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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作に従って実行された処理を、アカウントごとに管理する処理管理手段と、
　第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行ア
カウント設定手段とを備え、
　前記代行アカウント設定手段は、
　ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証手
段と、
　前記第１のユーザ認証手段でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に
関する情報であって代行の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定さ
れた代行アカウントと、前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付
けて記憶させる代行アカウント記憶手段とを含み、
　前記処理管理手段は、
　前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受
け付ける受付手段と、
　前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶手段で記憶された代行
アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウン
トに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウ
ントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致する
か否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証手段と、
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　前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け
付け、対応する処理を実行する実行手段と、
　前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた代行アカウントに
対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として管
理する管理手段とを含む、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記代行アカウント設定手段は、
　第１のユーザのアカウントに設定された権限に基づいて、代行アカウントを設定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１のユーザ認証手段、及び前記第２のユーザ認証手段のそれぞれは、
　ユーザの識別情報に基づき、当該ユーザのログインを許可するか否かの認証結果を得る
認証手段である
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記処理管理手段は、
　設定された代行アカウントを用いて実行された処理を、代行アカウントごとに管理する
代行アカウント管理手段を備える
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記処理管理手段は、
　実行された処理のページ数をカウントする課金管理処理を行う
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　代行して処理を実行させることが可能な機能の内容、及び／又は実行する処理の量の上
限を設定する
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　代行アカウントがいつまで有効であるかを示す情報を設定する
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記情報は、代行アカウントの有効期限日付を示す情報である
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記情報は、代行アカウントについての認証を経たログイン回数を示す情報である
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記情報は、代行アカウントを用いて実行することができる処理量の上限である
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記処理量の上限は、機能の内容ごとに設定される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記代行アカウント記憶手段は、設定された代行アカウントごとの情報を記憶し、
　前記処理管理手段は、
　代行アカウントが有効でなくなった場合に、前記代行アカウント記憶手段に記憶された
当該代行アカウントの情報を削除する
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　ことを特徴とする請求項７から１１のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記処理管理手段は、
　代行アカウントが有効でなくなった場合に、当該代行アカウントが用いられたことがあ
るか否かを判別する未使用判別手段と、
　前記未使用判別手段により用いられたことがないと判別された場合に、前記第１のユー
ザに通知する未使用通知手段とを備える
　ことを特徴とする請求項７から１１のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　第１のユーザに代行して処理を実行する第２のユーザを設定する
　ことを特徴とする請求項１から１３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　前記第２のユーザに実行させる処理の内容を設定する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記画像処理装置は、表示部と、前記表示部への表示内容を制御する表示内容制御部と
を備え、
　前記表示内容制御部は、
　前記第２のユーザが、代行アカウントについての認証を経てログインした場合に、設定
された処理の内容を前記表示部に表示するように制御する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　代行アカウントについての認証を経てログインしたユーザに実行させる処理の内容を設
定する
　ことを特徴とする請求項１から１３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記画像処理装置は、表示部と、前記表示部への表示内容を制御する表示内容制御部と
を備え、
　前記表示内容制御部は、
　代行アカウントについての認証を経てログインした場合に、設定された処理の内容を前
記表示部に表示するように制御する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記画像処理装置は、さらに、
　設定された処理の実行を指示する入力を受け付ける処理実行指示入力受付手段と、
　前記処理実行指示入力受付手段が入力を受け付けた場合に、設定された処理を実行させ
る処理実行制御手段とを備える
　ことと特徴とする請求項１５から１８のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　前記画像処理装置は、さらに、
　設定された処理が終了した場合に、前記第１のユーザに通知する処理終了通知手段を備
える
　ことを特徴とする請求項１５から１９のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項２１】
　前記画像処理装置は、さらに、
　接続された他の画像処理装置との間で所定の情報交換を行うことにより、画像処理装置
内に格納された情報を相互に共用可能とする仮想サブネットワーク構築手段を備え、



(4) JP 4572805 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　他の画像処理装置内に格納された情報の利用を許可するか否かを設定する
　ことを特徴とする請求項１から２０のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項２２】
　接続された画像処理装置から送信された情報を受信し、画像処理装置で実行された処理
を管理する画像処理装置の管理装置であって、
　ユーザの操作に従って実行された処理を、アカウントごとに管理する処理管理手段と、
　第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行ア
カウント設定手段とを備え、
　前記代行アカウント設定手段は、
　ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証手
段と、
　前記第１のユーザ認証手段でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に
関する情報であって代行の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定さ
れた代行アカウントと、前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付
けて記憶させる代行アカウント記憶手段とを含み、
　前記処理管理手段は、
　前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受
け付ける受付手段と、
　前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶手段で記憶された代行
アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウン
トに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウ
ントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致する
か否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証手段と、
　前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け
付け、対応する処理を実行する実行手段と、
　前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた代行アカウントに
対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として管
理する管理手段とを含む、
　ことを特徴とする画像処理装置の管理装置。
【請求項２３】
　前記処理管理手段は、
　設定された代行アカウントを用いて実行された処理を、代行アカウントごとに管理する
代行アカウント管理手段を備える
　ことを特徴とする請求項２２に記載の画像処理装置の管理装置。
【請求項２４】
　前記処理管理手段は、
　実行された処理のページ数をカウントする課金管理処理を行う
　ことを特徴とする請求項２２又は２３に記載の画像処理装置の管理装置。
【請求項２５】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、
　代行して処理を実行させることが可能な機能の内容、実行する処理の量の上限、使用可
能な画像処理装置、代行アカウントの有効期限を示す情報、代行して実行させようとする
処理の内容、の少なくとも一つを設定する
　ことを特徴とする請求項２２から２４のいずれかに記載の画像処理装置の管理装置。
【請求項２６】
　ユーザのアカウントを設定するアカウント設定ステップと、
　前記ユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行アカ
ウント設定ステップと、
　代行アカウントに基づく操作により実行された処理を、前記ユーザのアカウントで実行



(5) JP 4572805 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

された処理として管理する代行アカウント管理ステップとを含み、
　前記代行アカウント設定ステップは、
　ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証ス
テップと、
　前記第１のユーザ認証ステップでユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負
人に関する情報であって代行の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設
定された代行アカウントと、前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関
連付けて記憶させる代行アカウント記憶ステップとを含み、
　前記代行アカウント管理ステップは、
　前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受
け付ける受付ステップと、
　前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶ステップで記憶された
代行アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカ
ウントに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のア
カウントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致
するか否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証ステップと、
　前記第２のユーザ認証ステップで認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を
受け付け、対応する処理を実行する実行ステップとを含み、
　前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証ステップで認証が行われた代行アカウン
トに対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理とし
て管理する、
　ことを特徴とする画像処理装置の管理方法。
【請求項２７】
　ユーザの操作に従って実行された処理をアカウントごとに管理する管理処理を実行する
画像処理装置にインストールされるプログラムであって、
　第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行ア
カウント設定処理と、
　代行アカウントに基づく操作により実行された処理を、第１のユーザのアカウントで実
行された処理として管理する代行アカウント管理処理とを前記画像処理装置に実行させ、
　前記代行アカウント設定処理は、
　ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証処
理と、
　前記第１のユーザ認証処理でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に
関する情報であって代行の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定さ
れた代行アカウントと、前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付
けて記憶させる代行アカウント記憶処理とを含み、
　前記代行アカウント管理処理は、
　前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受
け付ける受付処理と、
　前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶処理で記憶された代行
アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウン
トに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウ
ントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致する
か否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証処理と、
　前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け
付け、対応する処理を実行する実行処理とを含み、
　前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた代行アカウントに
対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として管
理する、
　ことを特徴とするプログラム。
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【請求項２８】
　ユーザの操作に従って実行された処理をアカウントごとに管理する管理処理を実行する
画像処理装置の管理装置にインストールされるプログラムであって、
　第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行ア
カウント設定処理と、
　代行アカウントに基づく操作により実行された処理を、第１のユーザのアカウントで実
行された処理として管理する代行アカウント管理処理とを前記管理装置に実行させ、
　前記代行アカウント設定処理は、
　ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証処
理と、
　前記第１のユーザ認証処理でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に
関する情報であって代行の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定さ
れた代行アカウントと、前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付
けて記憶させる代行アカウント記憶処理とを含み、
　前記代行アカウント管理処理は、
　前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受
け付ける受付処理と、
　前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶処理で記憶された代行
アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウン
トに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウ
ントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致する
か否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証処理と、
　前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け
付け、対応する処理を実行する実行処理とを含み、
　前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた代行アカウントに
対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として管
理する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項２９】
　請求項２７または２８に記載のプログラムの少なくとも一つを記録した、コンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理装置の管理装置、画像処理装置の管理方法、画像処
理指示プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、複写機などの画像処理装置を使用する際に、使用するユーザのＩＤやパスワ
ードを入力してユーザ認証を行うとともに、ユーザごとにプリント、コピー等のジョブの
実行回数を管理し、実行回数に応じて課金を行う機能が例えば特許文献１に開示されてい
る。
【０００３】
　上記のようにユーザごとに課金等の管理処理を行う場合、例えば他のユーザに対して、
代行してコピー等の作業を行うことを依頼した場合、当該他のユーザが自己のＩＤでログ
インして作業すると当該作業を行ったユーザに課金されることになり、妥当ではないこと
がある。
【０００４】
　依頼した側のユーザに課金されるようにするためには、依頼者ユーザのパスワードを依
頼されるユーザに教える方法が考えられるが、これはセキュリティ上の事故の原因となり
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、好ましくない。このような場合に対処すべく、ＩＣカードを利用する技術の一例が特許
文献２に開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４―２５２７６８号公報
【０００６】
【特許文献２】特開２００５－１０７７１１号公報
【０００７】
【特許文献３】特開２００２－１０９１７２号公報
【０００８】
【特許文献４】特開２００４－１５７８４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、ＩＣカードのような可搬媒体を準備するには、媒体準備のためのコスト
が発生するし、媒体を悪用される可能性もあり、必ずしも最善の解決手段とは言えない。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであって、第１のユーザが他のユ
ーザに対して、自己に代行して画像処理装置を用いた処理の実行を依頼する場合に、適切
な処理の管理を行うことができる画像処理装置、画像処理装置の管理装置、画像処理装置
の管理方法、プログラム及び記録媒体を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の問題点を解決するために、本発明に係る画像処理装置は、ユーザの操作に従って
実行された処理を、アカウントごとに管理する処理管理手段と、第１のユーザに代行して
処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行アカウント設定手段とを備え
、前記代行アカウント設定手段は、ユーザの入力に基づき当該ユーザのアカウントに基づ
く認証を行う第１のユーザ認証手段と、前記第１のユーザ認証手段でユーザ認証が行われ
た第１のユーザから、代行の請負人に関する情報であって代行の請負人を特定する情報の
入力を受付けるとともに、前記設定された代行アカウントと、前記代行の請負人に関する
情報と、前記第１のユーザとを関連付けて記憶させる代行アカウント記憶手段とを含み、
前記処理管理手段は、前記代行の請負人である第２のユーザから、代行アカウント及びパ
スワードの入力を受け付ける受付手段と、前記受け付けられた代行アカウントが、前記代
行アカウント記憶手段で記憶された代行アカウントに存在するか否か、及び前記受け付け
られたパスワードが、当該代行アカウントに関連付けられることにより代行の請負人とし
て特定された第２のユーザ自身のアカウントに対応付けられて予め記憶されている前記第
２のユーザ自身のパスワードと一致するか否かを判定することで認証を行う第２のユーザ
認証手段と、前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた場合、前記第２のユーザによる
操作を受け付け、対応する処理を実行する実行手段と、前記実行された処理を、前記第２
のユーザ認証手段で認証が行われた代行アカウントに対応付けられて記憶されている前記
第１のユーザのアカウントで実行された処理として管理する管理手段とを含むことを特徴
としている。
【００１２】
　本発明の構成によると、第１のユーザに代行して処理を実行させるユーザが代行アカウ
ントを用いて処理を実行した場合に、実行された処理は第１のユーザのアカウントで実行
された処理として管理されるため、ＩＣカード等の媒体を用いることなく適切な処理の管
理を行うことができる。
【００１３】
　なお、前記代行アカウント設定手段は、第１のユーザのアカウントに設定された権限に
基づいて代行アカウントを設定するような形態も可能である。この場合には、第１のユー
ザのアカウントで処理できないような機能（例えば利用可能な機能が制限されているよう
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な場合）や、第１のユーザのアカウントで処理できないような処理量（ページ数、枚数等
）は代行アカウントでも処理できないようにする構成とすることができる。もっとも、第
１のユーザのアカウントに設定された以上の権限を代行アカウントに設定することを許可
する形態も可能である。そのような場合は、例えば事後的に第１のユーザのアカウントの
権限設定の変更を受け付けるような形態としてもよい。
【００１４】
　なお、前記第１のユーザ認証手段、及び前記第２のユーザ認証手段のそれぞれは、ユー
ザの識別情報に基づき、当該ユーザのログインを許可するか否かの認証結果を得る認証手
段である構成とすることもできる。この場合、ユーザの識別情報に加えてパスワード等の
認証情報を取得する構成とすることもできる。ユーザ認証は画像処理装置内で行ってもよ
いが、例えば認証サーバのような外部装置にユーザの識別情報等を送信し、認証結果を取
得することもできる。
【００１５】
　前記処理管理手段は、設定された代行アカウントを用いて実行された処理を、代行アカ
ウントごとに管理する代行アカウント管理手段を備える構成とすることができるが、代行
アカウントごとに処理を管理することなく、例えば代行アカウントでログインした場合に
、直接依頼人である第１のユーザのアカウントに利用ページ数を加算するような形態も可
能である。
【００１６】
　前記処理管理手段は、実行された処理のページ数をカウントする課金管理処理を行う構
成とすることができるが、処理管理の対象はページ数、枚数に限らず、処理時間、ＣＰＵ
の使用時間、ログインしている時間、処理したデータ量、その他、任意の管理を行うこと
ができる。
【００１７】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、代行して処理を実行させることが可能な機能
の内容、及び／又は実行する処理の量の上限を設定する構成とすることができる。機能の
内容は、画像処理装置の仕様等により異なり得るが、スキャン機能、コピー機能、プリン
ト機能、ＦＡＸ送信機能などがある。プリント機能でも、例えばモノクロに限定したり、
片面プリントに限定したり、といった細かい設定を行うようにすることもできるし、ＦＡ
Ｘの送信先電話番号を制限することもできる。
【００１８】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、代行アカウントがいつまで有効であるかを示
す情報を設定する構成とすることが好ましい。前記情報は、代行アカウントの有効期限日
付を示す情報である構成とすることができる。また、前記情報は、代行アカウントについ
ての認証を経たログイン回数を示す情報である構成とすることができる。また、前記情報
は、代行アカウントを用いて実行することができる処理量の上限である構成とすることも
できる。これらの複数を設定して、いずれかに該当した場合に有効でなくする構成も可能
である。なお、前記処理量の上限は、機能の内容ごとに設定される構成としてもよい。例
えばプリント機能の上限枚数と、コピー機能の上限枚数とを分けて設定する構成とするこ
ともできるし、全機能で利用可能なページ数、枚数を設定する構成とすることもできる。
【００１９】
　代行アカウント記憶手段は、設定された代行アカウントごとの情報を記憶し、前記処理
管理手段は、代行アカウントが有効でなくなった場合に、前記代行アカウント記憶手段に
記憶された当該代行アカウントの情報を削除する構成とすることができる。もっとも、削
除しないで、例えば無効フラグをセットして有効でなくする構成も可能である。削除しな
い構成は、代行アカウントを再度設定する際に新規の登録とする必要がなく再利用に便宜
であるが、削除した場合には、同様の代行アカウントを再度用いる場合には新規登録が必
要となる。
【００２０】
　前記処理管理手段は、代行アカウントが有効でなくなった場合に、当該代行アカウント
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が用いられたことがあるか否かを判別する未使用判別手段と、前記未使用判別手段により
用いられたことがないと判別された場合に、前記第１のユーザに通知する未使用通知手段
とを備える構成とすることができる。この構成では、代行を依頼されたユーザが処理を実
行しないままに代行アカウントが有効でなくなる、といった事態の発生を抑制することが
できる。未使用通知手段は、例えばメール送信により通知することができるが、これに限
定されず、メッセンジャーアプリケーション、ＦＡＸ送信、電話において合成された音声
を出力するなど種々の方法が考えられる。
【００２１】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、第１のユーザに代行して処理を実行する第２
のユーザを設定する構成とすることができる。この場合、前記代行アカウント設定手段は
、さらに、前記第２のユーザに実行させる処理の内容を設定する構成とすることができる
。
【００２２】
　前記画像処理装置は、表示部と、前記表示部への表示内容を制御する表示内容制御部と
を備え、前記表示内容制御部は、前記第２のユーザが、代行アカウントについての認証を
経てログインした場合に、設定された処理の内容を前記表示部に表示するように制御する
構成とすることが好ましい。例えば代行アカウントの設定を第２のユーザ（請負人ユーザ
）にメール送信等で通知した場合、設定された処理の内容をメールに記載して作業を指示
することは可能であるが、実際に画像処理装置を用いて作業を行う際に画像処理装置の表
示部に処理内容が表示されていた方が、請負人ユーザの作業に便宜だからである。
【００２３】
　上記のように請負人ユーザを設定しない場合、前記代行アカウント設定手段は、さらに
、代行アカウントについての認証を経てログインしたユーザに実行させる処理の内容を設
定する構成とすることもできる。この場合のユーザ認証は、例えば代行アカウントに付与
された識別子、及び場合により代行アカウントに付与されたパスワード等の認証情報を用
いて行うことができる。また、前記画像処理装置は、表示部と、前記表示部への表示内容
を制御する表示内容制御部とを備え、前記表示内容制御部は、代行アカウントについての
認証を経てログインした場合に、設定された処理の内容を前記表示部に表示するように制
御する構成とすることが好ましい。
【００２４】
　前記画像処理装置は、さらに、設定された処理の実行を指示する入力を受け付ける処理
実行指示入力受付手段と、前記処理実行指示入力受付手段が入力を受け付けた場合に、設
定された処理を実行させる処理実行制御手段とを備える構成とすれば、依頼された作業を
実行する際に非常に便宜となる。
【００２５】
　前記画像処理装置は、さらに、設定された処理が終了した場合に、前記第１のユーザに
通知する処理終了通知手段を備える構成とすれば、依頼人である第１のユーザに依頼した
作業の終了を確実に知らせることができる。処理終了通知手段は、上記未使用通知手段と
同様に考えることができ、例えばメール送信により通知することができるが、これに限定
されない。未使用通知手段と異なる方法を用いても良い。
【００２６】
　前記画像処理装置は、さらに、接続された他の画像処理装置との間で所定の情報交換を
行うことにより、画像処理装置内に格納された情報を相互に共用可能とする仮想サブネッ
トワーク構築手段を備え、前記代行アカウント設定手段は、さらに、他の画像処理装置内
に格納された情報の利用を許可するか否かを設定する構成とすることが好ましい。仮想サ
ブネットワークは、他の画像処理装置内の情報にアクセスすることを可能とするデバイス
連携機能であって、係る機能の利用を無制限に許可することはセキュリティ上の問題が生
じる可能性があるからである。
【００２７】
　本発明に係る画像処理装置の管理装置は、接続された画像処理装置から送信された情報
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を受信し、画像処理装置で実行された処理を管理する画像処理装置の管理装置であって、
ユーザの操作に従って実行された処理を、アカウントごとに管理する処理管理手段と、第
１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行アカウ
ント設定手段とを備え、前記代行アカウント設定手段は、ユーザの入力に基づき当該ユー
ザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証手段と、前記第１のユーザ認証手段
でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に関する情報であって代行の請
負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定された代行アカウントと、前記
代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付けて記憶させる代行アカウン
ト記憶手段とを含み、前記処理管理手段は、前記代行の請負人である第２のユーザから、
代行アカウント及びパスワードの入力を受け付ける受付手段と、前記受け付けられた代行
アカウントが、前記代行アカウント記憶手段で記憶された代行アカウントに存在するか否
か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウントに関連付けられることに
より代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウントに対応付けられて予め
記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致するか否かを判定することで認
証を行う第２のユーザ認証手段と、前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた場合、前
記第２のユーザによる操作を受け付け、対応する処理を実行する実行手段と、前記実行さ
れた処理を、前記第２のユーザ認証手段で認証が行われた代行アカウントに対応付けられ
て記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として管理する管理手
段とを含むことを特徴としている。
【００２８】
　この管理装置は、例えばＬＡＮ等のネットワークに一又は複数の画像処理装置を接続し
たような場合に、画像処理装置から送信された情報を受信して、画像処理装置で実行され
た処理を管理するものである。管理装置は、例えばパーソナルコンピュータやワークステ
ーションなどの情報処理装置にプログラムをインストールして実現することができるが、
画像処理装置に管理装置の機能を搭載することもできる。管理装置を用いることにより、
複数の画像処理装置で同一アカウントを用いて実行された処理をまとめて管理することが
可能となり、画像処理装置が多数接続されたような環境で、同一ユーザが各々の画像処理
装置を利用する形態での管理に便宜となる。
【００２９】
　前記処理管理手段は、設定された代行アカウントを用いて実行された処理を、代行アカ
ウントごとに管理する代行アカウント管理手段を備える構成とすることができる。また、
前記処理管理手段は、実行された処理のページ数をカウントする課金管理処理を行う構成
とすることができるが、これに限定されないのは上記と同様である。
【００３０】
　前記代行アカウント設定手段は、さらに、代行して処理を実行させることが可能な機能
の内容、実行する処理の量の上限、使用可能な画像処理装置、代行アカウントの有効期限
を示す情報、代行して実行させようとする処理の内容、の少なくとも一つを設定する構成
とすることが好ましい。機能の内容、処理量の上限、有効期限、処理の内容などは上記画
像処理装置の場合と同様に考えることができる。管理装置の場合に特有であるのは、使用
可能な画像処理装置の制限を設定することが可能な点である。
【００３１】
　本発明に係る画像処理装置の管理方法は、ユーザのアカウントを設定するアカウント設
定ステップと、前記ユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定
する代行アカウント設定ステップと、代行アカウントに基づく操作により実行された処理
を、前記ユーザのアカウントで実行された処理として管理する代行アカウント管理ステッ
プとを含み、前記代行アカウント設定ステップは、ユーザの入力に基づき当該ユーザのア
カウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証ステップと、前記第１のユーザ認証ステッ
プでユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に関する情報であって代行の
請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定された代行アカウントと、前
記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付けて記憶させる代行アカウ
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ント記憶ステップとを含み、前記代行アカウント管理ステップは、前記代行の請負人であ
る第２のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受け付ける受付ステップと
、前記受け付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶ステップで記憶された
代行アカウントに存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカ
ウントに関連付けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のア
カウントに対応付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致
するか否かを判定することで認証を行う第２のユーザ認証ステップと、前記第２のユーザ
認証ステップで認証が行われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け付け、対応する
処理を実行する実行ステップとを含み、前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証ス
テップで認証が行われた代行アカウントに対応付けられて記憶されている前記第１のユー
ザのアカウントで実行された処理として管理することを特徴とする。
【００３３】
　本発明に係る第１のプログラムは、ユーザの操作に従って実行された処理をアカウント
ごとに管理する管理処理を実行する画像処理装置にインストールされるプログラムであっ
て、第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設定する代行
アカウント設定処理と、代行アカウントに基づく操作により実行された処理を、第１のユ
ーザのアカウントで実行された処理として管理する代行アカウント管理処理とを前記画像
処理装置に実行させ、前記代行アカウント設定処理は、ユーザの入力に基づき当該ユーザ
のアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証処理と、前記第１のユーザ認証処理で
ユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に関する情報であって代行の請負
人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定された代行アカウントと、前記代
行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付けて記憶させる代行アカウント
記憶処理とを含み、前記代行アカウント管理処理は、前記代行の請負人である第２のユー
ザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受け付ける受付処理と、前記受け付けら
れた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶処理で記憶された代行アカウントに存在
するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウントに関連付けられ
ることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウントに対応付けら
れて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致するか否かを判定する
ことで認証を行う第２のユーザ認証処理と、前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた
場合、前記第２のユーザによる操作を受け付け、対応する処理を実行する実行処理とを含
み、前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた代行アカウント
に対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理として
管理することを特徴としている。例えば従来のアカウント管理を行っている画像処理装置
に追加してインストールすることも可能であり、そのような場合は、既存の画像処理装置
で代行アカウントによる管理を実現することも容易に可能となる。
【００３４】
　本発明に係る第２のプログラムは、ユーザの操作に従って実行された処理をアカウント
ごとに管理する管理処理を実行する画像処理装置の管理装置にインストールされるプログ
ラムであって、第１のユーザに代行して処理を実行させる際に用いる代行アカウントを設
定する代行アカウント設定処理と、代行アカウントに基づく操作により実行された処理を
、第１のユーザのアカウントで実行された処理として管理する代行アカウント管理処理と
を前記管理装置に実行させ、前記代行アカウント設定処理は、ユーザの入力に基づき当該
ユーザのアカウントに基づく認証を行う第１のユーザ認証処理と、前記第１のユーザ認証
処理でユーザ認証が行われた第１のユーザから、代行の請負人に関する情報であって代行
の請負人を特定する情報の入力を受付けるとともに、前記設定された代行アカウントと、
前記代行の請負人に関する情報と、前記第１のユーザとを関連付けて記憶させる代行アカ
ウント記憶処理とを含み、前記代行アカウント管理処理は、前記代行の請負人である第２
のユーザから、代行アカウント及びパスワードの入力を受け付ける受付処理と、前記受け
付けられた代行アカウントが、前記代行アカウント記憶処理で記憶された代行アカウント
に存在するか否か、及び前記受け付けられたパスワードが、当該代行アカウントに関連付
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けられることにより代行の請負人として特定された第２のユーザ自身のアカウントに対応
付けられて予め記憶されている前記第２のユーザ自身のパスワードと一致するか否かを判
定することで認証を行う第２のユーザ認証処理と、前記第２のユーザ認証処理で認証が行
われた場合、前記第２のユーザによる操作を受け付け、対応する処理を実行する実行処理
とを含み、前記実行された処理を、前記第２のユーザ認証処理で認証が行われた代行アカ
ウントに対応付けられて記憶されている前記第１のユーザのアカウントで実行された処理
として管理することを特徴としている。
【００３５】
　なお、上記にいうプログラムは、ＣＰＵ等のプロセッサにより直接実行可能なプログラ
ムだけでなく、ソースプログラム形式のプログラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化
されたプログラム等を含む。なお、本発明に係るプログラムは、各種記録媒体に記録され
た状態で市場に流通するほか、インターネット等の各種ネットワークを介して市場に供給
される場合も有る。本発明に係る記録媒体は、本発明に係る第１の画像処理指示プログラ
ム、第２のプログラムの少なくとも一つを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
である。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明に係る画像処理装置等によると、課金管理などの処理管理を行う場合に代行アカ
ウントを設定することでＩＣカード等の媒体を用いる必要がなくなり、自己に代行して処
理の実行を依頼する場合に、より低コストで管理を行うことができるという効果を奏する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　（実施の形態１）
　図１は、画像処理装置の一例としてのＭＦＰ１００の外観の一例を示す図である。ＭＦ
Ｐ１００は、コピー、ネットワークプリンティング、スキャナ、ＦＡＸ、またはドキュメ
ントサーバなどの機能を集約した画像形成装置である。複合機などと呼ばれることもある
。
【００３８】
　図２は、ＭＦＰ１００におけるハードウェア構成の一例を示す図である。ＭＦＰ１００
は、操作部１１、ディスプレイ部１２、スキャナ部１３、プリンタ部１４、通信インタフ
ェース１６、ドキュメントフィーダ１７、給紙装置１８、トレイ１９（図１参照）、ＣＰ
Ｕ２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、およびハードディスク２３などによって構成される。
【００３９】
　操作部１１は、数字、文字、および記号などを入力するための複数のキー、押下された
キーを認識するセンサ、および認識したキーを示す信号をＣＰＵ２０に送信する送信用回
路などによって構成される。
【００４０】
　ディスプレイ部１２は、ユーザに対してメッセージを表示する画面、ユーザが設定内容
や処理内容を入力するための画面、およびＭＦＰ１００で実行された処理の結果を示す画
面などを表示する。本実施の形態ではディスプレイ部１２にタッチパネルが用いられてお
り、これは操作部１１に含まれる。即ちタッチパネルは、ユーザが指で触れたタッチパネ
ル上の位置を検知し、検知結果を示す信号をＣＰＵ２０に送信する機能を備えている。
【００４１】
　スキャナ部１３は、原稿に描かれている画像を光電的に読み取って、デジタルの画像デ
ータ（ここでは、ＲＧＢまたはブラックの濃度を表す濃度データ）を生成する。このよう
にして得られた画像データは、プリンタ部１４において印刷のために用いられるほか、Ｔ
ＩＦＦ、ＰＤＦ、ＪＰＥＧなどのフォーマットのファイルに変換されてハードディスク２
３に記憶される。ＦＡＸデータに変換されてＦＡＸ送信に供されることもある。ドキュメ
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ントフィーダ１７は、ＭＦＰ１００の本体の上部に設けられており、１枚または複数枚の
原稿をスキャナ部１３に順次送るために用いられる。
【００４２】
　プリンタ部１４は、スキャナ部１３にて読み取られた画像、ＬＡＮ等のネットワークを
介して接続されたＰＣ（パーソナル・コンピュータ）等の外部装置から送信されてきたデ
ータの画像、またはＦＡＸ受信したＦＡＸデータの画像を、用紙またはフイルムなどの記
録シートに印刷する。給紙装置１８は、ＭＦＰ１００本体の下部に設けられており、印刷
対象の画像に適した記録シートをプリンタ部１４に供給するために用いられる。プリンタ
部１４によって画像が印刷された記録シートはトレイ１９に排出される。
【００４３】
　通信インタフェース１６は、ＰＣ等の外部装置とネットワークを介して通信を行ったり
、電話回線を通じてＦＡＸ送受信等を行うための装置である。通信インタフェース１６と
して、ＮＩＣ（ネットワーク・インタフェース・カード）、モデム、ＴＡ（ターミナル・
アダプタ）などが用いられる。
【００４４】
　ＲＯＭ２１には、画像の読取（スキャン）、原稿の複写（コピー）、ＦＡＸデータの送
受信、ネットワークプリンティング、およびドキュメントサーバ（ボックス機能）などの
ＭＦＰ１００の基本機能を実現するためのプログラム、データが記憶されている。そのほ
か、本実施の形態の機能を実現するプログラムおよびデータが記憶されている。これらの
プログラムまたはデータの一部または全部を、ハードディスク２３にインストールしてお
いてもよい。この場合は、ハードディスク２３にインストールされているプログラムまた
はデータは、必要に応じてＲＡＭ２２にロードされる。本実施の形態で説明する機能は、
必ずしもＣＰＵ２０だけでなく専用ハードウェアを利用したり、一部はオペレーティング
システム（ＯＳ）等の汎用プログラムの機能を利用して実現することもできる。また、Ｒ
ＯＭ２１やＲＡＭ２２として、不揮発性の半導体メモリを用いることもできる。
【００４５】
　図３は、本実施の形態のＭＦＰ１００の機能的構成の一例について説明するためのブロ
ック図である。ＭＦＰ１００は、表示内容制御部２０１、入力取得部２０２、ユーザ認証
部２０３、アカウント管理部２０４、代行アカウント管理部２０５、ジョブ管理部２０６
、メール送信部２０７、アカウントデータベース２２１、代行アカウントデータベース２
２２を含んでいる。アカウントデータベース２２１、代行アカウントデータベース２２２
は、例えばハードディスク２３に設けることができる。アカウント管理部２０４、代行ア
カウント管理部２０５、アカウントデータベース２２１、代行アカウントデータベース２
２２により、処理管理部２１０が構成される。
【００４６】
　表示内容制御部２０１は、ディスプレイ部１２への表示内容を制御する。入力取得部２
０２は、操作部１１（タッチパネル含む）からの入力を取得する。ユーザ認証部２０３は
、操作部１１を介して入力されたり、ネットワークを介してパーソナルコンピュータ（Ｐ
Ｃ）等の外部装置から入力されるユーザＩＤ（ユーザの識別情報）及びパスワード等の認
証情報を取得し、アカウントデータベース２２１の内容を参照して、ユーザの認証を行う
。
【００４７】
　図４は、アカウントデータベース２２１の内容の一例を示す図である。本実施の形態の
アカウントデータベース２２１は、ユーザＩＤをキーとして、認証情報、送信情報、課金
情報、アクセス制御情報を含んでいる。認証情報として氏名及びパスワードを格納してお
り、ユーザ認証部２０３は、通常のアカウント、即ち各ユーザに割り当てられたユーザＩ
Ｄを入力するログインの際には、アカウントデータベース２２１に格納されたユーザＩＤ
及びパスワードと入力されたユーザＩＤ及びパスワードとを照合して、ユーザのログイン
を許可するか否かを判定する。なお、ユーザ認証用のデータはアカウントの管理テーブル
とは別のテーブルに保持することもできるし、外部の認証サーバを用いることもできる。
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また、ユーザＩＤのみで認証とするような構成も可能である。
【００４８】
　アカウント管理部２０４は、アカウントデータベース２２１の内容の追加、更新、削除
等を行う。ここでアカウントデータベース２２１の内容について、さらに説明する。送信
情報は、ユーザに通知を行うための情報であり、本実施の形態ではメールアドレスを格納
している。課金情報は、ユーザが処理を実行できる用紙のページ数の上限と、実際の利用
ページ数がカウントされて格納されている。
【００４９】
　アクセス制御情報は、ユーザごとに利用できる機能の内容を設定するものである。同図
の例では、例えば岡本氏はコピー機能、プリント機能は実行可能であるが、スキャン機能
、ＦＡＸ機能は実行できない旨が設定されている。上記課金情報として格納されているペ
ージ数の上限や利用ページ数を各機能ごとに設定、管理することも可能である。実際の利
用ページ数はジョブ管理部２０６からの通知に従ってカウントすることができる。
【００５０】
　代行アカウント管理部２０５は、代行アカウントデータベース２２２の内容の追加、更
新、削除を行う。代行アカウントとは、依頼人ユーザが、自分に代行して他のユーザに処
理の実行を依頼する際に設定するアカウントである。本実施の形態では設定された代行ア
カウントは代行アカウントデータベース２２２で管理される。図５は代行アカウントデー
タベース２２２の内容の一例について説明するための図である。
【００５１】
　代行アカウントデータベース２２２は、設定された代行アカウントに付与される識別情
報である代行アカウント識別子をキーとして、依頼人・請負人情報、有効期限情報、権限
情報・利用可能頁数情報を含んでいる。依頼人・請負人情報は、依頼人ユーザ、及び代行
アカウントを用いて実際に処理を行う請負人ユーザに関する情報である。
【００５２】
　本実施の形態では、依頼人ＩＤとして、処理の代行を他のユーザに依頼する依頼人ユー
ザのユーザＩＤを格納する。代行を依頼される他のユーザを指定することも可能であり、
依頼される請負人ユーザが指定された場合には、請負人ＩＤとして請負人ユーザのユーザ
ＩＤが格納される。請負人ユーザは指定を省略することも可能であるが、その際には、代
行アカウントでログインする際の認証のためのパスワードが格納される。
【００５３】
　図６は、本実施の形態で代行アカウントを新規登録するためにディスプレイ部１２に表
示させる画面の一例を示す図である。同図の例では、上記請負人ユーザを指定するか否か
は、チェックボックス３０１にチェックするか否かで設定する。チェックボックス３０１
がチェックされた場合には、請負人ユーザ指定ボックス３０２が入力可能となり、チェッ
クボックス３０１がチェックされていない場合には、パスワード指定ボックス３０３が入
力可能となる。もっともパスワードを入力しない実施の形態も可能である。
【００５４】
　なお、依頼人ユーザ表示領域３１１には、認証を経てログインしている依頼人ユーザの
ユーザＩＤが表示される。依頼人ＩＤは、図５に示す依頼人・請負人情報の依頼人ＩＤと
して登録される。
【００５５】
　図６の画面において有効期限入力ボックス３２１には、有効期限（同図の例では入力し
た日からの有効日数）が入力される。また、有効期限を示す他の種類の情報として、ログ
イン回数入力ボックス３２２に、代行アカウントを用いて有効にログインすることができ
る回数を入力する。ログイン回数は、代行アカウントデータベース２２２の内容に反映さ
れる。即ち、有効ログイン回数が設定されている場合には代行アカウントの認証を経てロ
グインした際に、ログイン回数を１ずつ減ずることで、ログイン回数を管理することがで
きる。
【００５６】
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　有効日数と有効ログイン回数は両方入力することも可能であり、両方設定された場合に
は、有効日数の経過、又は有効ログイン回数分のログインのいずれかにより、代行アカウ
ントが有効でなくなる。これらの情報は、図５の有効期限情報として設定される。有効日
数は、有効期限の日付に変換されて代行アカウントデータベースに格納される。
【００５７】
　なお、代行アカウント管理部２０５は、代行アカウントの有効期限を管理し、有効期限
の到来した代行アカウントを代行アカウントデータベース２２２から削除することができ
るが、削除しないで有効でなくする（例えば無効フラグをセットする）実施の形態も可能
である。削除するか否かを図６のような画面で設定し、代行アカウントデータベース２２
２に格納するようにしてもよい。無効フラグ等を用いて削除しないで無効とした場合には
、同じ請負人に再度処理の実行を依頼する際には、代行アカウントの更新（有効期限の延
長、ログイン回数の再設定等）が可能であるが、削除した場合には新たな新規登録処理を
実行する必要がある。
【００５８】
　図６の画面において、チェックボックス３３１にチェックを入れた場合には、代行アカ
ウントを用いて実行することができる機能に制限を設定することができる。この場合、機
能制限設定領域３３２内の、各機能ごとのチェックボックス及び実行可能ページ数の上限
を設定することにより、代行アカウントを用いて実行できる機能を設定することができる
。設定された値は、図５の権限情報・利用可能ページ数情報として代行アカウントデータ
ベース２２２に格納される。
【００５９】
　なお、図６の例では、ログインしたユーザ「Matsuda」氏は（ボックス３１１参照）、
ＦＡＸ機能を利用する権限を有していないため（図４参照）、ＦＡＸ機能を指定するチェ
ックボックスにはチェックを入れることができない。スキャン機能、コピー機能、プリン
ト機能をチェックするチェックボックスはチェックを入れることができるが、チェックを
入れた場合に設定できる利用ページ数の上限は、ログインしたユーザ「Matsuda」のアカ
ウントで利用可能なページ数（図４参照、２０００－２６＝１９７４）となり、同図６の
例ではプリント機能のページ数上限を５０ページと入力したことにより、他にチェックボ
ックスにチェックが入れられたプリント機能の設定可能上限ページ数が１９２４となって
いる。もっとも、このような制限を設けないような実施の形態も可能である。
【００６０】
　なお、図６の機能制限設定領域３３２には、「デバイス連携機能の使用を許可しない」
旨を設定するチェックボックスが示されているが、デバイス連携機能については、後の実
施の形態で説明する。
【００６１】
　図６の画面において、チェックボックス３４１にチェックを入れた場合には、代行アカ
ウントを用いて依頼する処理の内容の設定することができる。同図の依頼処理内容設定領
域３４２では３種の処理を設定することができるが、設定できる処理の数は任意であり、
スクロール、次画面への移動等により、設定可能な処理を増加させることもできる。設定
された処理の内容は代行アカウントデータベース２２２の依頼処理管理テーブルに格納さ
れる。
【００６２】
　図７は、依頼処理管理テーブルの内容の一例を示す図である。本実施の形態では、設定
された処理の中で終了したものについては、終了フラグをセットすることにより管理を行
っている。処理の終了は、ジョブ管理部２０６からの通知を受けて設定することができる
。処理が終了した場合には、メール送信部２０７が依頼人ユーザに対して処理が終了した
旨のメールを送信する。なお、同図では図示を省略しているが、ＦＡＸ機能を利用した処
理を依頼する場合にはＦＡＸ送信先電話番号を指定することもできる。
【００６３】
　ジョブ管理部２０６は、ジョブの投入、終了を管理しており、依頼処理管理テーブルに
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格納された情報からジョブを生成して、例えばプリント処理やＦＡＸ送信処理等を実行す
ることができる。メール送信部２０７は、上記のような処理の終了や代行アカウントの設
定等を通知するメールを送信する。メールアドレスはアカウントデータベース２２１を参
照して設定される
【００６４】
　図６の画面で、以上に説明したような代行アカウントの設定を行った後、登録ボタン３
５１を押下すると、表示内容制御部２０１が、図８のような登録内容確認画面をディスプ
レイ部１２に表示する。本実施の形態では、代行アカウント管理部２０５が代行アカウン
トＩＤを自動的に付与する構成としたが、これは依頼人ユーザが指定する構成も可能であ
る。
【００６５】
　同図８の例では、請負人ＩＤが指定されていないため、メール送信ボタン４０１が押下
不能な状態となっているが、請負人が指定されている場合にメール送信ボタン４０１を押
下すると、メール送信部２０７において、請負人のメールアドレスに代行アカウントが設
定された旨のメールが送信される。メールアドレスはアカウントデータベース２２１を参
照して設定される。送信されるメールには、依頼する処理が設定されている場合には、当
該処理の内容を記載することができる。
【００６６】
　メール送信ボタン４０１、又は確認ボタン４０２が押下されると、登録内容が代行アカ
ウントデータベース２２２に格納される。なお、内容を修正する場合には、戻るボタン４
０３を押下すると図６の画面に戻ることができる。
【００６７】
　以下、上記のように代行アカウントが登録された場合のＭＦＰ１００での具体的な処理
内容についてフローチャートを参照しながら説明する。図９は、処理内容の一例について
説明するためのフローチャートである。ＭＦＰ１００でユーザがログインを行う際に、ま
ず、操作部１１、ディスプレイ部１２等のユーザインタフェースを介して、ユーザＩＤ及
びパスワードを入力する（Ｓ１０１）。ＭＦＰ１００では、入力されたユーザＩＤがアカ
ウントデータベース２２１に存在する場合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、通常アカウントとして
のユーザ認証を行う（Ｓ１０３）。
【００６８】
　そしてユーザＩＤ及びパスワードがアカウントデータベース２２１に格納されているも
のと合致した場合、認証ＯＫとして（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、通常のアカウントでのログイ
ンが許可される（Ｓ１０５）。図１０は、通常のアカウントでログインした場合にディス
プレイ部１２に表示される画面の一例を示す図である。同図の例では、アカウントデータ
ベース２２１に課金情報として格納されている利用可能ページ数の上限と、実際にこれま
で利用されたページ数、残りの利用可能ページ数が表示されている。
【００６９】
　一方、入力されたユーザＩＤがアカウントデータベース２２１に存在しない場合（Ｓ１
０２：ＮＯ）、入力されたユーザＩＤが代行アカウントデータベース２２２に存在するか
否かを判定する（Ｓ１０６）。代行アカウントデータベース２２２にも存在しない場合は
、ユーザＩＤの入力ミスと判定できるのでステップＳ１０１へと戻る（Ｓ１０６：ＮＯ）
。
【００７０】
　入力されたユーザＩＤが代行アカウントデータベース２２２に代行アカウントＩＤとし
て存在する場合には（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、代行アカウントとしてのユーザ認証を行う（
Ｓ１０７）。ここでのユーザ認証では、代行アカウントデータベース２２２にパスワード
が格納されているか否か、及び入力されたパスワードが登録されたパスワードと一致する
か否かが判定される。なお、図５に示されるように本実施の形態では請負人ＩＤが指定さ
れている場合には、代行アカウント用のパスワードを登録していないが、これは請負人ユ
ーザのパスワードで認証を行えばよいからであって、請負人ＩＤが指定されているときに
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代行アカウントＩＤと請負人のパスワードが入力された場合には、認証ＯＫとして処理を
進めることが可能である。
【００７１】
　代行アカウントでの認証がＯＫとなった場合（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、代行アカウントで
のログインが許可される（Ｓ１０９）。図１１は、代行アカウントでログインした場合に
ディスプレイ部１２に表示される画面の一例を示す図である。同図の例は請負人が指定さ
れていないため、「ようこそ　ゲストさん」と表示されているが、請負人が指定されてい
る場合には、当該請負人の氏名を表示することができる。もっともログインしたユーザＩ
Ｄとしては代行アカウントＩＤを表示することが好ましい。
【００７２】
　なお、図１０に示したように通常のアカウントでログインした場合であって、当該ユー
ザが請負人として指定された代行アカウントが登録されている場合、その旨を示すボタン
５０１がディスプレイ部１２に表示される。このボタン５０１は代行アカウントへの切り
替えボタンとしての機能を有しており、切り替えボタン５０１が押下された場合（Ｓ１１
０：ＹＥＳ）、代行アカウントでのログインに切り替えることができる。
【００７３】
　切り替えの後にディスプレイ部１２に表示される画面は、例えば、図１１に示したよう
に代行アカウントＩＤが表示されており、かつ、「ゲストさん」でなく「岡本さん」等の
ユーザの氏名が表示されるものとなる。なお、図１１に示されているボタン５０３は、代
行アカウントに対して依頼人ユーザから実行すべき処理が指定され、図７のテーブルに格
納されている場合に表示される処理実行ボタンであり、ボタン５０３を押下することによ
り、登録された処理が実行される。以下、代行アカウントでログインした際の処理を管理
する代行アカウント処理管理処理について詳細に説明する。図１２は、処理内容の一例に
ついて説明するためのフローチャートである。この処理は、原則として、代行アカウント
ＩＤが表示された画面がディスプレイ部１２に表示されているときに実行される処理であ
る。
【００７４】
　代行アカウント処理管理処理では、まず、上記の処理実行ボタン５０３が押下されたか
否かを判定する（Ｓ２０１）。処理実行ボタン５０３が押下された場合（Ｓ２０１：ＹＥ
Ｓ）、ジョブ管理部２０６が、依頼人ユーザによって設定され図７の依頼処理管理テーブ
ルに格納されている情報を参照して、プリント、ＦＡＸ送信等の生成可能なジョブを自動
生成し、ジョブを実行する（Ｓ２０２）。
【００７５】
　この場合には、自動生成された処理のジョブが終了すると（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、代行
アカウントデータベース２２２の内容、具体的には利用可能ページ数情報を更新して、処
理が実行された分だけページ数を減算する（Ｓ２０４）。次にアカウントデータベース２
２１の内容も更新する（Ｓ２０５）。具体的には、依頼人ユーザの課金情報に含まれる利
用ページ数の情報を、代行アカウントで処理実行された分だけページ数を減算する。
【００７６】
　次に、メール送信部２０７が、処理が終了した旨を依頼人ユーザにメール送信する（Ｓ
２０６）。このメールには、終了した処理の内容が記載される。コピーなど、処理実行ボ
タン５０３が押下された場合でも自動生成することができないジョブもあり得るため、実
際に終了した処理の内容を判別できる内容であることが好ましいからである。
【００７７】
　その後は、ログアウトの指示があったか否かを判別し（Ｓ２０７）、ログアウトの指示
があった場合には（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、ログアウト処理を行う。ログアウトの指示は、
例えば図１１の画面でログアウトボタン５０２を押下することによってなされる。
【００７８】
　さて、処理実行ボタン５０３が押下されていない場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、ジョブ実行
指示があったか否かを判別する（Ｓ２０８）。ジョブ実行指示は、図１０、図１１に示さ
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れるジョブ実行指示領域５１１や操作部１１として設けられたスタートボタン（不図示）
等を介して行われるものであって、代行アカウントを用いる以外は通常のアカウントで行
われるジョブ実行指示と同様のものである。
【００７９】
　ジョブ実行指示があった場合には（Ｓ２０８：ＹＥＳ）、ジョブを生成して実行する（
Ｓ２０９）。ジョブ管理部２０６からの通知によりジョブ終了を検知した場合（Ｓ２１０
：ＹＥＳ）、代行アカウントの内容更新（Ｓ２１１）、及び通常アカウントの内容更新を
行う（Ｓ２１２）。これらは、ステップ２０４、及びＳ２０５と同様の処理である。
【００８０】
　次に、ジョブの終了（Ｓ２１０：ＹＥＳ）により、依頼人ユーザによって設定され図７
の依頼処理管理テーブルに格納されている処理が終了したか否かを判別する（Ｓ２１３）
。この判別は、上記したコピー機能のように、ジョブを自動生成することができない場合
だけではなく、例えば図１３に一例が示されるように、処理実行ボタン５０３を設けずに
、設定された処理を処理表示領域５０４に表示するのみとするような実施の形態で、領域
５０４に表示された内容に従って代行アカウントを用いるユーザが処理を実行したような
場合にも好適である。例えばユーザが領域５０４の表示を見て、手動でプリント処理を行
ったような場合に、ステップＳ２１３の判定はＹＥＳとなる。この判定はジョブ管理部２
０６の通知と図７のテーブルとを参照して実現することができる。
【００８１】
　そして依頼された処理が終了した場合には（Ｓ２１３：ＹＥＳ）、ステップＳ２０６へ
と進み、依頼人ユーザに通知メールを送信する。図７のテーブルに格納された処理が終了
したのでない場合には（Ｓ２１３：ＮＯ）、ステップＳ２０７へと進む。
【００８２】
　以上のように、本実施の形態の画像処理装置では、依頼人ユーザが代行アカウントを設
定し、代行アカウントを用いて実行された処理は、依頼人ユーザのアカウントで実行され
たものとして管理がなされるので、ＩＣカード等の媒体を用いる場合と比較して、低コス
ト、かつ悪用等の問題を抑制することが可能となる。
【００８３】
　以下に、代行アカウントの有効期限の管理について説明する。本実施の形態では、代行
アカウントが登録され、有効期限が到来したものについて、当該代行アカウントが用いら
れたことがあるか否かを判別する構成とすることができる。このような構成を備えること
により、例えば請負人ユーザが依頼された作業を行うことなく、代行アカウントが有効で
なくなる、といった事態の発生を抑制することができる。なお、このような管理を行うた
めには、例えば代行アカウントを用いてログインがなされたか否かを判別し、ログインが
なされた旨を示すフラグを代行アカウントデータベース２２２にセットしておく構成とす
ることが考えられる。
【００８４】
　図１４は、代行アカウント期限管理処理の内容の一例について説明するための図である
。この処理は代行アカウント管理部２０５により、例えば定期的に代行アカウントデータ
ベース２２２の内容を参照して行うことができる。まず、有効期限の到来した代行アカウ
ントを検出した場合（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、当該代行アカウントが未使用であるか否かを
判別する（Ｓ３０２）。
【００８５】
　未使用でない場合には（Ｓ３０３：ＮＯ）、当該代行アカウントを無効とする処理を実
行する（Ｓ３０４）。無効化処理には、代行アカウントの削除、無効フラグのセットなど
が可能である。未使用であった場合には（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、依頼人ユーザに、その旨
を通知するメールを送信する（Ｓ３０５）。この未使用通知メールを受け取った依頼人ユ
ーザは、例えば有効期限の延長、代行アカウントの再度の登録等の処理で対応することが
できる。全ての代行アカウントについて、有効期限到来の検出処理を終了すると（Ｓ３０
６：ＹＥＳ）、有効期限の管理処理を終了する。
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【００８６】
　なお、上記の実施の形態では、操作部１１からの操作を介して処理の実行を指示した場
合について説明したが、例えばネットワークを介して接続されたＰＣ等の外部装置からプ
リント等の処理の実行を指示する場合でも、代行アカウントを用いることは可能である。
その際には、ＰＣ等の外部装置で代行アカウントの識別子及び認証情報を入力し、ＭＦＰ
１００への処理実行指示プログラムが、当該識別子及び認証情報を送信する。なお、認証
情報としては、代行アカウントに設定されたパスワード（図５参照）、又は請負人ユーザ
のパスワード（図４参照）のいずれを用いることもできる。
【００８７】
　ＭＦＰ１００の側では、代行アカウントの識別子及び認証情報を用いてユーザ認証を行
い、認証ＯＫとなった場合には、指示された処理を実行して代行アカウントデータベース
２２２の内容を更新するとともに、アカウントデータベース２２１の内容を更新するよう
にすればよい。この更新処理は、図１２のフローチャートのステップＳ２０４、Ｓ２０５
の処理に相当するものであって、代行アカウントで実行された処理を依頼人ユーザのアカ
ウントに反映させるものである。
【００８８】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態では、画像処理装置
の一例としてのＭＦＰ１００における処理の管理を、ＭＦＰ１００に接続された管理装置
で実行する場合について説明する。
【００８９】
　図１５は、本実施の形態における画像処理装置の管理システムの構成の一例を示す図で
ある。同図の例では、画像処理装置の例としてのＭＦＰ１０１に加えてＭＦＰ１０２がＬ
ＡＮ等のネットワーク５００に接続されており、ネットワーク５００にさらに、画像処理
装置の管理装置としてのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１０３が接続されている。
【００９０】
　本実施の形態では、ＭＦＰ１０１には代行アカウントを登録、管理等する機能は備えら
れていない。但し、ユーザ認証を管理装置１０３を用いて行うとともに（認証サーバを外
部に設ける技術は公知であって、第１の実施の形態の技術に適用することもできる。）、
代行アカウントの管理を管理装置１０３で行う点が第１の実施の形態と異なっている。
【００９１】
　図１６は、本実施の形態の管理装置１０３の機能的構成の一例を示すブロック図である
。管理装置１０３は、ユーザ認証部６０１、アカウント管理部６０２、代行アカウント管
理部６０３、メール送信部６０４、アカウントデータベース６２１、代行アカウントデー
タベース６２２を備えている。アカウントデータベース６２１、代行アカウントデータベ
ース６２２は、例えばＰＣ１０３のハードディスクに設けることができる。
【００９２】
　データベースの内容や各部の処理内容は第１の実施の形態と基本的に同一であるので、
ここでの詳細な説明は省略するが、アカウント管理部６０２や代行アカウント管理部６０
３は、ネットワーク５００を介して各ＭＦＰなどから送信されてくるジョブ実行情報等に
従ってアカウントデータベース６２１、代行アカウントデータベース６２２の内容更新等
を実行する。代行アカウントの新規登録に際しては、管理装置１０３に設けられたディス
プレイ等の表示部（不図示）に図６のような画面を表示し、キーボード、マウス等の入力
手段を用いて登録することも可能である。なお、本実施の形態では、代行アカウントの機
能制限として、利用可能なＭＦＰに制限をかけることができる。
【００９３】
　また、管理装置１０３で管理されるアカウントや代行アカウントについて、複数のＭＦ
Ｐで同一のアカウントを用いるようにすることができ、その場合には、複数のＭＦＰで実
行された処理を管理装置１０３でアカウントごとにまとめて管理することができる。即ち
、代行アカウントについても、同一の代行アカウントを用いてＭＦＰ１０１とＭＦＰ１０



(20) JP 4572805 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

２とで処理が実行された場合に管理装置１０３でアカウントごとにまとめて管理すること
ができるという利点がある。
【００９４】
　依頼する処理の内容を設定することが可能である点、依頼された処理が終了した場合に
依頼人ユーザにメールで通知することが可能である点、有効期限が到来した代行アカウン
トが未使用であった場合に通知することが可能である点など、いずれも第１の実施の形態
と同様に実現することができる。なお、管理装置１０３の機能は、ＭＦＰ等の画像処理装
置に実装することもできる。
【００９５】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施の形態では、上記デバイス
連携機能（図６参照）を用いる場合について説明する。
　図１７は、本発明の実施の形態におけるデバイス連携機能について説明するための図で
ある。デバイス連携機能とは、ネットワーク５００に、ＭＦＰ１１０、１１１、１１２、
１１３がそれぞれ接続された場合に、同一のワークグループが設定された複数のＭＦＰ間
で仮想サブネットワーク７００を構築し、仮想サブネットワーク７００を構成するＭＦＰ
間で所定の情報交換を行って、各ＭＦＰ内に格納されたデータ等を共用することにより、
他のＭＦＰに格納された機能や情報をあたかも自己のＭＦＰで用いることができるかのよ
うにする機能である。
【００９６】
　なお、ネットワーク５００は、例えばローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であり、
接続形態は有線または無線を問わない。なおネットワーク５００は、ＬＡＮに限らず、イ
ンターネットなどのワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、一般公衆回線を用いたネット
ワーク等であってもよい。なお、ＭＦＰ１１３は他のＭＦＰとワークグループが異なるも
のとし、従って仮想サブネットワーク７００を構成する画像処理装置とは認識されない。
仮想サブネットワーク７００を構成するに際しては、ブロードキャストパケットによりワ
ークグループ情報の交換を行い、同一ワークグループの画像処理装置にて仮想サブネット
ワークを構成するようにしている。仮想サブネットワーク７００を構成するＭＦＰ等の画
像処理装置の台数は任意である。
【００９７】
　なお、本明細書では、仮想サブネットワークの構成方法等について過剰な説明は省略す
るため、仮想サブネットワーク（デバイス連携機能）については、本願出願人による他の
特許出願（例えば特願２００５－１６０９９９、特願２００５－１６１０００、特願２０
０５－１６１００１、特願２００５－２３６９３１等）の内容も参照されたい。仮想サブ
ネットワーク７００を構成するＭＦＰ間では、各々のハードディスクに格納されたファイ
ル等を共有することができる。本機能を常に利用可能とすることはセキュリティ上の問題
を招来する可能性もあることから、代行アカウントの登録に際して、当該デバイス連携機
能の利用を許可するか否かを設定することを可能としたものである（図６参照）。
【００９８】
　デバイス連携機能の利用が許可されている場合には、例えば、仮想サブネットワーク７
００を構築する他のＭＦＰに格納されているファイルのプリント処理等を代行アカウント
でログインした場合に実行することができる。しかしながら、デバイス連携機能の利用が
許可されていない場合には、他のＭＦＰに格納されている情報を利用することはできず、
ログインしたＭＦＰに格納されたデータのみを参照して処理を実行することができる。な
お、デバイス連携機能の利用許可の設定は、第２の実施の形態のように代行アカウントの
管理をＭＦＰ１００でなく外部の管理装置１０３で行うようにした場合も同様に指定する
ことが可能である。
【００９９】
　（変形例）
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の内容が上記各実施の形態にお
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いて説明された具体例によって限定されないことは勿論であり、例えば、以下のような変
形例を考えることもできる。
【０１００】
　（１）代行アカウントの新規登録は、インターネット、一般電話回線、専用線等で接続
された端末を用いて、出張先等の外部から行うこともできる。この際には、例えばＭＦＰ
にＷｅｂサーバの機能を持たせ、外部の情報端末にインストールされたブラウザ等のソフ
トウェアから図６に一例が示されたような情報を入力する。入力された情報をＭＦＰ内の
代行アカウントデータベースに登録することにより、請負人ユーザが依頼人に代行してＭ
ＦＰで処理を実行させることが可能となる。このような外部からの代行アカウントの登録
は、第２の実施の形態の管理装置１０３に対して実行することも可能である。
【０１０１】
　（２）上記実施の形態では詳細な説明を省略したが、代行アカウントデータベースの構
築、代行アカウント登録画面の表示、代行アカウントで処理が実行された場合に、既存の
アカウントデータベースに反映される処理などを実行させるプログラムを、例えば制御プ
ログラムのバージョン更新を利用して、既存の画像処理装置に組み込むことも可能である
。
【０１０２】
　（３）上記実施の形態（図１３）では、処理表示領域５０４には依頼された処理の内容
を表示するのみで、処理実行ボタンの機能は持たせない場合を説明したが、同図の各ボタ
ンに処理実行ボタンの機能を持たせることも可能である。この場合には、設定された処理
ごとに、当該ボタンを押下することでジョブを生成し、自動実行させることもできる。例
えば図１３の例で、ドキュメントフィーダ１７に原稿をセットして「５部コピー」のボタ
ンを押下することで５部コピーする処理を実行させることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は、例えば、ＭＦＰ、プリンタ、複写機、スキャナ、ＦＡＸ送信装置、その他ア
カウントごとに処理の管理を行う画像処理装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】ＭＦＰ１００の外観の一例を示す図である。
【図２】ＭＦＰ１００のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】ＭＦＰ１００の機能的構成の一例について説明するためのブロック図である。
【図４】アカウントデータベース２２１の内容の一例を示す図である。
【図５】代行アカウントデータベース２２２の内容の一例について説明するための図であ
る。
【図６】代行アカウントを新規登録するためにディスプレイ部１２に表示させる画面の一
例を示す図である。
【図７】依頼処理管理テーブルの内容の一例を示す図である。
【図８】ディスプレイ部１２に表示される登録内容確認画面の一例を示す図である。
【図９】代行アカウントが登録された場合のＭＦＰ１００での具体的な処理内容の一例に
ついて説明するためのフローチャートである。
【図１０】通常のアカウントでログインした場合にディスプレイ部１２に表示される画面
の一例を示す図である。
【図１１】代行アカウントでログインした場合にディスプレイ部１２に表示される画面の
一例を示す図である。
【図１２】代行アカウントでログインした際の処理を管理する代行アカウント処理管理処
理の内容の一例について説明するためのフローチャートである。
【図１３】処理実行ボタン５０３を設けずに、設定された処理を処理表示領域５０４に表
示するのみとする場合にディスプレイ部１２に表示される画面の一例を示す図である。
【図１４】代行アカウント期限管理処理の内容の一例について説明するための図である。



(22) JP 4572805 B2 2010.11.4

10

20

30

【図１５】第２の実施の形態における画像処理装置の管理システムの構成の一例を示す図
である。
【図１６】管理装置１０３の機能的構成の一例を示すブロック図である。
【図１７】デバイス連携機能について説明するための図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１１　　　　　　　　　　　操作部
　　１２　　　　　　　　　　　ディスプレイ部
　　１３　　　　　　　　　　　スキャナ部
　　１４　　　　　　　　　　　プリンタ部
　　１６　　　　　　　　　　　通信インタフェース
　　１７　　　　　　　　　　　ドキュメントフィーダ
　　１８　　　　　　　　　　　給紙装置
　　１９　　　　　　　　　　　トレイ
　　２０　　　　　　　　　　　ＣＰＵ
　　２１　　　　　　　　　　　ＲＯＭ
　　２２　　　　　　　　　　　ＲＡＭ
　　２３　　　　　　　　　　　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　　２０１　　　　　　　　　　表示内容制御部
　　２０２　　　　　　　　　　入力取得部
　　２０３、６０１　　　　　　ユーザ認証部
　　２０４、６０２　　　　　　アカウント管理部
　　２０５、６０３　　　　　　代行アカウント管理部
　　２０６　　　　　　　　　　ジョブ管理部
　　２０７、６０４　　　　　　メール送信部
　　２１０、６１０　　　　　　処理管理部
　　２２１、６２１　　　　　　アカウントデータベース
　　２２２、６２２　　　　　　代行アカウントデータベース
　　３０２　　　　　　　　　　請負人ユーザ指定ボックス
　　３０３　　　　　　　　　　パスワード指定ボックス
　　３２１　　　　　　　　　　有効期限入力ボックス
　　３２２　　　　　　　　　　ログイン回数入力ボックス
　　３３２　　　　　　　　　　機能制限設定領域
　　３４２　　　　　　　　　　依頼処理内容設定領域
　　５００　　　　　　　　　　ネットワーク（ＬＡＮ）
　　５０１　　　　　　　　　　代行アカウントへの切り替えボタン
　　５０３　　　　　　　　　　処理実行ボタン
　　７００　　　　　　　　　　仮想サブネットワーク
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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