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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上で、複数の認証サーバと、該各認証サーバがそれぞれ利用者の認証を受
け持つ複数の情報処理装置とがそれぞれ通信可能であり、
　前記各認証サーバは、それぞれ自認証サーバが利用者の認証を受け持つ複数の情報処理
装置の利用者の利用者情報を記憶し、前記各情報処理装置はそれぞれ自情報処理装置が利
用者の認証に利用している認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を
送信し、該利用者情報を受信した認証サーバはそれぞれ前記受信した利用者情報と自認証
サーバに記憶している利用者情報とを照合し、両利用者情報が一致した場合に前記利用者
情報を送信してきた情報処理装置へそれぞれ認証成功を送信し、前記認証成功を受信した
情報処理装置はそれぞれ利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置に、
　他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自情報処理装置
が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送信する送信手段と、
　他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受信した依頼元の他
の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と、前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が保存している該自情報処理装置が利用者の認証に利用してい
る認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが同一と判断した場合
、前記依頼元の他の情報処理装置の利用者が前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の



(2) JP 5772011 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

利用者として認証済みとして前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可す
る許可手段とを設けたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　該許可手段によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、
前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の認
証を行うための利用者情報を要求し、該要求に対して前記依頼元の他の情報処理装置から
受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の
認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証サーバによって認証が成功した場
合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手段を設けたことを特
徴とする請求項１記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記送信手段を設けた情報処理装置に、
　該送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と前
記認証サーバの識別情報と共に、該認証サーバに利用者の認証を要求するための利用者情
報を送信する手段を設け、
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　該許可手段によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、
前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を
受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認
証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利
用を許可する手段を設けたことを特徴とする請求項１記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該
認証サーバによって認証が失敗した場合、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依
頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、該要求
に対して前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理
の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求
し、該認証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する手段を設けたことを特徴とする請求項３記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記送信手段を設けた情報処理装置に、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報を送信する手段を設け、
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置に
記憶している利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で前
記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記処理の依頼を受信した自情報処理装
置において前記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利
用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されてい
ないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手段とを設けたことを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記送信手段を設けた情報処理装置に、
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　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を
許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する手段とを設け、
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報
処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の情報処理装置
において該依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を許可されているか否かを判断し、
利用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されて
いないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手段を設けたことを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記送信手段又は許可手段を設けた情報処理装置に、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段を設け、
　前記送信手段を設けた情報処理装置に、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報と、依頼元である自情報処理装置において該利用者が利用を許可されている機
能を示す利用許可機能情報とを送信する手段を設け、
　前記許可手段を設けた情報処理装置に、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の
他の情報処理装置と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において前記利用
者識別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可されている
と判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合
、前記依頼された処理を実行しない手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか一項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　ネットワーク上で、他の情報処理装置と、自情報処理装置の利用者の認証に利用してい
る認証サーバと、前記他の情報処理装置の利用者の認証を受け持つ複数の認証サーバとに
それぞれ通信可能であり、
　自情報処理装置の利用者の認証に利用している前記認証サーバに自情報処理装置の利用
者の利用者情報が記憶され、自情報処理装置から利用者の認証に利用している前記認証サ
ーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を送信し、該利用者情報を受信した
前記認証サーバにおいて受信した利用者情報と前記認証サーバに記憶している利用者情報
とが照合され、両利用者情報が一致した場合に自情報処理装置へ認証成功が送信され、前
記認証成功を受信した場合、利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理装
置であって、
　他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自情報処理装置
が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送信する送信手段と、
　他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受信した依頼元の他
の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と、前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が保存している該自情報処理装置が利用者の認証に利用してい
る認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが同一と判断した場合
、前記依頼元の他の情報処理装置の利用者が前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の
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利用者として認証済みとして前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可す
る許可手段とを設けたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　前記許可手段によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の
認証を行うための利用者情報を要求し、該要求に対して前記依頼元の他の情報処理装置か
ら受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者
の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証サーバによって認証が成功した
場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手段を設けたことを
特徴とする請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、該認証サーバで利用者の認証を要求するための利用者
情報を送信する手段と、
　前記許可手段によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証
サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用
を許可する手段を設けたことを特徴とする請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該
認証サーバによって認証が失敗した場合、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依
頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、該要求
に対して前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理
の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求
し、該認証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する手段を設けたことを特徴とする請求項１０記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報を送信する手段と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置に
記憶している利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で前
記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記処理の依頼を受信した自情報処理装
置において前記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利
用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されてい
ないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手段とを設けたことを特徴とする
請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を
許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する手段と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報
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処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の情報処理装置
において該依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を許可されているか否かを判断し、
利用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されて
いないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手段とを設けたことを特徴とす
る請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、
　前記送信手段によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報と、依頼元である自情報処理装置において該利用者が利用を許可されている機
能を示す利用許可機能情報とを送信する手段と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の
他の情報処理装置と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において前記利用
者識別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可されている
と判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合
、前記依頼された処理を実行しない手段を設けたことを特徴とする請求項８乃至１１のい
ずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　ネットワーク上で、複数の認証サーバと、該各認証サーバがそれぞれ利用者の認証を受
け持つ複数の情報処理装置とがそれぞれ通信可能であり、
　前記各認証サーバは、それぞれ自認証サーバが利用者の認証を受け持つ複数の情報処理
装置の利用者の利用者情報を記憶し、前記各情報処理装置はそれぞれ自情報処理装置が利
用者の認証に利用している認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を
送信し、該利用者情報を受信した認証サーバはそれぞれ前記受信した利用者情報と自認証
サーバに記憶している利用者情報とを照合し、両利用者情報が一致した場合に前記利用者
情報を送信してきた情報処理装置へそれぞれ認証成功を送信し、前記認証成功を受信した
情報処理装置はそれぞれ利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理方法で
あって、
　前記情報処理装置が、
　他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自情報処理装置
が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送信する送信工程と、
　他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受信した依頼元の他
の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と、前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が保存している該自情報処理装置が利用者の認証に利用してい
る認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが同一と判断した場合
、前記依頼元の他の情報処理装置の利用者が前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の
利用者として認証済みとして前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可す
る許可工程とを行うことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１６】
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　前記許可工程によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の
認証を行うための利用者情報を要求し、該要求に対して前記依頼元の他の情報処理装置か
ら受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者
の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証サーバによって認証が成功した
場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する工程を行うことを特
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徴とする請求項１５記載の情報処理方法。
【請求項１７】
　前記送信工程を行う情報処理装置が、
　前記送信工程によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、該認証サーバに利用者の認証を要求するための利用者
情報を送信する工程を行い、
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　前記許可工程によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該
認証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の
利用を許可する工程を行うことを特徴とする請求項１５記載の情報処理方法。
【請求項１８】
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該
認証サーバによって認証が失敗した場合、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依
頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、該要求
に対して前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理
の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求
し、該認証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する工程を行うことを特徴とする請求項１７記載の情報処理方法。
【請求項１９】
　前記送信工程を行う情報処理装置が、
　前記送信工程によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報を送信する工程を行い、
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する工程と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置に
記憶している利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で前
記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記処理の依頼を受信した自情報処理装
置において前記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利
用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されてい
ないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない工程とを行うことを特徴とする請
求項１５乃至１８のいずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項２０】
　前記送信工程を行う情報処理装置が、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する工程と、
　前記送信工程によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を
許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する工程とを行い、
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報
処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の情報処理装置
において該依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を許可されているか否かを判断し、
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利用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されて
いないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない工程を行うことを特徴とする請
求項１５乃至１８のいずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項２１】
　前記送信工程又は許可工程を行う情報処理装置が、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する工程を行い、
　前記送信工程を行う情報処理装置が、
　前記送信工程によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報と、依頼元である自情報処理装置において該利用者が利用を許可されている機
能を示す利用許可機能情報とを送信する工程を行い、
　前記許可工程を行う情報処理装置が、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の
他の情報処理装置と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において前記利用
者識別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可されている
と判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合
、前記依頼された処理を実行しない工程を行うことを特徴とする請求項１５乃至１８のい
ずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項２２】
　コンピュータを、
　ネットワーク上で、他の情報処理装置と、自情報処理装置の利用者の認証に利用してい
る認証サーバと、前記他の情報処理装置の利用者の認証を受け持つ複数の認証サーバとに
それぞれ通信可能であり、
　自情報処理装置の利用者の認証に利用している前記認証サーバに自情報処理装置の利用
者の利用者情報が記憶され、自情報処理装置から利用者の認証に利用している前記認証サ
ーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を送信し、該利用者情報を受信した
前記認証サーバにおいて受信した利用者情報と前記認証サーバに記憶している利用者情報
とが照合され、両利用者情報が一致した場合に自情報処理装置へ認証成功が送信され、前
記認証成功を受信した場合、利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理装
置として機能させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自情報処理装置
が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送信する送信手順と、
　他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受信した依頼元の他
の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と、前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が保存している該自情報処理装置が利用者の認証に利用してい
る認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが同一と判断した場合
、前記依頼元の他の情報処理装置の利用者が前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の
利用者として認証済みとして前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可す
る許可手順とを実行させるためのプログラム。
【請求項２３】
　前記コンピュータに、
　前記許可手順によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の
認証を行うための利用者情報を要求し、該要求に対して前記依頼元の他の情報処理装置か
ら受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者
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の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証サーバによって認証が成功した
場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手順を実行させるた
めのプログラムをさらに含む、請求項２２記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記コンピュータに、
　前記送信手順によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、該認証サーバで利用者の認証を要求するための利用者
情報を送信する手順と、
　前記許可手順によって前記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、前記依頼元の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼を受
信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該認証
サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理装置の利用
を許可する手順とを実行させるためのプログラムをさらに含む、請求項２３記載のプログ
ラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータに、
　前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、該
認証サーバによって認証が失敗した場合、前記依頼元の他の情報処理装置に前記処理の依
頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、該要求
に対して前記依頼元の他の情報処理装置から受信した前記利用者情報に基づいて前記処理
の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求
し、該認証サーバによって認証が成功した場合、前記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する手順を実行させるためのプログラムをさらに含む、請求項２４記載
のプログラム。
【請求項２６】
　前記コンピュータに、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手順と、
　前記送信手順によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報を送信する手順と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用者識別情報と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置に
記憶している利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報処理装置で前
記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記処理の依頼を受信した自情報処理装
置において前記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利
用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されてい
ないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手順とを実行させるためのプログ
ラムをさらに含む、請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２７】
　前記コンピュータに、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手順と、
　前記送信手順によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を
許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する手順と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の他の
情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、前記処理の依頼を受信した自情報
処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の情報処理装置
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において該依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を許可されているか否かを判断し、
利用が許可されていると判断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されて
いないと判断した場合、前記依頼された処理を実行しない手順とを実行させるためのプロ
グラムをさらに含む、請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２８】
　前記コンピュータに、
　自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手順と、
　前記送信手順によって前記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、前記処理の依頼と
前記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用
者識別情報と、依頼元である自情報処理装置において該利用者が利用を許可されている機
能を示す利用許可機能情報とを送信する手順と、
　前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、前記依頼元の情報
処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、前記処理の依頼を受信し
た自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、前記処理の依頼を受信し
た自情報処理装置で前記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、前記依頼元の他の
情報処理装置と前記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において前記利用者識
別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判
断した場合、前記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、前
記依頼された処理を実行しない手順を実行させるためのプログラムをさらに含む、請求項
２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ファクシミリ装置、プリンタ、スキャナ、複写機、複合機、パーソナルコ
ンピュータを含む情報処理装置を備えた情報処理システムと、その情報処理システムに含
まれる情報処理装置と、その情報処理装置における情報処理方法と、および情報処理装置
を制御するコンピュータに必要な機能を実現させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザがネットワーク上のファクシミリ装置、プリンタ、スキャナ、複写機、複
合機（これらは「画像形成装置」ともいう）、パーソナルコンピュータを含む情報処理装
置を利用する場合、例えば、複合機（「ＭＦＰ」と略称もする）を利用する場合、予めネ
ットワーク上の認証サーバにユーザのＩＤとパスワードを登録しておき、ユーザが使用し
たいＭＦＰ上で自身のＩＤとパスワードを入力すると、ＭＦＰは認証サーバに上記入力さ
れたＩＤとパスワードを送り、認証サーバは受け取ったＩＤとパスワードが自装置に登録
されているＩＤとパスワードに一致することを確認すると、認証成功をＭＦＰへ通知して
、認証サーバから認証成功を受け取ったＭＦＰは、ユーザに対して自装置の利用を許可す
る情報処理システム（例えば、特許文献１参照）があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の情報処理システムでは、ネットワーク上の複数のＭＦＰを連携さ
せて一連の処理を行おうとする場合、ユーザは連携させる全てのＭＦＰについてそれぞれ
認証を得るための作業をしなければならなくなるので、ユーザに対する利用制限を有効に
しつつユーザの利便性を良くすることができないという問題があった。
　この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ユーザに対する利用制限を有効にし
つつ、複数の情報処理装置を連携させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証作業
の負担を軽減することができ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】
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【０００４】
　この発明は上記の目的を達成するため、ネットワーク上で、複数の認証サーバと、その
各認証サーバがそれぞれ利用者の認証を受け持つ複数の情報処理装置とがそれぞれ通信可
能であり、上記各認証サーバは、それぞれ自認証サーバが利用者の認証を受け持つ複数の
情報処理装置の利用者の利用者情報を記憶し、上記各情報処理装置はそれぞれ自情報処理
装置が利用者の認証に利用している認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用
者情報を送信し、その利用者情報を受信した認証サーバはそれぞれ上記受信した利用者情
報と自認証サーバに記憶している利用者情報とを照合し、両利用者情報が一致した場合に
上記利用者情報を送信してきた情報処理装置へそれぞれ認証成功を送信し、上記認証成功
を受信した情報処理装置はそれぞれ利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報
処理システムであって、上記情報処理装置に、他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、
その依頼と共に依頼元である自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの
識別情報を送信する送信手段と、他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その
依頼と共に受信した依頼元の他の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバ
の識別情報と、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が保存しているその自情報処理
装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す
認証サーバが同一と判断した場合、上記依頼元の他の情報処理装置の利用者が上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置の利用者として認証済みとして上記依頼された処理につい
て自情報処理装置の利用を許可する許可手段とを設けた情報処理システムを提供する。
【０００５】
　また、上記のような情報処理システムにおいて、上記許可手段を設けた情報処理装置に
、その許可手段によって上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の
認証を行うための利用者情報を要求し、その要求に対して上記依頼元の他の情報処理装置
から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用
者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証が成功
した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手段を設けた情
報処理システムにするとよい。
【０００６】
　さらに、上記のような情報処理システムにおいて、上記送信手段を設けた情報処理装置
に、その送信手段によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼
と上記認証サーバの識別情報と共に、その認証サーバに利用者の認証を要求するための利
用者情報を送信する手段を設け、上記許可手段を設けた情報処理装置に、上記許可手段に
よって上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記依頼元の他
の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報
処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによ
って認証が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する
手段を設けるとよい。
【０００７】
　また、上記のような情報処理システムにおいて、上記許可手段を設けた情報処理装置に
、上記依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼
を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、そ
の認証サーバによって認証が失敗した場合、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、その
要求に対して上記依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記
処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を
要求し、その認証サーバによって認証が成功した場合、上記依頼された処理について自情
報処理装置の利用を許可する手段を設けるとよい。
【０００８】
　さらに、上記のような情報処理システムにおいて、上記送信手段を設けた情報処理装置
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に、上記送信手段によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼
と上記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利
用者識別情報を送信する手段を設け、上記許可手段を設けた情報処理装置に、自情報処理
装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手段と、
上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上記依頼元の他の情
報処理装置から受信した利用者識別情報と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置に記
憶している利用許可機能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記
依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置
において上記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利用
が許可されていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていな
いと判断した場合、上記依頼された処理を実行しない手段とを設けるとよい。
【０００９】
　また、上記のような情報処理システムにおいて、上記送信手段を設けた情報処理装置に
、自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶
する手段と、上記送信手段によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処
理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用
者が利用を許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する手段とを設け、上記許
可手段を設けた情報処理装置に、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許
可した場合、上記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、上
記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能
が、上記依頼元の情報処理装置においてその依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を
許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判断した場合、上記依頼された
処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依頼された処理を実行しな
い手段を設けるとよい。
【００１０】
　さらに、上記のような情報処理システムにおいて、上記送信手段又は許可手段を設けた
情報処理装置に、自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可
機能情報を記憶する手段を設け、上記送信手段を設けた情報処理装置に、上記送信手段に
よって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの
識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報と、依
頼元である自情報処理装置においてその利用者が利用を許可されている機能を示す利用許
可機能情報とを送信する手段を設け、上記許可手段を設けた情報処理装置に、上記依頼さ
れた処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上記依頼元の他の情報処理装置
から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、上記処理の依頼を受信した自情報
処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、上記処理の依頼を受信した自情報
処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記依頼元の他の情報処理
装置と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において上記利用者識別情報の
示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判断した場
合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依頼さ
れた処理を実行しない手段を設けるとよい。
【００１１】
　また、ネットワーク上で、他の情報処理装置と、自情報処理装置の利用者の認証に利用
している認証サーバと、上記他の情報処理装置の利用者の認証を受け持つ複数の認証サー
バとにそれぞれ通信可能であり、自情報処理装置の利用者の認証に利用している上記認証
サーバに自情報処理装置の利用者の利用者情報が記憶され、自情報処理装置から利用者の
認証に利用している上記認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を送
信し、その利用者情報を受信した上記認証サーバにおいて受信した利用者情報と上記認証
サーバに記憶している利用者情報とが照合され、両利用者情報が一致した場合に自情報処
理装置へ認証成功が送信され、上記認証成功を受信した場合、利用者に対して自情報処理
装置の使用を許可する情報処理装置であって、他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、
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その依頼と共に依頼元である自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの
識別情報を送信する送信手段と、他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その
依頼と共に受信した依頼元の他の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバ
の識別情報と、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が保存しているその自情報処理
装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す
認証サーバが同一と判断した場合、上記依頼元の他の情報処理装置の利用者が上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置の利用者として認証済みとして上記依頼された処理につい
て自情報処理装置の利用を許可する許可手段とを設けた情報処理装置を提供する。
【００１２】
　さらに、上記のような情報処理装置において、上記許可手段によって上記両識別情報が
示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処
理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を行うための利用者情報を要求し、そ
の要求に対して上記依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上
記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証
を要求し、その認証サーバによって認証が成功した場合、上記依頼された処理について自
情報処理装置の利用を許可する手段を設けるとよい。
【００１３】
　また、上記のような情報処理装置において、上記送信手段によって上記他の情報処理装
置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共に、その認証
サーバで利用者の認証を要求するための利用者情報を送信する手段と、上記許可手段によ
って上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記依頼元の情報
処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装
置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認
証が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手段を
設けるとよい。
【００１４】
　さらに、上記のような情報処理装置において、上記依頼元の他の情報処理装置から受信
した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証
に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証が失敗した場合
、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の
認証を受けるための利用者情報を要求し、その要求に対して上記依頼元の他の情報処理装
置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利
用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証が成
功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する手段を設ける
とよい。
【００１５】
　また、上記のような情報処理装置において、自情報処理装置において利用者毎に利用を
許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手段と、上記送信手段によって上記他の
情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共に
、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報を送信する手段と、上
記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上記依頼元の他の情報
処理装置から受信した利用者識別情報と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置に記憶
している利用許可機能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依
頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置に
おいて上記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利用が
許可されていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていない
と判断した場合、上記依頼された処理を実行しない手段を設けるとよい。
【００１６】
　さらに、上記のような情報処理装置において、自情報処理装置において利用者毎に利用
を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手段と、上記送信手段によって上記他
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の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共
に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を許可されている機能を示す利用
許可機能情報を送信する手段と、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許
可した場合、上記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、上
記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能
が、上記依頼元の情報処理装置においてその依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を
許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判断した場合、上記依頼された
処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依頼された処理を実行しな
い手段を設けるとよい。
【００１７】
　また、上記のような情報処理装置において、自情報処理装置において利用者毎に利用を
許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手段と、上記送信手段によって上記他の
情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共に
、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報と、依頼元である自情
報処理装置においてその利用者が利用を許可されている機能を示す利用許可機能情報とを
送信する手段と、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上
記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、上記
処理の依頼を受信した自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、上記
処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が
、上記依頼元の他の情報処理装置と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置に
おいて上記利用者識別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が
許可されていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていない
と判断した場合、上記依頼された処理を実行しない手段を設けるとよい。
【００１８】
　さらに、ネットワーク上で、複数の認証サーバと、その各認証サーバがそれぞれ利用者
の認証を受け持つ複数の情報処理装置とがそれぞれ通信可能であり、上記各認証サーバは
、それぞれ自認証サーバが利用者の認証を受け持つ複数の情報処理装置の利用者の利用者
情報を記憶し、上記各情報処理装置はそれぞれ自情報処理装置が利用者の認証に利用して
いる認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力した利用者情報を送信し、その利用者情
報を受信した認証サーバはそれぞれ上記受信した利用者情報と自認証サーバに記憶してい
る利用者情報とを照合し、両利用者情報が一致した場合に上記利用者情報を送信してきた
情報処理装置へそれぞれ認証成功を送信し、上記認証成功を受信した情報処理装置はそれ
ぞれ利用者に対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理方法であって、上記情報処
理装置が、他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自情報
処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送信する送信工程と、他
の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受信した依頼元の他の情
報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と、上記処理の依頼を受
信した自情報処理装置が保存しているその自情報処理装置が利用者の認証に利用している
認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが同一と判断した場合、
上記依頼元の他の情報処理装置の利用者が上記処理の依頼を受信した自情報処理装置の利
用者として認証済みとして前記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する
許可工程とを行う情報処理方法を提供する。
【００１９】
　また、上記のような情報処理方法において、上記許可工程を行う情報処理装置が、上記
許可工程によって上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記
依頼元の他の情報処理装置に上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を
行うための利用者情報を要求し、その要求に対して上記依頼元の他の情報処理装置から受
信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認
証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証が成功した場
合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する工程を行うようにする
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とよい。
【００２０】
　さらに、上記のような情報処理方法において、上記送信工程を行う情報処理装置が、上
記送信工程によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記
認証サーバの識別情報と共に、その認証サーバに利用者の認証を要求するための利用者情
報を送信する工程を行い、上記許可工程を行う情報処理装置が、上記許可工程によって上
記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記依頼元の他の情報処
理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置
が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証
が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可する工程を行
うようにするとよい。
【００２１】
　また、上記のような情報処理方法において、上記許可工程を行う情報処理装置が、上記
依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信
した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証
サーバによって認証が失敗した場合、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処理の依頼を
受信した自情報処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、その要求に
対して上記依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し
、その認証サーバによって認証が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する工程を行うようにするとよい。
【００２２】
　さらに、上記のような情報処理方法において、上記送信工程を行う情報処理装置が、上
記送信工程によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記
認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識
別情報を送信する工程を行い、上記許可工程を行う情報処理装置が、自情報処理装置にお
いて利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する工程と、上記依頼
された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上記依頼元の他の情報処理装
置から受信した利用者識別情報と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置に記憶してい
る利用許可機能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼され
た処理を実行するのに用いる機能が、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置において
上記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否かを判断し、利用が許可さ
れていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断
した場合、上記依頼された処理を実行しない工程とを行うようにするとよい。
【００２３】
　また、上記のような情報処理方法において、上記送信工程を行う情報処理装置が、自情
報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する工
程と、上記送信工程によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依
頼と上記認証サーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利
用を許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信する工程とを行い、上記許可工程
を行う情報処理装置が、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場
合、上記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用許可機能情報に基いて、上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記
依頼元の情報処理装置においてその依頼元の他の情報処理装置の利用者が利用を許可され
ているか否かを判断し、利用が許可されていると判断した場合、上記依頼された処理を実
行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依頼された処理を実行しない工程を
行うようにするとよい。
【００２４】
　さらに、上記のような情報処理方法において、上記送信工程又は許可工程を行う情報処
理装置が、自情報処理装置において利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情
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報を記憶する工程を行い、上記送信工程を行う情報処理装置が、上記送信工程によって上
記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報
と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報と、依頼元であ
る自情報処理装置においてその利用者が利用を許可されている機能を示す利用許可機能情
報とを送信する工程と、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場
合、上記依頼元の情報処理装置から受信した利用者識別情報と上記処理の依頼を受信した
自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自
情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記依頼元の他の情報
処理装置と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において上記利用者識別情
報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判断し
た場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依
頼された処理を実行しない工程を行うようにするとよい。
【００２５】
　また、コンピュータを、ネットワーク上で、他の情報処理装置と、自情報処理装置の利
用者の認証に利用している認証サーバと、上記他の情報処理装置の利用者の認証を受け持
つ複数の認証サーバとにそれぞれ通信可能であり、自情報処理装置の利用者の認証に利用
している上記認証サーバに自情報処理装置の利用者の利用者情報が記憶され、自情報処理
装置から利用者の認証に利用している上記認証サーバへ自情報処理装置の利用者が入力し
た利用者情報を送信し、その利用者情報を受信した上記認証サーバにおいて受信した利用
者情報と上記認証サーバに記憶している利用者情報とが照合され、両利用者情報が一致し
た場合に自情報処理装置へ認証成功が送信され、上記認証成功を受信した場合、利用者に
対して自情報処理装置の使用を許可する情報処理装置として機能させるためのプログラム
であって、前記コンピュータに、他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、その依頼と共
に依頼元である自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報を送
信する送信手順と、他の情報処理装置から処理の依頼を受信した場合、その依頼と共に受
信した依頼元の他の情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報と
、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が保存しているその自情報処理装置が利用者
の認証に利用している認証サーバの識別情報とを照合し、両識別情報が示す認証サーバが
同一と判断した場合、上記依頼元の他の情報処理装置の利用者が上記処理の依頼を受信し
た自情報処理装置の利用者として認証済みとして上記依頼された処理について自情報処理
装置の利用を許可する許可手順とを実行させるためのプログラムを提供する。
【００２６】
　さらに、上記のようなプログラムにおいて、上記コンピュータに、上記許可手順によっ
て上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合、上記依頼元の他の情
報処理装置に上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で利用者の認証を行うための利用
者情報を要求し、その要求に対して上記依頼元の他の情報処理装置から受信した上記利用
者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理装置が利用者の認証に利用してい
る認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって認証が成功した場合、上記依頼さ
れた処理について自情報処理装置の利用を許可する手順を実行させるためのプログラムを
さらに含めるとよい。
【００２７】
　また、上記のようなプログラムにおいて、上記コンピュータに、上記送信手順によって
上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情
報と共に、その認証サーバで利用者の認証を要求するための利用者情報を送信する手順と
、上記許可手順によって上記両識別情報が示す認証サーバが同一と判断できなかった場合
、上記依頼元の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受
信した自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認
証サーバによって認証が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利
用を許可する手順とを実行させるためのプログラムをさらに含めるとよい。
【００２８】
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　さらに、上記のようなプログラムにおいて、上記コンピュータに、上記依頼元の他の情
報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した自情報処理
装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サーバによって
認証が失敗した場合、上記依頼元の他の情報処理装置に上記処理の依頼を受信した自情報
処理装置で利用者の認証を受けるための利用者情報を要求し、その要求に対して上記依頼
元の他の情報処理装置から受信した上記利用者情報に基づいて上記処理の依頼を受信した
自情報処理装置が利用者の認証に利用している認証サーバに認証を要求し、その認証サー
バによって認証が成功した場合、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許
可する手順を実行させるためのプログラムをさらに含めるとよい。
【００２９】
　また、上記のようなプログラムにおいて、上記コンピュータに、自情報処理装置におい
て利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手順と、上記送信手
順によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サー
バの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報を
送信する手順と、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上
記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用者識別情報と上記処理の依頼を受信した自
情報処理装置に記憶している利用許可機能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自情
報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記処理の依頼を受信し
た自情報処理装置において上記利用者識別情報の示す利用者に利用を許可されているか否
かを判断し、利用が許可されていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用
が許可されていないと判断した場合、上記依頼された処理を実行しない手順とを実行させ
るためのプログラムをさらに含めるとよい。
【００３０】
　さらに、上記のようなプログラムにおいて、上記コンピュータに、自情報処理装置にお
いて利用者毎に利用を許可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手順と、上記送信
手順によって上記他の情報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サ
ーバの識別情報と共に、依頼元である自情報処理装置において利用者が利用を許可されて
いる機能を示す利用許可機能情報を送信する手順と、上記依頼された処理について自情報
処理装置の利用を許可した場合、上記依頼元の他の情報処理装置から受信した利用許可機
能情報に基いて、上記処理の依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行
するのに用いる機能が、上記依頼元の情報処理装置においてその依頼元の他の情報処理装
置の利用者が利用を許可されているか否かを判断し、利用が許可されていると判断した場
合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断した場合、上記依頼さ
れた処理を実行しない手順とを実行させるためのプログラムをさらに含めるとよい。
【００３１】
　また、上記のようなプログラムにおいて、自情報処理装置において利用者毎に利用を許
可する機能を示す利用許可機能情報を記憶する手順と、上記送信手順によって上記他の情
報処理装置へ処理を依頼する場合、上記処理の依頼と上記認証サーバの識別情報と共に、
依頼元である自情報処理装置の利用者を識別する利用者識別情報と、依頼元である自情報
処理装置においてその利用者が利用を許可されている機能を示す利用許可機能情報とを送
信する手順と、上記依頼された処理について自情報処理装置の利用を許可した場合、上記
依頼元の情報処理装置から受信した利用者識別情報及び利用許可機能情報と、上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置に記憶している利用許可機能情報とに基いて、上記処理の
依頼を受信した自情報処理装置で上記依頼された処理を実行するのに用いる機能が、上記
依頼元の他の情報処理装置と上記処理の依頼を受信した自情報処理装置の両装置において
上記利用者識別情報の示す利用者に利用が許可されているか否かを判断し、利用が許可さ
れていると判断した場合、上記依頼された処理を実行し、利用が許可されていないと判断
した場合、上記依頼された処理を実行しない手順とを実行させるためのプログラムをさら
に含めるとよい。
【発明の効果】
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【００３２】
　この発明による情報処理システム、情報処理装置、および情報処理方法は、ユーザに対
する利用制限を有効にしつつ、複数の情報処理装置を連携させて一連の処理を実行する際
のユーザが行う認証作業の負担を軽減することができる。
　また、この発明によるプログラムは、コンピュータに、ユーザに対する利用制限を有効
にしつつ、複数の情報処理装置を連携させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証
作業の負担を軽減できるようにするための機能を実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の情報処理システムの一実施例の構成を示す図である。
【図２】図１に示すＭＦＰの主要な構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示すＰＣの主要な構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示す第１認証サーバと第２認証サーバの主要な構成を示すブロック図であ
る。
【００３４】
【図５】ユーザ情報を含むデータの一例を示す図である。
【図６】図１に示す情報処理システムにおいて処理の依頼元と依頼先との認証方式の対応
関係を示す一覧図である。
【図７】図１に示す処理の依頼元のＭＦＰの処理を示すフローチャート図である。
【図８】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰの処理を示すフローチャート図である。
【００３５】
【図９】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰの他の処理例を示すフローチャート図である。
【図１０】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰのまた他の処理例を示すフローチャート図で
ある。
【図１１】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰで装置の利用を許可した後の処理例を示すフ
ローチャート図である。
【００３６】
【図１２】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰで装置の利用を許可した後の他の処理例を示
すフローチャート図である。
【図１３】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰで装置の利用を許可した後のまた他の処理例
を示すフローチャート図である。
【図１４】図１に示す処理の依頼先のＭＦＰに処理を依頼した後の依頼元のＭＦＰの処理
を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、この発明を実施するための形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　図１は、この発明の情報処理システムの一実施例の構成を示す図である。
　この情報処理システムは、ローカルエリアネットワーク（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ：ＬＡＮ）５、９を含む複数のＬＡＮからなる広域ネットワーク（Ｗｉｄｅ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＷＡＮ）を形成しており、図示を省略するが、インターネッ
トにも接続されている。
【００３８】
　ＬＡＮ５には、ユーザが利用する複合機（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈ
ｅｒａｌ：ＭＦＰ）１、２とパーソナルコンピュータ（ＰＣ）３と、図示を省略するファ
クシミリ装置、プリンタ、スキャナ、複写機を含む画像形成装置と、データベースとして
のサーバ、プリントサーバを含む各種の装置と、それらの各装置の利用者認証をする第１
認証サーバ４とが互いに通信可能に接続されている。
【００３９】
　また、ＬＡＮ９にも、ＬＡＮ５と同様に、ＭＦＰ６とＰＣ７を含む複数の装置と、それ
らの各装置の利用者認証をする第２認証サーバ８が接続されており、図示を省略したその
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他のＬＡＮ上にも上述と同様の各種の装置が接続されている。
【００４０】
　ＭＦＰ１、２、６は、画像読み取り機能（スキャナ機能）、印刷機能（プリント機能）
、複写機能（コピー機能）、ファクシミリ通信機能（ＦＡＸ通信機能）、電子メール通信
機能、画像処理機能を含む複数の機能を備えた画像形成装置である。
　ＰＣ３、７は、文書、表、図形、画像を含む各種のデータの作成とデータ変換する機能
を含む複数の機能を備えたコンピュータである。
【００４１】
　第１認証サーバ４は、ＬＡＮ５上の各装置の利用者（ユーザ）を予め登録されたユーザ
のみに使用させるため、ユーザの利用者情報（ユーザ情報）を予め記憶し、各装置から送
信されるユーザ情報と自サーバに登録されている利用者情報（ユーザ情報）とを照合し、
その照合結果を各装置へ通知する。また、第２認証サーバ８は、上述と同様にして、ＬＡ
Ｎ９上の各装置のユーザ認証を実行する。さらに、図示を省略したその他の認証サーバも
同様である。
【００４２】
　そして、この情報処理システムでは、ユーザは、ＬＡＮ５上のＭＦＰ１と２、ＰＣ３を
含む各装置を使用したい場合、そのＬＡＮ５上の各装置の認証を行う第１認証サーバ４に
ユーザ情報を登録し、使用の際にその認証を受けなければ、ＬＡＮ５上のＭＦＰ１と２、
ＰＣ３を含む各装置を使用することはできない。また、ＬＡＮ９上のＭＦＰ６、ＰＣ７に
ついては第２認証サーバ８にユーザ情報を登録し、使用の際にその認証を受けなければ、
ＬＡＮ９上のＭＦＰ６、ＰＣ７を含む各装置を使用することはできない。
　例えば、ユーザは、第１認証サーバ４に予めユーザ登録しておき、ＬＡＮ５上のＭＦＰ
１を使用する際、ＭＦＰ１に対してユーザ情報を入力して第１認証サーバ４で認証を受け
ることにより、そのＭＦＰ１の使用が可能になる。
【００４３】
　次に、図１に示したＭＦＰ１、２、６と、ＰＣ３、７と、第１認証サーバ４、第２認証
サーバ８のそれぞれの主要な構成について説明する。
　図２は図１に示したＭＦＰ１、２、６の主要な構成を示すブロック図であり、図３は図
１に示したＰＣ３、７の主要な構成を示すブロック図であり、図４は図１に示した第１認
証サーバ４と第２認証サーバ８の主要な構成を示すブロック図である。
【００４４】
　図１のＭＦＰ１、２、６は、図２に示すように、ユーザが各種の操作情報を入力すると
共に、ユーザに各種の情報を表示するオペレーションパネルである操作表示部１０と、こ
の装置で実行される各種のプログラムと処理対象の各種のデータを記憶するハードディス
ク装置（ＨＤＤ）を含む記憶部１１と、自装置と外部の装置とのＬＡＮ、ＷＡＮ、インタ
ーネットを通じたデータ通信と、公衆回線を含む通信回線によるファクシミリ通信を司る
通信部１２と、スキャナ部とプリント部を含むエンジン部１３を備えている。
　上記記憶部１１は、発明に係るユーザ情報、利用許可機能情報を各種の情報を記憶して
いる。
　上記スキャナ部とプリント部については、内部構成と動作については公知なので、この
実施例では詳細な説明を省略する。
【００４５】
　図１のＭＦＰ１、２、５は、さらに、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを含むマイクロコン
ピュータによって実現され、それぞれの装置全体の制御を司る制御部１４を備えている。
　制御部１４は、上記ＣＰＵが、上記ＲＡＭを作業領域として、上記ＲＯＭおよび上記記
憶部１１に記憶されているプログラム（発明に係るプログラムも含む）を実行することに
よって各種の処理手順（発明に係る方法）を実行して実現される、入出力制御部１５、記
憶制御部１６、通信制御部１７、エンジン制御部１８、認証部１９、および処理部２０の
各機能部を備えている。
【００４６】



(19) JP 5772011 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

　入出力制御部１５は、操作表示部１０との入力制御処理と表示制御処理を司り、記憶制
御部１６は、記憶部１１に対するデータの読み書きの制御を司り、通信制御部１７は、通
信部１２によるデータ通信とファクシミリ通信の制御を司り、エンジン制御部１８は、エ
ンジン部１３によるスキャナ機能、プリント機能、コピー機能の制御を司る。
【００４７】
　認証部１９は、自装置に対するユーザ認証に係る処理を司り、第１認証サーバ４と第２
認証サーバ８を含む認証サーバの中から、自装置が利用者の認証に利用している認証サー
バへ自装置の利用者が入力したユーザ情報を送信し、認証成功を受信したら利用者に対し
て自装置の使用を許可し、認証失敗を受信したら自装置の使用を不許可にする（許可しな
い）。また、発明に係る許可手段を含む各手段の機能を果たす。
【００４８】
　処理部２０は、自装置におけるスキャナ機能、プリント機能、コピー機能、データ通信
機能、ＦＡＸ通信機能に係る処理と、他の装置と連携した一連の処理を実行し、他の装置
であるＭＦＰ、ＰＣへ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元である自装置が利用者
の認証に利用している認証サーバの識別情報、その認証サーバで利用者の認証を受けるた
めのユーザ情報、依頼元である自装置の利用者を識別する利用者識別情報、または依頼元
である自装置において利用者が利用を許可されている機能を示す利用許可機能情報を送信
する送信手段を含む各手段の機能を果たす。
　この処理部２０の処理については、ＭＦＰ毎に異なる。例えば、スキャナ機能、プリン
ト機能、コピー機能、データ通信機能、ＦＡＸ通信機能を全て備えるものや、ＦＡＸ通信
機能は備えていないものなど様々ある。
【００４９】
　図１のＰＣ３、７は、図３に示すように、ユーザが各種の操作情報を入力するキーボー
ド、ポインティングデバイスを含む入力部２１と、ユーザに各種の情報を表示するＬＣＤ
を含むディスプレイ装置である表示部２２と、それぞれの装置で実行される各種のプログ
ラムと処理対象の各種のデータを記憶するハードディスク装置（ＨＤＤ）を含む記憶部２
３と、自装置と外部の装置とのＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットを通じたデータ通信と、
公衆回線を含む通信回線によるファクシミリ通信を司る通信部２４を備えている。
　上記記憶部２３は、発明に係るユーザ情報、利用許可機能情報を各種の情報を記憶して
いる。
【００５０】
　図１のＰＣ３、７は、さらに、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを含むマイクロコンピュー
タによって実現され、それぞれの装置全体の制御を司る制御部２５を備えている。
　制御部２５は、上記ＣＰＵが、上記ＲＡＭを作業領域として、上記ＲＯＭおよび上記記
憶部２３に記憶されているプログラム（発明に係るプログラムも含む）を実行することに
よって各種の処理手順（発明に係る方法）を実行して実現される、入力制御部２６、表示
制御部２７、記憶制御部２８、通信制御部２９、認証部３０、および処理部３１の各機能
部を備えている。
【００５１】
　入力制御部２６は、入力部２１との入力制御処理を司り、表示制御部２７は、表示部２
２に対する表示制御処理を司り、記憶制御部２８は、記憶部２３に対するデータの読み書
きの制御を司り、通信制御部２９は、通信部２４によるデータ通信とファクシミリ通信の
制御を司る。
【００５２】
　認証部３０は、自装置に対するユーザ認証に係る処理を司り、第１認証サーバ４と第２
認証サーバ８を含む認証サーバの中から、自装置が利用者の認証に利用している認証サー
バへ自装置の利用者が入力したユーザ情報を送信し、認証成功を受信したら利用者に対し
て自装置の使用を許可し、認証失敗を受信したら自装置の使用を不許可にする（許可しな
い）。また、発明に係る許可手段を含む各手段の機能を果たす。
【００５３】
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　処理部３１は、自装置における文書、表、図形、画像を含む各種のデータの作成と、画
像変換を含む各種のデータ変換を含む機能に係る処理と、他の装置と連携した一連の処理
を実行し、他の装置であるＭＦＰ、ＰＣへ処理を依頼する場合、その依頼と共に依頼元で
ある自装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識別情報、その認証サーバで利用
者の認証を受けるためのユーザ情報、依頼元である自装置の利用者を識別する利用者識別
情報、または依頼元である自装置において利用者が利用を許可されている機能を示す利用
許可機能情報を送信する送信手段を含む各手段の機能を果たす。
【００５４】
　図１の第１認証サーバ４と第２認証サーバ８は、図４に示すように、それぞれの装置で
実行される各種のプログラムと処理対象の各種のデータと、ＬＡＮ上の各装置のユーザの
認証のためのユーザ情報を記憶するハードディスク装置（ＨＤＤ）を含む記憶部３２と、
自装置と外部の装置とのＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットを通じたデータ通信を司る通信
部３３を備えている。
　上記記憶部３２は、自認証サーバが利用者の認証を受け持つ複数のＭＦＰ１と２、ＰＣ
３、ＭＦＰ６、またはＰＣ７の利用者の利用者情報であるユーザ情報を記憶する。
【００５５】
　図１の第１認証サーバ４と第２認証サーバ８は、さらに、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ
を含むマイクロコンピュータによって実現され、それぞれの装置全体の制御を司る制御部
３４を備えている。
　この制御部３４は、上記ＣＰＵが、上記ＲＡＭを作業領域として、上記ＲＯＭおよび上
記記憶部３２に記憶されているプログラム（認証に係るプログラムも含む）を実行するこ
とによって各種の処理手順を実行して実現される、記憶制御部３５、通信制御部３６、認
証処理部３７の各機能部を備えている。
【００５６】
　記憶制御部３５は、記憶部３２に対するデータの読み書きの制御を司り、通信制御部３
６は、通信部３３によるデータ通信の制御を司る。
　認証処理部３７は、外部の装置であるＭＦＰ１と２、ＰＣ３、ＭＦＰ６、またはＰＣ７
から受信したユーザ情報と記憶部３２に登録されているユーザ情報とを照合し、両ユーザ
情報が一致した場合は、そのユーザ情報を送信してきたＭＦＰ１と２、ＰＣ３、ＭＦＰ６
、またはＰＣ７へそれぞれ認証成功を送信し、一致しなかった場合は認証失敗を送信する
処理を司る。
【００５７】
　また、この第１認証サーバ４と第２認証サーバ８には、図示を省略するが、ユーザが各
種の操作情報を入力するキーボード、ポインティングデバイスを含む入力部と、ユーザに
各種の情報を表示するＬＣＤを含むディスプレイ装置である表示部とを備えるようにして
もよい。
【００５８】
　次に、ＭＦＰ１と２、ＭＦＰ６、ＰＣ３と７が、それぞれ他の装置へ処理を依頼する場
合、処理対象のデータと、依頼先の装置の宛先と依頼先で行わせる一連の処理の内容を示
す連携情報と共に送信するユーザ情報を含むデータの一例を説明する。これらのデータを
ひとまとめにしたものを、この実施例ではジョブデータと呼ぶ。
【００５９】
　図５は、ユーザ情報を含むデータの一例を示す図である。
　ユーザ情報には、装置を利用する利用者を識別する利用者識別情報であるユーザ名（例
えば、図中では「△△△△」）と、自装置が利用者の認証に利用している認証サーバの識
別情報である認証方式（例えば、図中では「第１認証サーバ」）と、利用者がこの装置を
利用する際に入力し、認証サーバで認証成功したユーザＩＤ（例えば、図中では「１２３
４５６」）とログイン名（例えば、図中では「ｑ＿ｘｘｘｘ」）とパスワード（例えば、
図中では「ｑ＿ｙｙｙｙ」）とがある。このユーザＩＤとログイン名とパスワードは、自
装置が利用者の認証で利用する認証サーバにも登録されている。
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【００６０】
　また、利用する装置にログインした日時であるログイン日時（例えば、図中では「２０
１０．０９．ｘｘ」）と、ログインした装置を示すログイン機器の識別情報であるログイ
ン機器（例えば、図中では「ＭＦＰ　Ａ」）はジョブ情報である。
　さらに、ログイン機器での利用制限情報は、利用する装置において利用者毎に利用を許
可する機能を示す利用許可機能情報であり、例えば、図中では、この利用者に対しては利
用しようとしている装置のコピー機能とＦＡＸ通信機能の利用は許可されており、プリン
ト機能の利用は許可されていない。
　これらのデータは、ＭＦＰ１と２、ＰＣ３、ＭＦＰ６、またはＰＣ７が、他の装置に処
理を依頼する場合、ジョブデータに含まれて依頼先の装置へ送信される。
【００６１】
　次に、この情報処理システムにおける連携処理について説明する。
　この連携処理とは、例えば、ユーザＱが、ＦＡＸ通信機能を搭載していないＭＦＰ１を
使ってＦＡＸ送信をする場合、同一ネットワーク上にあるＦＡＸ通信機能を搭載したＭＦ
Ｐ２、あるいは他のネットワーク上にあるＦＡＸ通信機能を搭載したＭＦＰ６に対してＦ
ＡＸデータを転送し、ＭＦＰ２または６にＦＡＸ送信を行わせる一連の処理である。
【００６２】
　この連携処理の際、処理が依頼されたＭＦＰ２または６では、ＭＦＰ１からのユーザ情
報に基づいて自装置における認証を自動的に行う。
　図６は、図１に示した情報処理システムにおいて処理の依頼元と依頼先との認証方式の
対応関係を示す一覧図である。
【００６３】
　この一覧図によれば、依頼元の装置であるＭＦＰ１は、利用者の認証に使用する認証方
式が第１認証サーバ４であり、依頼先の装置、例えば、ＭＦＰ２ならば、そのＭＦＰ２が
利用者の認証に使用する認証方式が第１認証サーバ４であるから、ＭＦＰ２では、ＭＦＰ
１で認証を受けたユーザＱの利用を許可することを示している。
【００６４】
　これは、ＭＦＰ２がＭＦＰ１と同一の第１認証サーバ４で利用者の認証を行うため、ユ
ーザＱがＭＦＰ２で認証作業をしても、確実に認証されるので、ユーザＱがＭＦＰ２で認
証作業をしたものと見なし、その認証作業を省略するのである。
　したがって、ユーザＱがＭＦＰ１からＭＦＰ２に連携処理を実行した場合、ユーザＱは
ＭＦＰ２に対して直接に認証作業をしなくても、連携処理を実行させることができ、ユー
ザの利便性を高めることができる。
【００６５】
　一方、依頼元の装置であるＭＦＰ１は、利用者の認証に使用する認証方式が第１認証サ
ーバ４であり、依頼先の装置が、ＭＦＰ６ならば、そのＭＦＰ６が利用者の認証に使用す
る認証方式が第２認証サーバ８であり、ＭＦＰ１とは異なるから、ＭＦＰ６では、ＭＦＰ
１で認証を受けたユーザＱの利用を許可することをしない。
　これは、ＭＦＰ６がＭＦＰ１と異なる認証サーバで利用者の認証を行うため、第２認証
サーバ８にユーザＱについて登録されているか否かは不明であるから、セキュリティ上、
認証作業を省略しないためである。
【００６６】
　次に、ＭＦＰ１がＭＦＰ２またはＭＦＰ６によってＦＡＸ送信する連携処理の際の処理
について説明する。
　図７は、図１に示したＭＦＰ１の処理を示すフローチャート図である。
【００６７】
　図１のＭＦＰ１は、ＭＦＰ２またはＭＦＰ６へＦＡＸ送信処理を依頼する場合、図２の
認証部１９が、図７に示すステップ（図中では「Ｓ」と示す）１の認証サーバに認証要求
の処理で、ユーザＱから入力されたユーザ情報（ログイン名、パスワード）を図１の第１
認証サーバ４に送って認証を要求し、ステップ２で、第１認証サーバ４から認証成功を受
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信したか否かを判断し、認証失敗を受信したら最初の処理に戻ってユーザ情報の再入力に
より再度認証サーバに認証要求をする。
【００６８】
　また、ステップ２で、第１認証サーバ４から認証成功を受信したら、図２の処理部２０
が、ステップ３の一連の処理をするデータと連携情報とユーザ情報を含むジョブデータ作
成処理で、ＦＡＸ送信データと、ＭＦＰ６にＦＡＸ送信の処理を行わせるための連携情報
と、図５に示したユーザ情報とジョブ情報とを含むジョブデータを作成し、図２の通信制
御部１７が、ステップ４の依頼先のＭＦＰへジョブデータを送信処理で、図１のＭＦＰ２
またはＭＦＰ６へジョブデータを送信（この送信先は連携情報に含まれる）し、この処理
を終了する。
【００６９】
　上記ユーザ情報には、ＭＦＰ１がユーザＱの認証に利用している第１認証サーバ４の識
別情報である第１認証サーバ４の名称と、第１認証サーバ４で利用者の認証を受けるため
の利用者情報であるログイン名とパスワード（それらに対応するユーザＩＤも含めている
）と、ＭＦＰ１の利用者を識別する利用者識別情報であるユーザＱの名称「△△△△」と
、ＭＦＰ１においてユーザＱが利用を許可されている機能として、コピー機能とＦＡＸ通
信機能は利用が許可されており、プリント機能は利用が許可されていないことを示す利用
許可機能情報を含んでいる。
【００７０】
　図８は、図１に示したＭＦＰ２と６の処理を示すフローチャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の通信制御部１７が、図８に示すステップ１１の依頼元の
ＭＦＰからジョブデータを受信の処理で、ＭＦＰ１からジョブデータを受信すると、図２
の認証部１９が、ステップ１２のジョブデータのユーザ情報と自装置の認証方式の情報を
照合処理で、ＭＦＰ１からの認証方式「第１認証サーバ」と、ＭＦＰ２なら認証方式「第
１認証サーバ」と、ＭＦＰ６なら認証方式「第２認証サーバ」とをそれぞれ照合する。
【００７１】
　ＭＦＰ２の場合、認証部１９がステップ１３の認証先の認証サーバが同一か否かの判断
処理で、上記照合結果に基づいて同一と判断し、ステップ１４で認証成功、装置利用許可
の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱがＭＦＰ１の利用者として認証済みとして依
頼された処理についてＭＦＰ２の利用を許可し、この処理を終了する。
　このようにして、ユーザに対する利用制限を有効にしつつ、複数の情報処理装置を連携
させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証作業の負担を軽減することができる。
【００７２】
　一方、ＭＦＰ６の場合、認証部１９がステップ１３の認証先の認証サーバが同一か否か
の判断処理で、上記照合結果に基づいて同一ではないと判断し、ステップ１５で認証失敗
、装置利用不許可の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱが依頼した処理についてＭ
ＦＰ６の利用を不許可にし、この処理を終了する。
　この不許可の際には、ＭＦＰ１にその旨を通知すると良い。
【００７３】
　次に、上述のＭＦＰ６における処理では、ＭＦＰ１と認証方式が異なる場合はＭＦＰ６
の利用を不許可にしたが、ＭＦＰ１に対して認証を行わせ、その認証によってユーザＱが
ＭＦＰ６の利用もできることを確認したら、ＭＦＰ６の利用を許可するような処理にして
も良い。
【００７４】
　図９は、図１に示したＭＦＰ２と６の他の処理例を示すフローチャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の通信制御部１７が、図９に示すステップ２１の依頼元の
ＭＦＰからジョブデータを受信の処理で、ＭＦＰ１からジョブデータを受信すると、図２
の認証部１９が、ステップ２２のジョブデータのユーザ情報と自装置の認証方式の情報を
照合処理で、ＭＦＰ１からの認証方式「第１認証サーバ」と、ＭＦＰ２なら認証方式「第
１認証サーバ」と、ＭＦＰ６なら認証方式「第２認証サーバ」とをそれぞれ照合する。
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【００７５】
　ＭＦＰ２の場合、認証部１９がステップ２３の認証先の認証サーバが同一か否かの判断
処理で、上記照合結果に基づいて同一と判断し、ステップ２４で認証成功、装置利用許可
の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱがＭＦＰ１の利用者として認証済みとして依
頼された処理についてＭＦＰ２の利用を許可し、この処理を終了する。
　このようにして、ユーザに対する利用制限を有効にしつつ、複数の情報処理装置を連携
させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証作業の負担を軽減することができる。
【００７６】
　一方、ＭＦＰ６の場合、認証部１９が通信制御部１７により、ステップ２３の認証先の
認証サーバが同一か否かの判断処理で、上記照合結果に基づいて同一ではないと判断する
と、ステップ２５の依頼元のＭＦＰへ自装置に対する認証のためのユーザ情報を要求する
処理で、ＭＦＰ１にユーザＱがＭＦＰ６を利用する際のユーザ情報（ログイン名、パスワ
ード）を要求する。
【００７７】
　ＭＦＰ６の認証部１９は、通信制御部１７により、ステップ２６の依頼元のＭＦＰから
ユーザ情報を受信の処理で、ＭＦＰ１からユーザＱのユーザ情報（ログイン名、パスワー
ド）を受信すると、ステップ２７のユーザ情報に基づいて認証サーバに認証要求、認証結
果受信の処理で、ＭＦＰ１から受信したユーザＱのユーザ情報（ログイン名、パスワード
）を、図１の第２認証サーバ８へ送って認証を要求し、その認証結果を受信する。
【００７８】
　ＭＦＰ６の認証部１９は、ステップ２８の認証成功か否かの判断処理で、第２認証サー
バ８から受信した認証結果が認証成功なら、認証成功と判断し、ステップ２４でＭＦＰ１
の利用者であるユーザＱがＭＦＰ６の利用者として認証済みとして依頼された処理につい
てＭＦＰ６の利用を許可し、この処理を終了する。
　このようにして、ＭＦＰ１と６間で認証方式が違っていても、ユーザＱはＭＦＰ６に対
しても個人認証が可能なアカウントを持つ場合、ＭＦＰ６で直接操作しなくてもＭＦＰ１
を介してＭＦＰ６の認証をすることでＭＦＰ６を利用することができるので、ユーザの利
便性を更に高めることができる。
【００７９】
　一方、ＭＦＰ６の認証部１９は、ステップ２８の認証成功か否かの判断処理で、第２認
証サーバ８から受信した認証結果が認証失敗なら、認証失敗と判断し、ステップ２９の認
証失敗、装置利用不許可の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱが依頼した処理につ
いてＭＦＰ６の利用を不許可にし、この処理を終了する。
　この不許可の際には、ＭＦＰ１にその旨を通知すると良い。
【００８０】
　次に、上述のＭＦＰ６における処理では、ＭＦＰ１にユーザ情報を要求したが、ＭＦＰ
１からはＭＦＰ１で認証を受けたユーザ情報（ログイン名、パスワード）を受信している
ので、そのユーザ情報で第２認証サーバ８にＭＦＰ６の利用の登録をしていれば、ＭＦＰ
６は、ＭＦＰ１に対してユーザ情報を改めて要求しなくても、ＭＦＰ６におけるユーザＱ
の利用の認証を確認することができる。
【００８１】
　図１０は図１に示したＭＦＰ２と６のまた他の処理例を示すフローチャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の通信制御部１７が、図１０に示すステップ３１の依頼元
のＭＦＰからジョブデータを受信の処理で、ＭＦＰ１からジョブデータを受信すると、図
２の認証部１９が、ステップ３２のジョブデータのユーザ情報と自装置の認証方式の情報
を照合処理で、ＭＦＰ１からの認証方式「第１認証サーバ」と、ＭＦＰ２なら認証方式「
第１認証サーバ」と、ＭＦＰ６なら認証方式「第２認証サーバ」とをそれぞれ照合する。
【００８２】
　ＭＦＰ２の場合、認証部１９が、ステップ３３の認証先の認証サーバが同一か否かの判
断処理で、上記照合結果に基づいて同一と判断し、ステップ３４で認証成功、装置利用許
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可の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱがＭＦＰ２の利用者として認証済みとして
依頼された処理についてＭＦＰ２の利用を許可し、この処理を終了する。
　このようにして、ユーザに対する利用制限を有効にしつつ、複数の情報処理装置を連携
させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証作業の負担を軽減することができる。
【００８３】
　一方、ＭＦＰ６の場合、認証部１９が通信制御部１７により、ステップ３３の認証先の
認証サーバが同一か否かの判断処理で、上記照合結果に基づいて同一ではないと判断する
と、ステップ３５のジョブデータのユーザ情報に基づいて認証サーバに認証要求、認証結
果受信の処理で、ＭＦＰ１からジョブデータと共に受信したユーザＱのユーザ情報（ログ
イン名、パスワード）を、図１の第２認証サーバ８へ送って認証を要求し、その認証結果
を受信する。
【００８４】
　ＭＦＰ６の認証部１９は、ステップ３６の認証成功か否かの判断処理で、第２認証サー
バ８から受信した認証結果が認証成功なら、認証成功と判断し、ステップ３４でＭＦＰ１
の利用者であるユーザＱがＭＦＰ６の利用者として認証済みとして依頼された処理につい
てＭＦＰ６の利用を許可し、この処理を終了する。
【００８５】
　一方、ＭＦＰ６の認証部１９は、ステップ３６の認証成功か否かの判断処理で、第２認
証サーバ８から受信した認証結果が認証失敗なら、認証失敗と判断し、ステップ３７の認
証失敗、装置利用不許可の処理で、ＭＦＰ１の利用者であるユーザＱが依頼した処理につ
いてＭＦＰ６の利用を不許可にし、この処理を終了する。
　この不許可の際には、ＭＦＰ１にその旨を通知すると良い。
【００８６】
　次に、ＭＦＰ２または６では、上述の処理によってＭＦＰ１から依頼された処理につい
て自装置の利用を許可しても、その依頼された処理を実行するためのＭＦＰ６の機能につ
いてユーザ毎の利用制限に基いて実行か否かを分けなければならない。
【００８７】
　図１１は、図１に示したＭＦＰ２と６で装置の利用を許可した後の処理例を示すフロー
チャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の認証部１９が、図１１に示すステップ４１のジョブデー
タのユーザ情報のユーザ名について、連携情報で自装置に依頼された処理を実行するため
の機能と、自装置の利用制限情報とを照合の処理で、ＭＦＰ１から受信したユーザ名のユ
ーザＱについて、ＭＦＰ１から依頼されたＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ通
信機能と、自装置の記憶部１１に記憶している利用者毎の利用制限情報とを照合する。
【００８８】
　図１のＭＦＰ２と６の認証部１９は、ステップ４２の利用可能な機能か否かの判断処理
で、ＭＦＰ２または６でＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ送信機能が、ＭＦＰ
２または６においてＭＦＰ１からのユーザＱに利用を許可しているか否かを判断し、利用
が可能な機能（利用が許可されている）と判断した場合、ステップ４３の依頼された処理
を実行の処理で、ＭＦＰ１から依頼されたＦＡＸ送信処理を実行し、ＭＦＰ１へ処理を実
行したことを示す処理結果の通知をし、この処理を終了する。
【００８９】
　この実施例では、ＭＦＰ２または６においてＦＡＸ送信処理を行う連携処理を示したが
、さらに複数のＭＦＰまたはＰＣを連携させて一連の処理を行う場合も上述と同様の認証
を行って処理を実行する。
【００９０】
　一方、ステップ４２で利用が可能な機能ではない（利用が許可されていない）と判断し
た場合、ステップ４４の依頼先のＭＦＰに処理の実行の不許可を通知の処理で、ＭＦＰ１
に依頼された処理を実行しないようにして、ＭＦＰ１に依頼されたＦＡＸ送信処理の実行
を不許可にした旨の処理結果を送信して、この処理を終了する。
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　このようにして、連携処理の際に、連携されるＭＦＰ側に利用権限がある機能を用いた
処理のみを許可することができ、情報処理システム上のＭＦＰ、ＰＣの利用の機密性を保
つことができる。
【００９１】
　次に、上述の処理では、処理を依頼されたＭＦＰ２または６は、自装置についてユーザ
Ｑの利用権限がある機能を利用可能にしたが、ＭＦＰ１でユーザＱに利用権限がある機能
ならば、ＭＦＰ２または６でユーザＱに利用権限の設定がなされていなくても利用できる
ようにすることもできる。
【００９２】
　図１２は、図１に示したＭＦＰ２と６で装置の利用を許可した後の他の処理例を示すフ
ローチャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の認証部１９が、図１２に示すステップ５１のジョブデー
タのユーザ情報の利用制限情報と、連携情報で自装置に依頼された処理を実行するための
機能とを照合の処理で、ＭＦＰ１から受信した利用制限情報と、ＭＦＰ１から依頼された
ＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ通信機能とを照合する。
【００９３】
　図１のＭＦＰ２と６の認証部１９は、ステップ５２の利用可能な機能か否かの判断処理
で、ＭＦＰ２または６でＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ送信機能が、ＭＦＰ
１においてユーザＱに利用を許可しているか否かを判断し、利用が可能な機能（利用が許
可されている）と判断した場合、ステップ５３の依頼された処理を実行の処理で、ＭＦＰ
１から依頼されたＦＡＸ送信処理を実行し、ＭＦＰ１へ処理を実行したことを示す処理結
果の通知をし、この処理を終了する。
　上述と同様に、さらに複数のＭＦＰまたはＰＣを連携させて一連の処理を行う場合も上
述と同様の認証を行って処理を実行する。
【００９４】
　一方、ステップ５２で利用が可能な機能ではない（利用が許可されていない）と判断し
た場合、ステップ５４の依頼先のＭＦＰに処理の実行の不許可を通知の処理で、ＭＦＰ１
に依頼された処理を実行しないようにして、ＭＦＰ１に依頼されたＦＡＸ送信処理の実行
を不許可にした旨の処理結果を送信して、この処理を終了する。
　このようにして、連携処理の際に、処理の依頼元のＭＦＰ側で利用権限が確認された機
能ならば処理を許可するようにすることができ、情報処理システム上のＭＦＰ、ＰＣの利
用の機密性を保つことができる。
【００９５】
　次に、上述の処理では、処理を依頼されたＭＦＰ２または６は、自装置についてユーザ
Ｑの利用権限がある機能を利用可能にするか、あるいは、ＭＦＰ１でユーザＱに利用権限
がある機能ならば、ＭＦＰ２または６でユーザＱに利用権限の設定がなされていなくても
利用可能にする場合を示したが、依頼元と依頼先の両方で利用権限のある機能のみを利用
許可するようにすることもできる。
【００９６】
　図１３は、図１に示したＭＦＰ２と６で装置の利用を許可した後のまた他の処理例を示
すフローチャート図である。
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の認証部１９が、図１３に示すステップ６１のジョブデー
タのユーザ情報のユーザ名について、連携情報で自装置に依頼された処理を実行するため
の機能と、自装置の利用制限情報とを照合の処理で、ＭＦＰ１から受信したユーザ名のユ
ーザＱについて、ＭＦＰ１から依頼されたＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ通
信機能と、自装置の記憶部１１に記憶している利用者毎の利用制限情報とを照合する。
【００９７】
　図１のＭＦＰ２と６の認証部１９は、ステップ６２の利用可能な機能か否かの判断処理
で、ＭＦＰ２または６でＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ送信機能が、ＭＦＰ
２または６においてＭＦＰ１からのユーザＱに利用を許可しているか否かを判断し、利用



(26) JP 5772011 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

が可能な機能（利用が許可されている）と判断した場合、ステップ６３に進む。
　一方、ステップ６２で利用が可能な機能ではない（利用が許可されていない）と判断し
た場合、ステップ６６へ進む。
【００９８】
　図１のＭＦＰ２と６は、図２の認証部１９が、ステップ６３のジョブデータのユーザ情
報の利用制限情報と、連携情報で自装置に依頼された処理を実行するための機能とを照合
の処理で、ＭＦＰ１から受信した利用制限情報と、ＭＦＰ１から依頼されたＦＡＸ送信処
理を実行するのに用いるＦＡＸ通信機能とを照合する。
【００９９】
　図１のＭＦＰ２と６の認証部１９は、ステップ６４の利用可能な機能か否かの判断処理
で、ＭＦＰ２または６でＦＡＸ送信処理を実行するのに用いるＦＡＸ送信機能が、ＭＦＰ
１においてユーザＱに利用を許可しているか否かを判断し、利用が可能な機能（利用が許
可されている）と判断した場合、ステップ６５の依頼された処理を実行の処理で、ＭＦＰ
１から依頼されたＦＡＸ送信処理を実行し、ＭＦＰ１へ処理を実行したことを示す処理結
果の通知をし、この処理を終了する。
　上述と同様に、さらに複数のＭＦＰまたはＰＣを連携させて一連の処理を行う場合も上
述と同様の認証を行って処理を実行する。
【０１００】
　一方、ステップ６６の依頼先のＭＦＰに処理の実行の不許可を通知の処理では、ＭＦＰ
１に依頼された処理を実行しないようにして、ＭＦＰ１に依頼されたＦＡＸ送信処理の実
行を不許可にした旨の処理結果を送信して、この処理を終了する。
　このようにして、連携処理の際に、連携元と連携先の両ＭＦＰで利用権限がある機能を
用いた処理のみを許可することができ、情報処理システム上のＭＦＰ、ＰＣの利用の機密
性を保つことができる。
【０１０１】
　次に、上記ＭＦＰ２または６にＦＡＸ送信処理を依頼した後のＭＦＰ１の処理を説明す
る。
　図１４は、図１に示したＭＦＰ２または６に処理を依頼した後のＭＦＰ１の処理を示す
フローチャート図である。
　図１のＭＦＰ１の認証部１９は、通信制御部１７により、図１４のステップ７１の処理
結果通知受信か否かの判断処理で、ＭＦＰ２または６から処理結果の通知を受信したと判
断すると、ステップ７２へ進み、処理結果の通知の受信ではないと判断すると、ステップ
７４へ進む。
【０１０２】
　図１のＭＦＰ１の認証部１９は、ステップ７４のユーザ情報入力要求か否かの判断処理
で、ＭＦＰ２またはＭＦＰ６からのユーザ情報の入力要求（この実施例では、ＭＦＰ６か
らのＭＦＰ６で認証を受けるためのユーザＱのログイン名、パスワードの入力要求）か否
かを判断し、ユーザ情報の入力要求でなければ最初の処理へ戻り、ユーザ情報の入力要求
ならステップ７５へ進み、ユーザＱにＭＦＰ６で認証を受けるためのユーザＱのログイン
名、パスワードを入力させ、その入力されたユーザＱのログイン名、パスワードを要求元
のＭＦＰ（この場合はＭＦＰ６）へ送信し、最初の処理へ戻る。
【０１０３】
　一方、図１のＭＦＰ１の認証部１９は、ステップ７２のジョブ処理成功か否かの判断処
理で、ＭＦＰ２または６から受信した処理結果の通知がジョブ処理成功か否かを判断し、
ジョブ処理成功なら、入出力制御部１５により、ステップ７３で図２の操作表示部１０に
ジョブ処理成功のメッセージを表示し、この処理を終了する。
　また、ジョブ処理失敗なら、入出力制御部１５により、ステップ７６で図２の操作表示
部１０にジョブ処理失敗のメッセージを表示し、この処理を終了する。
　このようにして、この実施例の情報処理システムは、ユーザに対する利用制限を有効に
しつつ、複数の情報処理装置を連携させて一連の処理を実行する際のユーザが行う認証作



(27) JP 5772011 B2 2015.9.2

10

20

業の負担を軽減することができる。
【０１０４】
　この実施例では、ＭＦＰ１からＭＦＰ２またはＭＦＰ６に対してＦＡＸ送信処理を行わ
せる連携処理の場合を説明したが、例えば、ＭＦＰ１からＭＦＰ２に対して原稿の画像を
読み取り、その画像データをＭＦＰ６へ送り、ＭＦＰ６によってその画像データを他の装
置へＦＡＸ送信するような連携処理でも実施することができる。
　その場合、ＭＦＰ２では、上述した装置と機能の利用の認証処理を行って画像読み取り
機能の利用を許可した後、自装置での画像読み取り処理をし、その読み取った画像データ
にＭＦＰ１からのユーザ情報とジョブ情報と連携情報を含めたジョブデータを作成してＭ
ＦＰ６へ送り、ＭＦＰ６では上述と同様の処理を行う。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　この発明による情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムは
、ファクシミリ装置、プリンタ、スキャナ、複写機、および複合機等の画像形成装置、パ
ーソナルコンピュータを含む情報処理装置の全般に適用することができる。
【符号の説明】
【０１０６】
１、２、６：ＭＦＰ　　３、７：ＰＣ　　４：第１認証サーバ　　５、９：ＬＡＮ　　８
：第２認証サーバ　　１０：操作表示部　　１１、２３、３２：記憶部　　１２、２４、
３３：通信部　　１３：エンジン部　　１４、２５、３４：制御部　　１５：入出力制御
部　　１６、２８、３５：記憶制御部　　１７、２９、３６：通信制御部　　１８：エン
ジン制御部　　１９、３０：認証部　　２０、３１：処理部　　２１：入力部　　２２：
表示部　　２６：入力制御部　　２７：表示制御部　　３７：認証処理部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０７】
【特許文献１】特開２００８－１７６４２８号公報
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