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(57)【要約】
【課題】ＭＦＰの置き換え作業を簡素化する。
【解決手段】ＭＦＰＡ１８０で機能無効化処理を指示す
ると、全機能が無効化されて機能無効化証明鍵が発行さ
れ（Ｓ１４０１）、機能に係る資源がＭＦＰＢ１８１に
転送される（Ｓ１４０２）。また、ＭＦＰＢ１８１でそ
の受信を完了すると、機能複写完了証明鍵が発行される
（Ｓ１４０３）。これら鍵をライセンスサーバ１０１に
入力するとデータベースが更新されて機能有効化鍵が発
行される。これをＭＦＰＢ１８１に入力すると、転送さ
れた資源に係る機能が遊行されれる（Ｓ１４０７）。
【選択図】図１４



(2) JP 2009-271680 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器と該機器に許諾された機能のライセンスとを関連づけて登録したデータベースと、
　ライセンス移譲元装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含む機能無効化証明鍵情
報と、ライセンス移譲先装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含む機能複写完了証
明鍵情報の入力を受け付ける受け付け手段と、
　前記受け付け手段により前記機能無効化証明鍵情報と前記機能複写完了証明鍵情報との
入力を受け付けると、前記データベースにおいて前記機能無効化証明鍵情報に基づいて特
定される前記ライセンス移譲元装置に関連づけて登録されている機能のライセンスを無効
化し、前記機能複写完了証明鍵情報に基づいて特定される前記ライセンス移譲先装置と関
連づけて、前記ライセンス移譲元装置に関して無効化された機能のライセンスを登録する
登録変更手段と、
　前記ライセンス移譲先装置に入力されて該装置と関連づけてライセンスが登録された機
能の有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行する有効化鍵発行手段と
を備えることを特徴とするライセンス管理装置。
【請求項２】
　前記受け付け手段は、前記機能無効化証明鍵情報と前記機能複写完了証明鍵情報のオフ
ラインによる入力を受け付け、前記発行手段は、前記機能有効化鍵情報をオフラインで発
行することを特徴とする請求項１に記載のライセンス管理装置。
【請求項３】
　ライセンス移譲指示を受け付ける受け付け手段と、
　前記ライセンス移譲指示を受け付けると、ライセンスされている全ての機能のライセン
スを無効化する無効化手段と、
　前記無効化手段により機能が無効化されたことと、当該機能が無効化された装置を特定
するための機器ＩＤとを示す機能無効化証明鍵情報を発行する証明発行手段と、
　前記無効化手段により無効化された機能を実現するためのプログラムまたはデータまた
はそのいずれかを、当該機能の有効化処理が実行されるまでは移譲された機能を実行でき
ないライセンス移譲先装置に対して送信する複写手段と
を備えることを特徴とする被ライセンス機能実行装置。
【請求項４】
　請求項１または２記載のライセンス管理装置と、
　ライセンス移譲元装置として請求項３記載の被ライセンス機能実行装置と、
　前記ライセンス移譲元装置から、機能を実現するためのプログラムまたはデータまたは
そのいずれかを受信すると機能複写完了証明鍵情報を発行し、前記有効化鍵情報の入力を
受け付けて機能の有効化処理が指示されると、前記ライセンス移譲元装置から受信したプ
ログラムまたはデータまたはそのいずれかにより実現される機能を有効化するライセンス
移譲先装置と
を具備することを特徴とするライセンス管理システム。
【請求項５】
　受け付け手段と登録変更手段と有効化鍵発行手段とを備え、機器と該機器に許諾された
機能のライセンスとを関連づけて登録したデータベースを有するライセンス管理装置にお
けるライセンス管理方法であって、
　受け付け手段が、ライセンス移譲元装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含む機
能無効化証明鍵情報と、ライセンス移譲先装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含
む機能複写完了証明鍵情報の入力を受け付ける受け付け工程と、
　登録変更手段が、前記受け付け工程により前記機能無効化証明鍵情報と前記機能複写完
了証明鍵情報との入力を受け付けると、前記データベースにおいて前記機能無効化証明鍵
情報に基づいて特定される前記ライセンス移譲元装置に関連づけて登録されている機能の
ライセンスを無効化し、前記機能複写完了証明鍵情報に基づいて特定される前記ライセン
ス移譲先装置と関連づけて、前記ライセンス移譲元装置に関して無効化された機能のライ
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センスを登録する登録変更工程と、
　有効化鍵発行手段が、前記ライセンス移譲先装置に入力されて該装置と関連づけてライ
センスが登録された機能の有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行する有効
化鍵発行工程と
を有することを特徴とするライセンス管理方法。
【請求項６】
　ライセンス移譲元装置が、ライセンス移譲先装置へのライセンス移譲指示を受け付ける
受け付け工程と、
　前記ライセンス移譲元装置がライセンス移譲指示を受け付けると、ライセンスされてい
る全ての機能のライセンスを無効化する無効化工程と、
　前記ライセンス移譲元装置が、前記無効化工程により機能が無効化されたことと、該装
置の機器ＩＤとを含む機能無効化証明鍵情報を発行する証明発行工程と、
　前記ライセンス移譲元装置が、前記無効化工程によりライセンスを無効化された機能を
実現するためのプログラムまたはデータまたはそのいずれかを、当該機能の有効化処理が
実行されるまでは移譲された機能を実行できないライセンス移譲先装置に対して送信する
複写工程と、
　前記ライセンス移譲先装置が、機能を実現するためのプログラムまたはデータまたはそ
のいずれかを前記ライセンス移譲元装置から受信すると、前記ライセンス移譲先装置を特
定するための機器ＩＤを含む機能複写完了証明鍵情報を発行する完了鍵発行工程と、
　ライセンス管理装置が、前記ライセンス移譲元装置により発行された機能無効化証明鍵
情報とライセンス移譲先装置により発行された機能複写完了証明鍵情報の入力を受け付け
ると、機器と該機器に許諾された機能のライセンスとを関連づけて登録したデータベース
において、前記機能無効化証明鍵情報に基づいて特定される前記ライセンス移譲元装置に
関連づけて登録されている機能のライセンスを無効化し、前記機能複写完了証明鍵情報に
基づいて特定される前記ライセンス移譲先装置と関連づけて、前記ライセンス移譲元装置
に関して無効化された機能のライセンスを登録する登録変更工程と、
　前記ライセンス管理装置が、前記ライセンス移譲先装置に入力されて、該装置と関連づ
けてライセンスが登録された機能の有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行
する有効化鍵発行工程と、
　前記ライセンス移譲先装置が、前記有効化鍵情報の入力を受け付けて機能の有効化処理
が指示されると、前記ライセンス移譲元装置から受信したプログラムまたはデータまたは
そのいずれかにより実現される機能を有効化する有効化工程と
を備えることを特徴とするライセンス管理方法。
【請求項７】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載された各手段としてコンピュータを機能させるこ
とを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライセンス管理装置及び方法とライセンス管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク接続されライセンス付きアプリケーションプログラム（以下、アプリケー
ションと称する。）がインストール可能な機器がある。また、そのライセンスを管理する
ライセンス発行サーバを用いて、ある機器にインストールされているアプリケーションお
よびその正当なライセンスを他の機器に移譲できるようにする処理が提案されている（例
えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開2006-217320号公報（第１０頁、図６等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　たとえばアプリケーションがインストールされた機器の故障や老朽化等により新たな機
器に置き換えるような場合、その全てのライセンス済みアプリケーションを、新たな機器
に移譲する必要がある。この様な場合、特許文献１記載のシステムを利用すると、個々の
アプリケーションおよびその正当なライセンスについて移譲するための操作を行う必要が
ある。また、特許文献１記載のシステムは、ライセンス発行サーバと機器とがネットワー
ク等で接続されている必要があり、移譲要求や削除通知といったメッセージがサーバと機
器との間で交換される。
【０００４】
　本発明は上記従来例に鑑みて成されたもので、上記必要性を解消し、簡素な構成かつ簡
単な操作で複数のライセンスを移譲する操作を可能としたライセンス管理装置及び方法と
ライセンス管理システム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】
　上記目的を達成するために本発明は以下の構成を備える。すなわち、機器と該機器に許
諾された機能のライセンスとを関連づけて登録したデータベースと、
　ライセンス移譲元装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含む機能無効化証明鍵情
報と、ライセンス移譲先装置により発行された、該装置の機器ＩＤを含む機能複写完了証
明鍵情報の入力を受け付ける受け付け手段と、
　前記受け付け手段により前記機能無効化証明鍵情報と前記機能複写完了証明鍵情報との
入力を受け付けると、前記データベースにおいて前記機能無効化証明鍵情報に基づいて特
定される前記ライセンス移譲元装置に関連づけて登録されている機能のライセンスを無効
化し、前記機能複写完了証明鍵情報に基づいて特定される前記ライセンス移譲先装置と関
連づけて、前記ライセンス移譲元装置に関して無効化された機能のライセンスを登録する
登録変更手段と、
　前記ライセンス移譲先装置に入力されて該装置と関連づけてライセンスが登録された機
能の有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行する有効化鍵発行手段と
を備えることを特徴とするライセンス管理装置。
【０００６】
　あるいは、他の観点によれば本発明は以下の構成を備える。すなわちライセンス移譲指
示を受け付ける受け付け手段と、
　前記ライセンス移譲指示を受け付けると、ライセンスされている全ての機能のライセン
スを無効化する無効化手段と、
　前記無効化手段により機能が無効化されたことと、当該機能が無効化された装置を特定
するための機器ＩＤとを示す機能無効化証明鍵情報を発行する証明発行手段と、
　前記無効化手段により無効化された機能を実現するためのプログラムまたはデータまた
はそのいずれかを、当該機能の有効化処理が実行されるまでは移譲された機能を実行でき
ないライセンス移譲先装置に対して送信する複写手段と
を備えることを特徴とする被ライセンス機能実行装置。
【０００７】
　あるいは、さらに他の観点によれば本発明は以下の構成を備える。すなわち、ライセン
ス移譲元装置が、ライセンス移譲先装置へのライセンス移譲指示を受け付ける受け付け工
程と、
　前記ライセンス移譲元装置がライセンス移譲指示を受け付けると、ライセンスされてい
る全ての機能のライセンスを無効化する無効化工程と、
　前記ライセンス移譲元装置が、前記無効化工程により機能が無効化されたことと、該装
置の機器ＩＤとを含む機能無効化証明鍵情報を発行する証明発行工程と、
　前記ライセンス移譲元装置が、前記無効化工程によりライセンスを無効化された機能を
実現するためのプログラムまたはデータまたはそのいずれかを、当該機能の有効化処理が
実行されるまでは移譲された機能を実行できないライセンス移譲先装置に対して送信する
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複写工程と、
　前記ライセンス移譲先装置が、機能を実現するためのプログラムまたはデータまたはそ
のいずれかを前記ライセンス移譲元装置から受信すると、前記ライセンス移譲先装置を特
定するための機器ＩＤを含む機能複写完了証明鍵情報を発行する完了鍵発行工程と、
　ライセンス管理装置が、前記ライセンス移譲元装置により発行された機能無効化証明鍵
情報とライセンス移譲先装置により発行された機能複写完了証明鍵情報の入力を受け付け
ると、機器と該機器に許諾された機能のライセンスとを関連づけて登録したデータベース
において、前記機能無効化証明鍵情報に基づいて特定される前記ライセンス移譲元装置に
関連づけて登録されている機能のライセンスを無効化し、前記機能複写完了証明鍵情報に
基づいて特定される前記ライセンス移譲先装置と関連づけて、前記ライセンス移譲元装置
に関して無効化された機能のライセンスを登録する登録変更工程と、
　前記有効化鍵発行手段が、前記ライセンス移譲先装置に入力されて、該装置と関連づけ
てライセンスが登録された機能の有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行す
る有効化鍵発行工程と、
　前記ライセンス移譲先装置が、前記有効化鍵情報の入力を受け付けて機能の有効化処理
が指示されると、前記ライセンス移譲元装置から受信したプログラムまたはデータまたは
そのいずれかにより実現される機能を有効化する有効化工程と
を備えることを特徴とするライセンス管理方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、機器間における複数のライセンスの移動を、簡単な構成かつ簡単な操
作で実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　［第１実施形態］
　以下に、図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００１０】
　＜システム構成＞
　図１は、本発明の好適な実施の形態に係る情報処理装置を含むネットワークシステムの
構成図である。このネットワークシステムは、ソフトウェアを管理するためのものであり
、特にソフトウェアの不正使用を防止するシステムである。本システムでは、例えば、ソ
フトウェアを導入する装置を一意に識別する個体番号の入力と引き替えにライセンス情報
を発行することができる。
【００１１】
　ライセンス発行サーバ１０１は、ライセンス情報発行処理全般を司る情報処理装置であ
り、ライセンス管理装置の一例である。ライセンス発行サーバ１０１により、ライセンス
移譲元装置により発行された機能無効化証明鍵情報と、ライセンス移譲先装置により発行
された機能複写完了証明鍵情報の入力を受け付ける受け付け手段が実現される。また、ラ
イセンス発行サーバ１０１により登録変更手段も実現される。登録変更手段は、機能無効
化証明鍵情報と機能複写完了証明鍵情報を受け付け、データベースにおいて、ライセンス
移譲元装置に登録された機能のライセンスを無効化し、無効化された機能のライセンスを
ライセンス移譲先装置に関連づけて登録する。また、ライセンス発行サーバ１０１により
、ライセンス移譲先装置に入力されて該装置と関連づけてライセンスが登録された機能の
有効化処理を許可するための機能有効化鍵情報を発行する有効化鍵発行手段も実現される
。ライセンス発行サーバ１０１は、汎用コンピュータの構成を備えており、プロセッサや
メモリ、ネットワークインターフェース等を用いて、予めコーディングされたプログラム
を実行することで各手段を実現する。このプログラムの手順のひとつが後述する図１３の
フローチャートで示されるものである。なお本実施形態でいうライセンスは、特定の機能
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の実行が許諾されていることを示すライセンス情報と同義である。
【００１２】
　ユーザ端末１０２はユーザが管理する情報処理装置である。パーソナルコンピュータや
携帯端末やプリンタや複写機など、ネットワークに接続可能でソフトウェアをインストー
ル可能なあらゆる情報処理装置がユーザ端末１０２となりうる。ユーザ端末１０２はネッ
トワーク１０３でライセンス発行サーバ１０１と接続されており、その端末としても機能
する。
【００１３】
　ディジタル複合機１８０、１８１は、ライセンス発行サーバ１０１から発行されるライ
センスをインストールすることにより各種アプリケーションが動作する複合機である。す
なわち被ライセンス機能を実行可能な被ライセンス機能実行装置として機能する。複合機
は複数存在し、各複合機は互いに接続されている。図３では、複合機はライセンス発行サ
ーバ１０１と接続されているが、本実施形態の発明に関しては、複合機１８０，１８１と
ライセンス発行サーバ１０１とがオフラインであっても（すなわちネットワークで直接接
続されていなくとも）よい。
複合機１８０、１８１は、ライセンス移譲元においては、ライセンス移譲指示を受け付け
る受け付け手段と、ライセンス移譲指示に応じてライセンスされている全ての機能のライ
センスを無効化する無効化手段とが実現される。さらに、機能が無効化されたことと、そ
の機能が無効化された装置を特定する機器ＩＤとを示す機能無効化証明鍵情報を発行する
証明発行手段も実現される。さらに、ライセンスを無効化された機能を実現するためのプ
ログラムまたはデータまたはそのいずれかを、その機能の有効化処理が実行されるまでは
移譲された機能を実行できないライセンス移譲先装置に対して送信する複写手段としても
機能する。ここで、ライセンスが与えられる機能は、その機能に対応したアプリケーショ
ンプログラムをコンピュータが実行し、またデータを参照することで実現される。それら
アプリケーションプログラムやデータを、本実施形態では単にアプリケーションと呼ぶこ
とにする。さらに、ライセンス移譲先の複合機においては、完了鍵発行手段としても機能
する。
【００１４】
　ライセンス情報管理データベース１０６はライセンス発行サーバ１０１に接続され、少
なくとも複合機の機器ＩＤと、機能（あるいはアプリケーション）のＩＤと、その機能が
有効か無効かを示す情報とが互いに関連づけて登録されている。その一例を図４に示す。
図４では、機器ＩＤ（図ではデバイスＩＤ）に機能ＩＤが対応づけられ、それが有効か無
効かを示すフラグがさらに関連づけて登録されている。
【００１５】
　機能有効化鍵発行部１５４は、有効化鍵発行手段に相当し、機能無効化証明鍵入力モジ
ュール１５５、機能複写完了証明鍵入力モジュール１５６及び機能有効化鍵発行モジュー
ル１５７が含まれる。
【００１６】
　表示部１２３は、ユーザ端末１０２に含まれる表示部であり、たとえばここに機能有効
化鍵（あるいは機能有効化鍵情報）が表示される。入力部１２４はユーザ端末１０２に含
まれる入力部である。この入力部１２４を通して機能無効化証明鍵や機能複写完了証明鍵
が入力される。
【００１７】
　本システムで管理されるソフトウェアを、ユーザが管理する複合機にインストールして
から有効化するためには、ライセンス発行サーバ１０１から発行された有効化鍵情報が必
要とされる。ライセンス発行サーバ１０１は、適正な機能無効化証明鍵情報および機能複
写完了証明鍵情報が入力されれば、有効化鍵情報を発行する。
【００１８】
　有効化鍵情報には、ソフトウェアのインストール先の機器の識別情報（すなわちＩＤ）
を埋め込むことができる。これにより、鍵情報に基づいてその鍵の生成元である装置を特
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定可能である。
【００１９】
　図２は、本実施例における複合機の機能ブロック図である。複合機は、イメージスキャ
ナとプリンタ、通信インターフェースおよびユーザインターフェース（ＵＩ）を備えてい
る。そして、ＵＩ上で指示された機能あるいは通信インターフェースを介して指示されて
機能を遂行する。さらに、たとえばＪＡＶＡ（登録商標）等のプラットフォーム上で実行
されるアプリケーションプログラムを追加あるいは削除することで、機能を追加あるいは
削除するプラグイン機能を有している。アプリケーションプログラム（すなわちそれによ
って実現される機能）は、単にインストールされるだけでなく、有効化されて初めて実行
可能となる。有効化は、たとえば有効化処理により有効フラグをセットするなど簡単な仕
組みであってよいし、所定の認証手続きが必要なライセンスファイルを複製し、その認証
手続きを受けるなど、複雑な仕組みであっても良い。複合機は、詳細には次のような構成
を持つ。
【００２０】
　複合機２０１は、図１の複合機１８０，１８１に相当する。スキャナ機能部２０２は、
紙文書を読み取り二値画像データに変換する機能を有する。プリント機能部２０３は、先
にスキャナ機能部２０２により読み取られ、二値画像データに変換された画像を、プリン
タに対するコマンドを付加してプリンタデバイスに出力する機能を有する。またファクシ
ミリ機能部２０４は、スキャナ機能部２０２により読み取られ、二値画像データに変換さ
れた画像を、Ｇ３、Ｇ４等のファクシミリ規格に応じた符号化を行う。またファクシミリ
規格応じたプロトコルにより外部ファクシミリと画像通信を行う機能を有する。また外部
ファクシミリよりファクシミリ規格に応じてファクシミリ画像を送受信する機能を有する
。ジョブ制御機能部２０５は、スキャナ機能部２０２から受信した二値画像データや、フ
ァクシミリ機能部２０５が外部から受信したファクシミリ画像データをプリントジョブと
してキューイングする。そしてジョブ制御機能部２０５は、順次プリント機能部２０３や
ファクシミリ機能部２０４や、後述するネットワーク機能部２０６に対して適宜出力する
、ジョブ制御機能を有する。ネットワーク機能部２０６は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＨＴＴＰ、Ｆ
ＴＰ、ＬＤＡＰ、ＳＮＭＰ、ＳＭＴＰ、ＳＳＬ等の各種ネットワークプロトコル機能を有
する。ユーザインターフェース機能部２０７は、複合機２０１のオペレーションパネルの
ユーザによる入出力を管理し、オペレーションパネル上に入力フィールド、出力メッセー
ジフィールド等を表示する。またユーザインターフェース機能部２０７は、ユーザからの
入力フィールドに対する入力値を受け取り、他機能部に通知し、また他機能部からのユー
ザに対するメッセージを予めデザインされた画面に表示する機能を有する。ライセンス管
理部２０８は、ＵＩ機能部２０７やネットワーク上の情報端末（図示せず）を利用してア
プリケーション機能部２０９内の各種アプリケーションのライセンスに応じて機能の無効
かあういは有効化を行う。
【００２１】
　アプリケーション機能部２０９は、複合機２０１上で動作する各種アプリケーションを
インストール、ユーザ認証、実行、アンインストールする機能を有する。またアプリケー
ション機能部２０９は、アプリケーションインストール時にアプリケーションの有効期限
を設定する。そして、アプリケーション実行時に後述する時間管理部２１４の機能を利用
してアプリケーションインストール時に予め設定された有効期限を判定することにより、
有効期限付きアプリケーションを実現する。アプリケーション有効期限の設定は、アプリ
ケーションオブジェクト内部に有効期限情報を格納しても良いし、あるいはアプリケーシ
ョンインストール時にアプリケーションの付加情報として別オブジェクトとして設定して
も良い。また有効期限は、インストール時からアプリケーションが動作しなくなるまでの
日数で示される。有効期限は、本実施例のような有効期間を示す日数でも良いし、あるい
は何年何月何日まで、といった有効期限日であっても良い。有効期限日であった場合も、
複合機２０１内部のシステム時計から有効期間を示す日数を計算することは自明である。
また日数よりさらに細かい単位、例えば秒単位であっても良い。これもシステム内部時計
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の単位の範囲であれば、有効期限を計算することが可能であることは言うまでもない。本
有効期限は、アプリケーションインストール時に後述するインストール時刻設定関数に引
数として渡され、複合機２０１内の不揮発性記憶領域に記憶される。
【００２２】
　Ｍａｉｌアプリケーション２１０は、アプリケーション機能部上で動作する複合機２０
１のアプリケーションの一つである。Ｍａｉｌアプリケーション２１０は、ネットワーク
上の情報端末から送信される電子文書を添付された電子メールを、ネットワーク機能部２
０６を用いて受信し、プリント機能部を用いて印刷する機能を有する。またＭａｉｌアプ
リケーション２１０は、スキャナ機能部２０２を用いて読み取られた電子文書を電子メー
ルに添付し、予め設定された転送先に前記電子文書を添付された電子メールを送信する機
能を有する。遠隔操作アプリケーション２１１はアプリケーション機能部上で動作する複
合機２０１のアプリケーションの一つである。遠隔操作アプリケーション２１１は、ネッ
トワーク上の情報端末（図示せず）に、ＵＩ機能部を用いて複合機本体に表示する本体タ
ッチパネルと同じインターフェースを表示して、遠隔で操作を可能にする機能を有する。
文書フォーマット変換アプリケーション２１２はアプリケーション機能部上で動作する複
合機２０１のアプリケーションの一つである。文書フォーマット変換アプリケーション２
１２は、予め設定した電子データフォーマットに変換する機能を有する。操作者によりス
キャナ機能部２０２をもちいて読み取られた電子データや、ネットワーク上の情報端末か
ら送信されネットワーク機能部２０６を用いて送信された電子データが変換対象となる。
文書管理システムアプリケーション２１３はアプリケーション機能部上で動作する複合機
２０１のアプリケーションの一つである。文書管理システムアプリケーション２１３は、
ネットワーク上や複合機本体内の予め設定した文書保管場所に格納する機能を有する。操
作者による本体操作によりスキャナ機能部２０２をもちいて読み取られた電子データや、
ネットワーク上の情報端末から送信されネットワーク機能部２０６を用いて送信された電
子データが格納対象となる。
【００２３】
　Ｍａｉｌ送受信アプリケーション２１０、遠隔操作アプリケーション２１１、文書フォ
ーマット変換アプリケーション２１２、文書管理システムアプリケーション２１３は、ユ
ーザ認証を行うことができる。いずれも操作者がアプリケーションを使用する際に、アプ
リケーション機能部２０９を通してユーザ認証機能部２０８を用いる。
【００２４】
　時間管理機能部２１４はシステム内蔵時計を持ち、複合機２０１の全機能モジュールに
対し、時刻設定、参照可能なシステム内蔵時計インターフェースを提供する。また、シス
テムスタート時からの累積設定差分時刻をいわゆるフラッシュＲＯＭ等の不揮発性記憶領
域に保持する機能を有する。また、複合機２０１が接続するネットワーク上の時刻同期サ
ービスによる時刻合わせ機能を持つ。時刻同期サービスとはＴＩＭＥプロトコル（ＲＦＣ
８６８）、ＮＴＰプロトコル（ＲＦＣ１３０５）、ＳＮＴＰプロトコル（ＲＦＣ１７６９
）等で規定されるプロトコルを用いた時刻同期サービスである。さらに、有効期限付きア
プリケーションの有効期限判定を行うために、後述するアプリケーションインストール時
のインストール時刻設定機能を持つ。
【００２５】
　＜ライセンスの移譲手順＞
　次に、本実施形態に係る発明である、複合機から複合機へのアプリケーションのライセ
ンスの移譲（移転）について説明する。図１４は本実施形態の概略を示す図であり、複合
機（図１４ではＭＦＰと略した）Ａ１８０からＭＦＰＢ１８１へと、ＭＦＰＡ１８０の持
つライセンス全てを移譲する様子が示されている。ここで、ライセンスは、全てでなくて
もよい。すなわち、全てのライセンスの一部、予め決められたグループのライセンスの全
てであってもよい。
【００２６】
　図１４において、まずライセンス移譲元装置であるＭＦＰＡ１８０の無効化ボタンを操
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作者が押し、ライセンス移譲先装置の機器ＩＤを入力すると、ＭＦＰＡ１８０にライセン
スされている機能が無効化される。この無効果処理は、機能の無効化と見なしても良いし
、ライセンスの無効化と見なしても良い。またＭＦＰＡ１８０に対するライセンスをライ
センス発行サーバにいったん返却することと解釈することもできる。無効化処理が完了す
ると、機能無効化証明鍵が発行される（Ｓ１４０１）。本実施形態において鍵とは、一定
の処理を遂行するために利用される情報である。機能無効化証明鍵は、機能の無効化が行
われた装置（ここではＭＦＰＡ）を特定するための機器ＩＤを含む。また、機能無効化証
明鍵は、それが機能無効化証明鍵であることを示すＩＤも含む。発行された機能無効化証
明鍵は、表示あるいは印刷される。無効化が完了すると、無効化された機能を実現するた
めのプログラムやデータが、指定された移譲先装置へと転送される（Ｓ１４０２）。本実
施形態ではこの移譲は通信で実現しているが、保存メディアを介して移譲しても良い。転
送が完了すると、機能複製完了証明鍵が発行される。これは移譲元装置で発行しても良い
が、本実施形態では移譲先装置で発行される（Ｓ１４０３）。機能複製完了証明鍵には、
ライセンス移譲先装置の機器ＩＤと、それが機能複製完了証明鍵であることを示すＩＤと
が含まれている。
【００２７】
　次は操作者によるマニュアル操作により、ライセンス発行サーバ１０１の端末から、機
能無効化証明鍵及び機能複写完了証明鍵が入力される（Ｓ１４０４）。ライセンス発行サ
ーバ１０１は、それを受けて鍵の正当性等を評価した後、データベース１０６を更新する
（Ｓ１４０５）。更新の内容は、機能無効化証明鍵に基づいて特定されるライセンス移譲
元装置に関連づけられた機能のライセンスを取り消し、その機能のライセンスを、機能複
製完了証明鍵に基づいて特定されるライセンス移譲先装置に関連づけた機能として登録す
ることである。ライセンスの取り消しを、無効化とも呼ぶ。データベースの更新が完了す
ると、移譲される機能の機能有効化鍵（被複写機能有効化鍵）が発行される（Ｓ１４０６
）。発行された鍵は表示或いは印刷される。機能有効化鍵には、ライセンス移譲先装置の
機器ＩＤが含まれる。また、ライセンス移譲元装置の機器ＩＤが含まれていることが望ま
しい。
【００２８】
　利用者は次に機能有効化鍵をライセンス移譲先装置に入力する。これを受けたライセン
ス移譲先装置であるＭＦＰＢ１８１は、ＭＦＰＡ１８０から複製された機能（具体的には
プログラムやデータ）の有効化処理を行う。ＭＦＰＡ１８０から複製された機能であるこ
との判定は、たとえばＭＦＰＡ１８０からの転送時に、転送されたアプリケーションプロ
グラム等に、ライセンス移譲元装置（ここではＭＦＰＡ１８０）の機器ＩＤを付しておく
。そして、機能有効化鍵には、ライセンス移譲元装置の機器ＩＤを含めておくことで、双
方を照合し、一致した機能を有効化すればよい。次に、以上の手順を各装置毎に説明する
。
【００２９】
　＜機能無効化証明鍵の発行＞
　図５は、機能無効化証明鍵を発行するためのライセンス移譲元装置すなわちＭＦＰＡ１
８０のタッチパネル画面表示の一例である。ユーザは、本画面にて、ライセンスキーの入
力、機能（オプション機能とも呼ぶ）の有効化、機能無効化証明鍵の発行を行うことがで
きる。なお本実施形態では、ライセンスを新たに付与する手順については詳しい説明を省
略するが、たとえば、新たにライセンスする機能を指定して、ライセンス用の鍵を入力し
、それによってその機能のプログラム等をインストールすればよい。ライセンス用の鍵は
ライセンス発行サーバ１０１により発行され、同時にライセンスの対象となった装置の機
器ＩＤと機能とが関連づけてデータベース１０６に登録される。以下では、既にＭＦＰＡ
に付与された機能のライセンスを、ＭＦＰＢに移譲する際の手順等を説明する。また、図
１０は、ライセンス移譲元装置における機能無効化処理手順のフローチャートである。
【００３０】
　まず利用者が図５のウインドウ５０１のＯＫボタンを押すことで、ライセンス無効化の
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指示を入力する。それをきっかけにして図１０の処理が開始される。図１０において、ま
ずライセンス移譲元装置に対してライセンスされている機能（アプリケーション）をすべ
て無効化する（Ｓ１００１）。次に、機能無効化証明鍵を発行する（Ｓ１００２）。鍵情
報は図９に示す構成を備えている。すなわち鍵の種類を示すタイプ９０１，機器ＩＤ９０
２、固有情報９０３、機能ＩＤ９０４である。残りは未詳部分と、鍵の誤りや偽造を防止
するためのハッシュ値である。タイプ９０１に、機能無効化証明鍵のＩＤが記述され、機
器ＩＤ９０２にはライセンス移譲元装置の機器ＩＤが記述される。機能ＩＤ９０４には、
本実施形態ではライセンスされた全機能を示すＩＤが記述される。これは個々の機能のＩ
Ｄであってもよいし、全機能であることを示すＩＤであってもよい。発行された機能無効
化証明鍵は、図５のウインドウ５０２に表示される。図示していないが、印刷のための指
示ボタンを設けても良い。
【００３１】
　次に無効化した機能のアプリケーション等を転送する転送先（すなわちライセンス移譲
先装置）の機器ＩＤの入力を受け付ける（Ｓ１００３）。このウインドウが図５のウイン
ドウ５０３である。転送先が指示されると、その指示された転送先の装置へと、ステップ
Ｓ１００１で無効化した機能のプログラムやデータ等を転送する（Ｓ１００４）。
【００３２】
　以上のようにして、移譲元の装置におけるライセンスを全て無効にし、無効にした機能
に係る資源を移譲先の装置に転送する。そして、無効化が完了したことを示す機能無効化
証明鍵を発行する。ここでは鍵を利用者の視覚に訴える形式で出力したが、たとえば保存
デバイスで保存可能な電子情報として出力しても良い。
【００３３】
　＜機能複写完了証明鍵の発行＞
　次に図６及び図１１を参照して、ライセンス移譲先装置における機能複写完了証明鍵の
発行処理について説明する。図１１において、ライセンス移譲先装置がライセンス移譲元
装置から機能に係る資源を受信すると、その処理が開始される。まず。受信を完了したか
判定し（Ｓ１１０１）、完了していれば機能複写完了証明鍵を発行する（Ｓ１１０２）。
これは表示されあるいは印刷される。図６にその表示ウインドウ６０１の一例を示す。機
能複写完了証明鍵には、機能複写完了証明鍵であることを示すタイプと、複写した全ての
機能の機能ＩＤが含まれる。この後、ライセンス発行サーバ１０１で発行される機能有効
化鍵の入力待ちとなる（Ｓ１１０３）。もちろん、単に待つのではなく、いったん通常の
動作に戻し、利用者の操作に応じて機能有効化鍵の入力を受け付けても良い。
【００３４】
　＜データベースの更新及び機能有効化鍵の発行＞
　次にライセンス発行サーバ１０１におけるデータベースの更新及び機能有効化鍵の発行
処理について説明する。まず、ライセンス発行サーバ１０１は、機能無効化証明鍵の入力
を受け付ける（Ｓ１３０１）。また機能複写完了証明鍵の入力を受け付ける（Ｓ１３０２
）。これらの順序は前後しても良い。この受付画面の一例を図７に示す。画面７００には
、機能無効化証明鍵の入力欄７０１と、機能複写完了証明鍵の入力欄７０２とがあり、そ
れぞれに鍵情報が入力される。入力される鍵情報は、それぞれ図１０、図１１の手順で発
行されたものである。次に入力された鍵は正当か判定する（Ｓ１３０３）。判定はたとえ
は鍵情報に含まれるハッシュ値の再計算により行える。次にライセンス移譲元装置の機器
ＩＤと、移譲の対象となる機能を機能無効化証明鍵から特定する（Ｓ１３０４、Ｓ１３０
５）。そして、データベース１０６に登録されている、ライセンス対象の機器ＩＤとライ
センスされた機能とを関連づけた機器ＩＤ－機能テーブルからライセンス移譲元装置の機
器ＩＤ検索する（Ｓ１３０６）。そして、ライセンス移譲元装置から移譲される機能のリ
ストを作成し（Ｓ１３０７）、そのリストに、全機能の無効化処理を適用する（Ｓ１３０
８）。無効化処理は、たとえば図３に示されているように、有効／無効フラグが「有効」
であることを示している場合に、それを「無効」とすればよい。
【００３５】
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　次にライセンス移譲先装置の機器ＩＤと、移譲の対象となる機能を機能複写完了証明鍵
から特定する（Ｓ１３０９、Ｓ１３１０）。なお、機能の特定は、ステップＳ１３０５で
済んでいるからここでは行わなくとも良い。そして、データベース１０６に登録されてい
る、ライセンス対象の機器ＩＤとライセンスされた機能とを関連づけた機器ＩＤ－機能テ
ーブルからライセンス移譲先装置の機器ＩＤ検索する（Ｓ１３１１）。そして、ライセン
ス移譲先装置に移譲する機能のリストを作成し（Ｓ１３１２）、そのリストに、全機能の
有効化処理を適用する（Ｓ１３１３）。
【００３６】
　そしてデータベースの操作が正当であれば、移動元対象リストや移動先対象リストに適
用されている変更を、データベースにコミットする（Ｓ１３１５）。この結果、たとえば
図４に示されているように、ライセンス移譲元装置（ＭＦＰ＿Ａ）の機能は全て無効とな
る。その一方、ライセンス移譲先装置（ＭＦＰ＿Ｂ）に、ライセンス移譲元装置で無効化
された機能全てが関連づけられ、それら機能が全て有効化される。
【００３７】
　最後に、機能有効化鍵を発行する（Ｓ１３１６）。機能有効化鍵には、それが用いられ
るライセンス移譲先装置の機器ＩＤと、有効化対象の機能ＩＤとが含まれる。この表示例
を図８に示す。図８には、機能有効化鍵２０３が表示されている。これは印刷ボタンを指
示することで印刷可能である。
【００３８】
　＜ライセンス移譲先装置における機能有効化処理＞
　最後に、機能有効化鍵をライセンス移譲先装置に入力して移譲された機能を有効化する
。この手順を図１２に示す。図１２において、まず機能有効化鍵の入力を受け付ける（Ｓ
１２０１）。次に入力された機能有効化鍵をデコードして（Ｓ１２０２）、鍵の正当性を
たとえばハッシュ値により判定する（Ｓ１２０３）。正当であれば鍵の有効性を判定する
（Ｓ１２０４）。鍵の有効性は、たとえば鍵に有効期限などを含めておき、それに基づい
て判定される。本実施形態では特に行わない。次に、鍵に含まれる機器ＩＤと、その鍵が
入力されたライセンス移譲先装置の機器ＩＤとが一致するか判定する（Ｓ１２０５）。一
致していれば、鍵に含まれる機能ＩＤで特定される機能がライセンス移譲先装置にあるか
判定する（Ｓ１２０６）。あれば、それら機能を有効化する（Ｓ１２０７）。機能の有効
化はたとえば機能毎に関連づけた有効フラグをセットするなどの方法であっても良い。ま
たステップＳ１２０３からＳ１２０６まのいずれかの判定で否と判定されれば、該当する
エラーメッセージが表示される。
【００３９】
　以上の手順により、ライセンス移譲元装置で有効であった全てのオプション機能を、指
定されたライセンス移譲先装置で使用可能とすることができる。しかも、操作は、移譲対
象の全ての機能について一括して行うことができ、簡単なものとなる。さらに、仮に手順
の途中で中断しても、ライセンスされていない機能が使用されるという事態を防止できる
。
【００４０】
　さらに詳しくは、本実施形態に係る発明によれば、複数のアプリケーションプログラム
等のオプション機能に係る資源を一度に転送できる。また、複数のアプリケーションの有
効化のために要する手順を簡素化できる。さらに、本実施形態に係る発明によれば、高々
２つの鍵情報をライセンス発行サーバに入力するだけで、データベースを更新することが
できる。
【００４１】
　ライセンス発行サーバ１０１のオペレータと、委譲先装置とがネットワーク接続されて
いない場合すなわち、オフラインの場合に効果を奏する。例えば、ライセンス発行サーバ
１０１のオペレータと、委譲先装置であるＭＦＰ＿Ｂ、ＭＦＰ＿Ａ等の利用者とが電話を
用いた音声通話により機能有効化鍵をやり取りすることも利用可能となる。これは、機能
有効化鍵の長さが短いために可能となる。機能有効化鍵の中に、全てのプログラム名や機



(12) JP 2009-271680 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

能の名前などを含めると、機能有効化鍵はかなりの長さになる。この場合、機能有効化鍵
をやり取りするのは音声通話では不可能なので、ネットワーク回線が必要になる。しかし
、本実施形態によれば、有効化する機能やプログラムの名前等を含める必要がないために
、機能有効化鍵を短いものとすることができる。これにより、ＭＦＰ＿Ａ等のサービスマ
ンがセキュリティの関係からＰＣを顧客先に持ち込めない場合であっても、電話により、
機能有効化鍵をライセンス発行サーバ１０１のオペレータから聞いて入力することが可能
となる。
【００４２】
　なお本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。また本発明の目的は、前述の実
施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、システムあるいは装置に供給
し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが記憶媒体に格納されたプログラムを読み
出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラ
ム自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラム自体およびプロ
グラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００４３】
　また、本発明には、プログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレ
ーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前
述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。さらに、記憶媒体から読み出された
プログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機
能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた場合についても、本発明は適用される。その
場合、書き込まれたプログラムの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニット
に備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施
形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施の形態におけるシステム構成図である。
【図２】本発明の一実施の形態における複合機の機能ブロック図である。
【図３】ライセンス管理データベースあるいは一時的に作成される移譲対象リストの一例
を示す図である。
【図４】ライセンス管理データベースあるいは一時的に作成される移譲対象リストの一例
を示す図である。
【図５】ライセンス移譲元装置におけるユーザインターフェースの一例を示す図である。
【図６】ライセンス移譲先装置におけるユーザインターフェースの一例を示す図である。
【図７】ライセンス発行サーバにおけるユーザインターフェースの一例を示す図である。
【図８】ライセンス発行サーバにおけるユーザインターフェースの一例を示す図である。
【図９】鍵情報の構造を表す図である。
【図１０】ライセンス移譲元装置におけるライセンス無効化処理のフローチャートである
。
【図１１】ライセンス移譲先装置におけるアプリケーション受信処理のフローチャートで
ある。
【図１２】ライセンス移譲先装置におけるライセンス有効化処理のフローチャートである
。
【図１３】ライセンス発行サーバにおけるデータベース更新のフローチャートである。
【図１４】本発明の動作の全体像を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
２０１　複数の有効期限付きアプリケーションが動作する複合機
２０２　複合機２０１におけるＳｃａｎ機能部



(13) JP 2009-271680 A 2009.11.19

10

２０３　複合機２０１におけるＰｒｉｎｔ機能部
２０４　複合機２０１におけるＦＡＸ機能部
２０５　複合機２０１におけるジョブ制御機能部
２０６　複合機２０１におけるネットワーク機能部
２０７　複合機２０１におけるＵＩ機能部
２０８　複合機２０１におけるユーザ認証機能部
２０９　複合機２０１におけるアプリケーション機能部
２１０　アプリケーション機能部２０９におけるＭａｉｌ送受信アプリケーション
２１１　アプリケーション機能部２０９における遠隔操作アプリケーション
２１２　アプリケーション機能部２０９における文書フォーマット変換アプリケーション
２１３　アプリケーション機能部２０９における文書管理システムアプリケーション
２１４　複合機２０１における時間管理機能部

【図１】 【図２】
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