、無線接続を切断して無線接続情報（ＳＳＩＤ，ＫＥＹ等）
を更新して、ステップＳ９００に戻る。
【００４９】
　図８は、ユーザＡがＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能、Ｃｏｐｙ機能、Ｗｉ
－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能の順でジョブを実行する。その後、ユーザＢがＷ
ｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔ機能を使用した際の無線接続情報の更新タイミング
の流れを示すチャートである。
【００５０】
　まず、ユーザＡが端末装置３０１を利用してＭＦＰ２００にＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ
　Ｐｒｉｎｔ機能を実行させるため、Ｓ１でユーザがＭＦＰ２００をＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒ
ｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモードに移行させる。
【００５１】
　次に、Ｓ２では、ＭＦＰ２００の表示部３０３に表示されている情報をもとに、ユーザ
Ａは、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔの接続操作を行う。
【００５２】
　続いて、Ｓ３では、ユーザＡが、端末装置３０１を利用してＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ
　ＰｒｉｎｔジョブをＭＦＰ２００に投入し、ジョブが終了した後、Ｓ４でユーザがモー
ドを終了させる。
【００５３】
　次に、コピーを実行するため、Ｓ５でユーザＡがＭＦＰ２００をコピーモードに移行さ
せ、Ｓ６でコピージョブを実行させる。コピージョブの終了後、Ｓ７でユーザＡはコピー
モードを終了させる。最後に、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔジョブを実行させ
るため、ＭＦＰ２００をＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモードに移行させる。こ
のとき、既に無線接続済みなので、Ｓ９で、ユーザＡは、端末装置３０１を利用して、そ
のままＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔジョブを投入し、該ジョブを実行させる。
ジョブ終了後、ユーザＡは、Ｓ１０でＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモードを終
了させて、Ｓ１１で精算を行う。精算を行うタイミングで、ＭＦＰ２００は、端末装置３
０１との無線接続を切断し、無線接続情報（ＳＳＩＤ，ＫＥＹ等）を更新する。
【００５４】
　次に、ユーザＢがＭＦＰ２００にてＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔジョブを実
行させるために、Ｓ１３でＭＦＰ２００をＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモード
に移行させる。
【００５５】
　Ｓ１４でユーザＢはＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔの接続操作を行う。Ｓ１５でユーザＢは
、他の端末装置を利用してＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔジョブを投入し、ジョ
ブが終了すれば、Ｓ１６でＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモードを終了させる。
【００５６】
　デバイスの無線接続情報は、Ｓ１２で更新されているので、Ｓ１４のときに、ユーザＡ
の端末装置３０１が近くにあったとしても、ユーザＡの端末装置３０１に記録されている
無線接続情報とは異なっている。そのため、ユーザＡの端末装置３０１が無線接続される
ことはない。
【００５７】
　上記実施形態では、ＭＦＰ２００は、無線接続された端末装置３０１から投入されたジ
ョブを処理する第１のモード（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモード）と、本体
を操作して投入されたジョブを処理する第２のモード（コピーモード等）を備える。そし
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て、第１のモードと第２のモードを交互に切り替えて使用するユーザが切り替わったと判
断したときに（ステップＳ９０１でＹＥＳ）、無線接続に必要な無線接続情報を更新する
（ステップＳ９０３）。ユーザが切り替わったと判断する方法は、例えばユーザの料金精
算時である。
【００５８】
　上記実施形態によれば、無線接続に必要な無線接続情報を、同じユーザが使用している
間は更新しないことでユーザにかかる負担を減らすことが可能となる。その結果、ユーザ
が無線接続のたびに無線接続設定を行う必要がなくなり、ユーザの使い勝手を向上せるこ
とができる。
【００５９】
　［他の実施形態］
　上記実施形態では、ＭＦＰ２００を利用するユーザがユーザＡからユーザＢが切り替わ
るタイミング、すなわちユーザＡの利用料金の精算時にＭＦＰ２００と端末装置３０１と
の無線接続を切断して無線接続情報の更新を行っている。
【００６０】
　しかしながら、ＭＦＰ２００を利用する際にユーザ認証を必要とする利用形態では、ユ
ーザＡのログアウト時にＭＦＰ２００と端末装置３０１との無線接続を切断して無線接続
情報の更新を行うようにしてもよい。
【００６１】
　図９は、ユーザ認証を要するＭＦＰ２００にてユーザがＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐ
ｒｉｎｔ機能を使用する際にＣＰＵ２１０が実行する処理を示すフローチャートである。
図示の各ステップは、ＣＰＵ２１０が、ＲＡＭ２１１に格納されたプログラムを読み出し
て実行することにより実現される。
【００６２】
　図９において、ステップＳ１１００では、ＣＰＵ２１０は、操作部２０４の表示部３０
３に図１０（ａ）に示すログイン画面１０１を表示するように制御する。ユーザは、ログ
イン画面１０１上にて、ユーザＩＤ入力領域１２０１、パスワード入力領域１０２２にそ
れぞれ認証情報を入力し、ログインボタン１２０３を押下する。ＣＰＵ２１０は、ユーザ
が入力した認証情報の内容を確認し、認証が成功した場合には、表示部３０３に図１０（
ｂ）に示す画面を表示するように制御してステップＳ１１０１に進む。
【００６３】
　ステップＳ１１０１では、ＣＰＵ２１０は、ログアウトボタン１３０５が押下されたか
どうかを判定し、押下されたと判定した場合にはステップＳ１１０３に進む一方、押下さ
れていないと判定した場合にはステップＳ１１０２に進む。
【００６４】
　ステップＳ１１０２では、ＣＰＵ２１０は、図１０（ｂ）に示す画面上でログアウトボ
タン以外の押されたボタンに応じたモードの処理を行う。具体的な処理内容に関しては、
図４のステップＳ９００以降の処理と同じになる。
【００６５】
　ステップＳ１１０３では、ＣＰＵ２１０は、ステップＳ１１０２の処理で接続された無
線接続を切断し、無線接続情報（ＳＳＩＤ，ＫＥＹ等）を更新し、ステップＳ１１００に
戻る。
【００６６】
　上記実施形態では、ＭＦＰ２００は、無線接続された端末装置３０１から投入されたジ
ョブを処理する第１のモード（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｉｎｔモード）と、本体
を操作して投入されたジョブを処理する第２のモード（コピーモード等）を備える。そし
て、第１のモードと第２のモードを交互に切り替えて使用するユーザが切り替わったと判
断したときに（ステップＳ１１０１でＹＥＳ）、無線接続に必要な無線接続情報を更新す
る（ステップＳ１１０３）。ユーザが切り替わったと判断する方法は、例えばユーザのロ
グアウトである。
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【００６７】
　上記実施形態により、無線接続に必要な無線接続情報を、同じユーザが使用している間
は更新しないことでユーザにかかる負担を減らすことが可能となる。その結果、ユーザが
無線接続のたびに無線接続設定を行う必要がなくなり、ユーザの使い勝手を向上せること
ができる。
【００６８】
　上記実施形態では、Ｗｉ－Ｆｉに関して説明したが、これに限定されるものではなく、
他の近距離無線通信方式にも適用可能であることはいうまでもない。また、無線接続情報
には、ＳＳＩＤ、暗号化キー（ＫＥＹ）が含まれると説明したが、これらは無線通信規格
に対応するものであって、該規格が異なれば対応する無線接続情報もこれらに限定される
ものではない。
【００６９】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００７０】
３０３　表示部
２００　ＭＦＰ
２０１　ＣＰＵ
２１７　無線Ｉ／Ｆ
３０１　端末装置
３０２　無線ネットワーク
４００　コピーボタン
４０５　精算ボタン
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