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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像管理装置と、ネットワークを介して前記画像管理装置に接続され、複数機能を有す
る複数の複合画像処理装置と、から構成される画像処理システムであって、
　前記画像管理装置は、
　各ユーザと、該ユーザが前記複合画像処理装置で利用する権限を有する機能を特定する
情報と、を対応付ける機能情報を記憶する機能情報記憶手段と、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用する権限を有する機能を特定する機能情報を、前記機能情報
記憶手段から取得する機能情報取得手段と、
　前記機能情報取得手段が取得した機能情報に基づいて、該ユーザが利用する権限を有す
る機能のメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信するメニュー送信
手段と、
　アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段と、
　を備え、
　前記機能情報取得手段が取得した機能情報によって特定される機能が、前記複合画像処
理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プログラム記憶
手段からアプリケーションプログラムをダウンロードしてから該機能を実行するよう指示
するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信し、
　前記複合画像処理装置は、
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　ユーザのユーザ識別情報の入力を受け付け、入力されたユーザ識別情報を前記画像管理
装置に送信する手段と、
　前記メニュー送信手段から送信されたメニューを受信し、受信したメニューを表示する
表示手段と、
　ユーザの操作に応答して、前記メニューから任意の機能を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された機能を実現する処理を実行する実行手段と、
　を備える、
　ことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して複数の複合画像処理装置に接続され、操作メニューを当該複合画
像処理装置に提供する画像管理装置であって、
　各ユーザと該ユーザが前記複合画像処理装置で利用する権限を有するサービスとを対応
付けるサービス情報を記憶するサービス情報記憶手段と、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記サービス情
報記憶手段から取得するサービス情報取得手段と、
　前記サービス情報取得手段から取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが利用可能
なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信する
メニュー送信手段と、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段と、
　を備え、
　前記サービス情報取得手段が取得したサービス情報によって特定されるサービスが、前
記複合画像処理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プ
ログラム記憶手段からサービス用アプリケーションプログラムをダウンロードしてから該
サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信する、
　ことを特徴とする画像管理装置。
【請求項３】
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の機種を特定する機種情報を受信する機種
情報受信手段と、
　機種別に、その複合画像処理装置で利用可能な機能を特定する機能情報を記憶する機種
別機能記憶手段と、
　前記機種情報受信手段で受信した機種情報で特定される機種に対応する機能情報を前記
機種別機能記憶手段から読み出す機能情報読み出し手段と、
　を備え、
　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前記
機能情報読み出し手段で読み出した機種機能情報に基づいて、メニューを作成する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項４】
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の識別情報を受信する装置識別情報受信手
段と、
　装置識別情報と該装置識別情報で特定される装置で利用可能な機能とを対応付けるため
の機能情報を記憶する機能情報記憶手段と、
　前記装置識別情報受信手段で受信した装置識別情報に対応する機能情報を前記機能情報
記憶手段から読み出す機能情報読み出し手段と、
　を備え、
　　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前
記機能情報読み出し手段で読み出した機能機種情報に基づいて、メニューを作成する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項５】
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の機種を特定する機種情報を受信する機種
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情報受信手段と、
　機種別に、その複合画像処理装置の表示手段のサイズを特定する表示情報を記憶する機
種別表示情報記憶手段と、
　前記機種情報受信手段で受信した機種情報で特定される機種に対応する表示手段に関す
る情報を前記機種別表示情報記憶手段から読み出す表示情報読み出し手段と、
　を備え、
　　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前
記表示情報読み出し手段で読み出した表示サイズに基づいて、メニューを作成する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項６】
　前記複合画像処理装置は、コピー機能と、ファクシミリ機能と、スキャナ機能と、前記
ネットワークに接続された所定のサーバ上のファイルを操作する機能、および前記所定の
サーバにファイルを登録する機能を備え、
　前記メニュー送信手段は、コピー機能、ファクシミリ機能、またはスキャナ機能、ファ
イル操作機能、およびファイル登録機能、のうちユーザに権限が与えられているものを選
択するための項目を送信する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項７】
　前記複合画像処理装置に提供しているサービスの料金を記憶する料金記憶手段と、
　前記サービス情報記憶手段に登録されているユーザ毎に、該ユーザが利用する権限を有
するサービスの料金に関する情報を前記料金記憶手段から取得し、サービス料金を集計す
るサービス料金集計手段と、
　をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項８】
　ユーザの識別情報に対応付けて、該ユーザの利用したサービスの識別情報を含む操作履
歴情報を記憶する、履歴記憶部と、
　該ユーザがあるサービスを所定の回数以上利用した場合、前記メニュー送信手段が該サ
ービスを選択するメニューを用意しないように制御し、該ユーザによる該サービスの利用
を制限する、機能制限手段と、
　を備える、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項９】
　前記複合画像処理装置を識別する装置識別情報と、少なくとも、前記複合画像処理装置
の利用する消耗品の残量を含むステータス情報とを対応付けて受信するステータス情報受
信手段を備え、
　前記メニュー送信手段は、前記ステータス情報受信手段が受信したステータス情報に基
づいて、ユーザが利用可能なサービスを選択するメニューとともに、メンテナンスメニュ
ーを用意し、該サービスメニューと該メンテナスメニューとを併せたメニュー画面を生成
し、前記複合画像処理装置に送信する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。　
【請求項１０】
　前記ステータス情報は、少なくとも、前記複合画像処理装置の利用する消耗品の残量情
報、または前記複合画像処理装置のハードウェアの状態に関する情報のいずれかを備え、
　前記メニュー送信手段は、前記ステータス情報受信手段が受信したステータス情報が該
消耗品の残量であって、該残量が所定量以下であると判断した場合、該消耗品を発注する
ためのメンテナンスメニューを用意し、該受信したステータス情報がハードウェアの異常
を表す場合、メンテナンスの依頼を申し込むためのメニューを用意する、
　ことを特徴とする請求項９に記載の画像管理装置。
【請求項１１】
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　操作メニューを配信する画像管理装置にネットワークを介して接続される複合画像処理
装置であって、
　ユーザ識別情報の入力を受け付け、入力されたユーザ識別情報を前記画像管理装置に送
信する送信手段と、
　送信したユーザ識別情報に応答して前記画像管理装置において用意され、前記ユーザ識
別情報で特定されるユーザに利用権限が与えられている機能のメニューを、前記画像管理
装置から受信する受信手段と、
　受信したメニューを表示する表示手段と、
　ユーザの操作に応答して、前記メニューから任意の機能を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された機能を実現する処理を実行する実行手段と、
　を備え、
　前記ユーザ識別情報で特定されるユーザが利用可能なサービスが、当該複合画像処理装
置にインストールされていない場合、前記画像管理装置より、アプリケーションプログラ
ムをダウンロードしてから該サービスを実行するよう指示するメニューを受信する、
　ことを特徴とする複合画像処理装置。
【請求項１２】
　ネットワークを介して接続された複数の複合画像処理装置に、操作メニューを提供する
方法であって、
　各ユーザと該ユーザが複合画像処理装置で利用する権限を有するサービスとを対応付け
るサービス情報を記憶手段に記憶するステップと、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記記憶手段か
ら取得するステップと、
　前記サービス情報を取得するステップで取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが
利用可能なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に
送信するステップと、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するステップと、
　前記取得されたサービス情報によって特定されるサービスが、前記複合画像処理装置に
インストールされていない場合、サービス用アプリケーションプログラムをダウンロード
してから該サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に
送信するステップと、
　を備える方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　各ユーザと、該ユーザがネットワークを介して接続された複数の複合画像処理装置にお
いて利用する権限を有するサービスと、を対応付けるサービス情報を記憶するサービス情
報記憶手段、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記サービス情
報記憶手段から取得するサービス情報取得手段、
　前記サービス情報取得手段から取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが利用可能
なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信する
メニュー送信手段、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段、
　として機能させ、
　前記サービス情報取得手段が取得したサービス情報によって特定されるサービスが、前
記複合画像処理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プ
ログラム記憶手段からサービス用アプリケーションプログラムをダウンロードしてから該
サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信する、
　ことを特徴とする、操作メニューを複合画像処理装置に提供するための、プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの基本機能を備えるＭＦＰ（Multi-Functi
on Peripheral）等の装置とドキュメント管理などのサービスを提供するサーバとがネッ
トワークを介して接続された構成のシステムにおいて、ドキュメント管理サービスを含む
様々なサービスを提供する技術に関する提案がなされている（例えば、特願２００５－１
６００７１号明細書に開示の技術を参照）。このようなシステムによれば、ユーザはＭＦ
Ｐを操作して、与えられた権限の範囲内で、ネットワークを介して所定のサーバの提供す
るサービスを利用することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようなシステムにおいては、一台のＭＦＰを複数のユーザが共同で使用する場合が
多い。したがって、企業などにおいては、ユーザの立場や権限によってＭＦＰから利用で
きるサービスを変えたいというニーズが高い。一方、所属団体は複数のＭＦＰを保有する
ため、ユーザは、どのＭＦＰからも常に同じサービスを利用できることが望まれる。
【０００４】
　本発明は、上記実状を鑑みてなされたものであり、複数のＭＦＰから構成される画像処
理システムにおいて、ユーザごとにカスタマイズされたメニュー画面をＭＦＰに提供する
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、本発明の第１の観点に係る画像処理システムは、
　画像管理装置と、ネットワークを介して前記画像管理装置に接続され、複数機能を有す
る複数の複合画像処理装置と、から構成される画像処理システムであって、
　前記画像管理装置は、
　各ユーザと、該ユーザが前記複合画像処理装置で利用する権限を有する機能を特定する
情報と、を対応付ける機能情報を記憶する機能情報記憶手段と、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用する権限を有する機能を特定する機能情報を、前記機能情報
記憶手段から取得する機能情報取得手段と、
　前記機能情報取得手段が取得した機能情報に基づいて、該ユーザが利用する権限を有す
る機能のメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信するメニュー送信
手段と、
アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段と、
　を備え、
　前記機能情報取得手段が取得した機能情報によって特定される機能が、前記複合画像処
理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プログラム記憶
手段からアプリケーションプログラムをダウンロードしてから該機能を実行するよう指示
するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信し、
　前記複合画像処理装置は、
　ユーザのユーザ識別情報の入力を受け付け、入力されたユーザ識別情報を前記画像管理
装置に送信する手段と、
　前記メニュー送信手段から送信されたメニューを受信し、受信したメニューを表示する
表示手段と、
　ユーザの操作に応答して、前記メニューから任意の機能を選択する選択手段と、
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　前記選択手段によって選択された機能を実現する処理を実行する実行手段と、
　を備える、
　ことを特徴とする。
【０００６】
　さらに、本発明の第２の観点に係る画像管理装置は、
　ネットワークを介して複数の複合画像処理装置に接続され、操作メニューを当該複合画
像処理装置に提供する画像管理装置であって、
　各ユーザと該ユーザが前記複合画像処理装置で利用する権限を有するサービスとを対応
付けるサービス情報を記憶するサービス情報記憶手段と、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記サービス情
報記憶手段から取得するサービス情報取得手段と、
　前記サービス情報取得手段から取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが利用可能
なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信する
メニュー送信手段と、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段と、
　を備え、
　前記サービス情報取得手段が取得したサービス情報によって特定されるサービスが、前
記複合画像処理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プ
ログラム記憶手段からサービス用アプリケーションプログラムをダウンロードしてから該
サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信する、
　ことを備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、前記画像管理装置は、
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の機種を特定する機種情報を受信する機種
情報受信手段と、
　機種別に、その複合画像処理装置で利用可能な機能を特定する機能情報を記憶する機種
別機能記憶手段と、
　前記機種情報受信手段で受信した機種情報で特定される機種に対応する機能情報を前記
機種別機能記憶手段から読み出す機能情報読み出し手段と、
　を備え、
　　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前
記機能情報読み出し手段で読み出した機能機種情報に基づいて、メニューを作成する、
　ようにしてもよい。
【０００８】
　また、前記画像管理装置は、
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の識別情報を受信する装置ＩＤ受信手段と
、
　装置ＩＤと該装置ＩＤで特定される装置で利用可能な機能とを対応付けるための機能情
報を記憶する機能情報記憶手段と、
　前記装置ＩＤ受信手段で受信した装置ＩＤに対応する機能情報を前記機能情報記憶手段
から読み出す機能情報読み出し手段と、
　を備え、
　　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前
記機能情報読み出し手段で読み出した機能機種情報に基づいて、メニューを作成する、
　ようにしてもよい。
【０００９】
　また、前記画像管理装置は、
　前記複合画像処理装置からその複合画像装置の機種を特定する機種情報を受信する機種
情報受信手段と、
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　機種別に、その複合画像処理装置の表示手段のサイズを特定する表示情報を記憶する機
種別表示情報記憶手段と、
　前記機種情報受信手段で受信した機種情報で特定される機種に対応する表示手段に関す
る情報を前記機種別表示情報記憶手段から読み出す表示情報読み出し手段と、
　を備え、
　　前記メニュー送信手段は、前記サービス情報取得手段で取得したサービス情報及び前
記表示情報読み出し手段で読み出した表示サイズに基づいて、メニューを作成する、
　ようにしてもよい。
【００１０】
　また、前記画像管理装置において、
　前記複合画像処理装置は、コピー機能と、ファクシミリ機能と、スキャナ機能と、前記
ネットワークに接続された所定のサーバ上のファイルを操作する機能、および前記所定の
サーバにファイルを登録する機能を備え、
　前記メニュー送信手段は、コピー機能、ファクシミリ機能、またはスキャナ機能、ファ
イル操作機能、およびファイル登録機能、のうちユーザに権限が与えられているものを選
択するための項目を送信する、
　ようにしてもよい。
【００１１】
　また、前記画像管理装置は、
　前記複合画像処理装置に提供しているサービスの料金を記憶する料金記憶手段と、
　前記サービス情報記憶手段に登録されているユーザ毎に、該ユーザが利用する権限を有
するサービスの料金に関する情報を前記料金記憶手段から取得し、サービス料金を集計す
るサービス料金集計手段と、
　をさらに備える、
　ようにしてもよい。
【００１３】
　また、前記画像管理装置は、
　ユーザの識別情報に対応付けて、該ユーザの利用したサービスの識別情報を含む操作履
歴情報を記憶する、履歴記憶部と、
　該ユーザがあるサービスを所定の回数以上利用した場合、前記メニュー送信手段が該サ
ービスを選択するメニューを用意しないように制御し、該ユーザによる該サービスの利用
を制限する、機能制限手段と、
　を備える、
　ようにしてもよい。
【００１４】
　また、前記画像管理装置は、
　前記複合画像処理装置を識別する装置識別情報と、少なくとも、前記複合画像処理装置
の利用する消耗品の残量を含むステータス情報とを対応付けて受信するステータス情報受
信手段を備え、
　前記メニュー送信手段は、前記ステータス情報受信手段が受信したステータス情報に基
づいて、ユーザが利用可能なサービスを選択するメニューとともに、メンテナンスメニュ
ーを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信する、
　ようにしてもよい。　
【００１５】
　また、前記画像管理装置において、
　前記ステータス情報は、少なくとも、前記複合画像処理装置の利用する消耗品の残量情
報、または、前記複合画像処理装置のハードウェアの状態に関する情報のいずれかを備え
、
　前記メニュー送信手段は、前記ステータス情報受信手段が受信したステータス情報が該
消耗品の残量であって、該残量が所定量以下であると判断した場合、該消耗品を発注する
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ためのメンテナンスメニューを用意し、該受信したステータス情報がハードウェアの異常
を表す場合、メンテナンスの依頼を申し込むためのメニューを用意する、
　ようにしてもよい。
【００１６】
　さらに、本発明の第３の観点に係る複合画像処理装置は、
　操作メニューを配信する画像管理装置にネットワークを介して接続される複合画像処理
装置であって、
　ユーザ識別情報の入力を受け付け、入力されたユーザ識別情報を前記画像管理装置に送
信する送信手段と、
　送信したユーザ識別情報に応答して前記画像管理装置において用意され、前記ユーザ識
別情報で特定されるユーザに利用権限が与えられている機能のメニューを、前記画像管理
装置から受信する受信手段と、
　受信したメニューを表示する表示手段と、
　ユーザの操作に応答して、前記メニューから任意の機能を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された機能を実現する処理を実行する実行手段と、
　を備え、
　前記ユーザ識別情報で特定されるユーザが利用可能なサービスが、当該複合画像処理装
置にインストールされていない場合、前記画像管理装置より、アプリケーションプログラ
ムをダウンロードしてから該サービスを実行するよう指示するメニューを受信する、
　ことを特徴とする。 
【００１７】
　さらに、本発明の第４の観点に係る方法は、
　ネットワークを介して接続された複数の複合画像処理装置に、操作メニューを提供する
方法であって、
　各ユーザと、該ユーザが複合画像処理装置で利用する権限を有するサービスと、を対応
付けるサービス情報を記憶手段に記憶するステップと、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記記憶手段か
ら取得するステップと、
　前記サービス情報を取得するステップで取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが
利用可能なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に
送信するステップと、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するステップと、
　前記取得されたサービス情報によって特定されるサービスが、前記複合画像処理装置に
インストールされていない場合、サービス用アプリケーションプログラムをダウンロード
してから該サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に
送信するステップと、
　を備える、
　ことを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明の第５の観点に係るプログラムは、操作メニューを複合画像処理装置に
提供するためのプログラムであって、
　コンピュータを、
　各ユーザと、該ユーザがネットワークを介して接続された複数の複合画像処理装置にお
いて利用する権限を有するサービスと、を対応付けるサービス情報を記憶するサービス情
報記憶手段、
　前記複合画像処理装置から送信されたユーザ識別情報を受信し、受信したユーザ識別情
報で特定されるユーザが利用可能なサービスを特定するサービス情報を、前記サービス情
報記憶手段から取得するサービス情報取得手段、
　前記サービス情報取得手段から取得したサービス情報に基づいて、該ユーザが利用可能
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なサービスを選択するメニューを用意し、該メニューを前記複合画像処理装置に送信する
メニュー送信手段、
　サービス用アプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶手段、
　として機能させ、
　前記サービス情報取得手段が取得したサービス情報によって特定されるサービスが、前
記複合画像処理装置にインストールされていない場合、前記メニュー送信手段は、前記プ
ログラム記憶手段からサービス用アプリケーションプログラムをダウンロードしてから該
サービスを実行するよう指示するメニューを用意し、前記複合画像処理装置に送信する、
　ことを特徴とする。
　
【発明の効果】
【００１９】
　本発明を適用することで、ユーザごとにカスタマイズされたメニュー画面を提供するこ
とが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　（実施形態１）
　以下、本発明の実施の形態に係る画像処理システムについて図面を参照して説明する。
【００２１】
　本画像処理システムは、図１に示すように、認証サーバ２と、複数のサービスサーバ３
と，複数のＭＦＰ１（Multi-Function Peripherals）とがネットワークを介して相互に接
続された構成を有している。
【００２２】
　ＭＦＰ１は、コピー、ファクシミリ、スキャナなどのＭＦＰの基本機能に加えて、ドキ
ュメント管理サービス機能を提供する、サービスサーバ３のクライアントとしての機能を
備える。ＭＦＰ１は、図２に示すように、制御部１１０，ＲＡＭ（Random Access Memory
）１１１，ＲＯＭ（Read Only Memory）１１２、記憶部１１３、外部メディアＩ／Ｆ（In
terFace）１１４、Ｉ／Ｆ（InterFace）１１５、通信部１１６、印刷部１１８、スキャナ
部１１９を備える。
【００２３】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成されており、ＭＦＰ
１の全体の制御を行う。また、制御部１１０は、記憶部１１３等にあらかじめインストー
ルされた所定のアプリケーションプログラム（例えば、スプレッドシート表示アプリケー
ション、文書表示アプリケーション等）を起動して、電子ファイルの操作・処理（例えば
、参照、印刷等）を実行する。尚、制御部１１０の動作の詳細については、後述する。
【００２４】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）１１１は、制御部１１０が行う処理に必要なデータ（
例えば、電子ファイルのデータ等）を格納する揮発性メモリである。
【００２５】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）１１２は、制御部１１０がＭＦＰ１全体の制御を行うため
のプログラム等を格納する不揮発性メモリである。例えば、ＲＯＭ１１２は、制御部１１
０と認証サーバ２との間で電子ファイルを送受信するための制御を実行するプログラムを
格納する。
【００２６】
　表示装置１２２は、ドットマトリクスタイプの液晶表示装置等から構成され、このＭＦ
Ｐ１の出力装置の１つを構成し、任意の文字、記号、数字、図形、操作メニュー等を表示
する。表示装置１２２は、中サイズの画面サイズを有する。
　タッチパネル１２３は、接触式の入力装置であり、表示装置１２２と積層され、タッチ
パネル式表示装置を構成する。
　ＩＣカードリーダ１２４は、ユーザ認証用のＩＣカードに記憶されているユーザＩＤを
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読み取る接触式または非接触式の読み取り装置である。
　Ｉ／Ｆ（InterFace）１１５は、制御部１１０からの表示データを表示装置１２２に供
給し、タッチパネル１２３からの入力データを制御部１１０に供給し、ＩＣカードリーダ
１２４を介してＩＣカードと制御部１１０との間の通信を仲介する。
　また、Ｉ／Ｆ１１５は、キーボード、マウス等の入力装置とのインタフェース機能を含
んでいてもよい。
【００２７】
　外部メディアＩ／Ｆ１１４は、ＣＤ、ＤＶＤ等のディスク状記録媒体のドライブ装置１
２０、ＵＳＢメモリ等のメモリカード１２１からのデータの読みだし、およびメモリカー
ド１２１へのデータの書き込みを行うためのインタフェースである。
【００２８】
　記憶部１１３はＨＤＤ（Hard Disk Drive）等から構成され、制御部１１０が所定の動
作するために必要なデータ等を格納する。また、記憶部１１３は、ＭＦＰ１が電子ファイ
ルに対する各種の動作（例えば、参照、印刷など）を実行するためのソフトウェアアプリ
ケーションを格納する。制御部１１０は、記憶部１３に格納されたアプリケーションプロ
グラムをＲＡＭ１１１に展開し、該アプリケーションプログラムを実行することにより、
各種ファイルに対する各種の操作を実行する。尚、本実施の形態では、前記所定のソフト
ウェアアプリケーションは記憶部１１３に格納されるが、ＲＯＭ１１２に格納されていて
もよい。
【００２９】
　通信部１１６は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムから構成され、ネットワ
ーク５と電話回線網（ファクシミリ回線網）６とに接続するためのインタフェースと、を
備え、ネットワーク５との間で、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルに基づく通信を行い、また、電
話回線網６との間でファクシミリ通信を行う。通信部１１６は、例えばモデム装置や赤外
線通信装置等を含んでいてもよい。なお、ファクシミリ機能を備えないＭＦＰ１について
は、電話回線網６に接続されなくてもよい。
【００３０】
　システムバス１１７は、制御部１１０、ＲＡＭ１１１、ＲＯＭ１１２、記憶部１１３、
外部メディアＩ／Ｆ１１４、Ｉ／Ｆ１１５、通信部１１６、印刷部１１８、及び、スキャ
ナ部１１９との間で命令やデータを転送するための伝送経路である。
【００３１】
　印刷部１１８は、電子ファイルのデータ等を印刷する印刷装置を含む。すなわち、ユー
ザは、例えば前記タッチパネル１２３等の入力装置を用いて操作することによって、所望
の電子ファイルのデータを印刷することができる。また、印刷部１１８は、紙の文書・絵
・写真などを複写（コピー）する機能を持つ装置を含む。
【００３２】
　スキャナ部１１９は、紙の文書・絵・写真などを読み込み、デジタルデータに変換して
保存できるスキャナを含む。
【００３３】
　ＭＦＰ１の具体的な概観を図３に示す。ＭＦＰ１は、給紙部、プリントエンジン等を備
え印刷・複写ができる印刷部１１８、スキャナの機能を持つスキャナ部１１９、ファクシ
ミリ・通信の機能を持つ通信部１１６（図示せず）を備えている。
【００３４】
　次に、図１に示す認証サーバ２について説明する。認証サーバ２は、ユーザを認証し、
ユーザ個別に、そのユーザに利用権限が与えられているサービスを選択可能なメニューを
用意し、ＭＦＰ１に提供するものである。図４に示すように、認証サーバ２は、制御部２
１０、ＲＡＭ２１１、ＲＯＭ２１２、記憶部２１３、表示部２１５、入力部２１６、通信
部２１７、及び、バス２１８を備える。
【００３５】
　制御部２１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成されており、認証サ
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ーバ２の全体の制御を行う。
【００３６】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）２１１は、制御部２１０が行う処理に必要なデータを
格納する揮発性メモリである。
【００３７】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）２１２は、制御部２１０が認証サーバ２全体の制御を行う
ためのプログラム等を格納する不揮発性メモリである。ＲＯＭ２１２には、制御部２１０
がユーザを認証するための認証プログラムや、ユーザ個別のメニューを作成するためのメ
ニュー作成プログラムなどが格納されている。
【００３８】
　記憶部２１３はハードディスク装置などから構成され、会員情報ＤＢ２１３１（詳細は
図６を参照）、サービス情報ＤＢ２１３２（詳細は図７を参照）、画面ＤＢ２１３３、機
種情報ＤＢ２１３４（詳細は図８を参照）、サーバ情報ＤＢ２１３５（詳細は図９を参照
）、レンタル情報ＤＢ２１３６、履歴情報ＤＢ２１３７などを備える。以下にこれらデー
タベースの構成例について説明する。
【００３９】
　図６に示す、会員情報ＤＢ２１３１には、予め本システムの利用登録をしているユーザ
を識別するユーザＩＤをキーとして、氏名、認証用のパスワード、サービスＩＤ、所属団
体、など、ユーザに紐付いた情報が登録されている。ユーザＩＤは、利用者を特定する識
別情報である。氏名は、その利用者の氏名である。パスワードは、利用者（ＭＦＰ１を正
に利用しようとしている者）の認証情報である。サービスＩＤは、サービス提供者の提供
するサービスのうち、そのユーザが利用できるサービスの識別番号である。サービスＩＤ
については、以下のサービス情報ＤＢ２１３２の説明部分にて詳述する。所属団体は、そ
のユーザの所属する団体である。
【００４０】
　図７に示すサービス情報ＤＢ２１３２には、サービス提供者の提供するサービスに関す
る情報が登録される。具体的には、サービスを特定するサービスＩＤをキーとして、サー
ビス名、メニュー、そして料金が登録される。サービス名はそのサービスの名称である。
「メニュー」はそのサービスを選択することのできるメニューの名称である。例えば、サ
ービスＩＤ、Ｓ０００１～Ｓ０００５を保有するサービスは、「メニュー」項目に「メイ
ンメニュー」が記憶される。よって、サービスＩＤ、Ｓ０００１～Ｓ０００５によって特
定されるサービスはメインメニューから選択可能なサービスである。料金はサービス提供
者がそのサービスを提供する際の料金である。
【００４１】
　画面ＤＢ２１３３には、サービス情報ＤＢ２１３２に登録されている各サービスに対応
して、操作画面に表示するパーツとしての画像データ、及び、操作画面でそのパーツが選
択された場合の動作に関する情報が記憶される。図１０（ｂ）に示すメインメニューの一
例を用いて説明する。図１０（ｂ）には、「ドキュメント管理サービスボタン」、「コピ
ーボタン」、「ＦＡＸボタン」、および「スキャナボタン」が配置される。画面ＤＢ２１
３３は、各サービスに対して、このように選択可能なメニューパーツ（この場合ボタン）
を画像として記憶する。例えば、ドキュメント管理サービス（Ａ社）というサービスに対
しては、「ドキュメント管理サービス（Ａ社）」というラベルを持つボタンの画像データ
と、ボタンを選択した場合の動作に関する情報が登録される。最終的に、認証サーバ２の
制御部２１０は、当該メニューから選択できるサービスに対応する画像データを組み合わ
せて一つのメニュー画面データを作成する。そして、作成されたメニュー画面データはＭ
ＦＰ１へと送信される。あるいは、認証サーバ２は当該メニューから選択できるサービス
に対応する画像データをＭＦＰ１に対して送信し、ＭＦＰ１は当該画面データに基づきメ
ニュー画面データを生成してもよい。ＭＦＰ１は画像プロセッサを搭載し、この画像デー
タを表示装置１２２に表示する。画面ＤＢ２１３３に登録されるパーツ画像データ、およ
びパーツを選択した場合の動作に係る情報は、サービス情報ＤＢ２１３２にサービスが登
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録・更新される度に、生成されることが好ましい。
【００４２】
　図８に示す機種情報ＤＢ２１３４は、認証サーバ２がメニューを提供する様々なＭＦＰ
１の機種に関する情報を記憶する。機種情報ＤＢ２１３４の各レコードには、ＭＦＰ１の
機種を特定する機種ＩＤと、その機種の表示装置１２２のサイズと、その機種の有する機
能と、が格納される。
【００４３】
　機種情報ＤＢ２１３４においては、各機種が、どのような機能を有しているかについて
の情報は、フラグによって管理する。例えば、図８のフィールド名に示される各種機能（
スキャナ機能、印刷機能、高速印字機能、対応用紙サイズ（Ａ４のみ、またはＡ３～Ａ０
）、カラーコピー機能、フィニッシャー機能（帳合機能、紙揃え機能、ステープル機能、
パンチ開け機能、等）、オートドキュメントフィーダ（ＡＤＦ）機能、等）の内、対応し
ている機能がある場合は、そのフィールドに、対応している旨を示す情報を記憶する。対
応していない場合は、何も記憶しないか、未対応である旨を示す情報を記憶してもよい。
【００４４】
　なお、ここに示す以外の機能を機種情報ＤＢ２１３４に登録してもよい。或いは、本シ
ステム内の全てのＭＦＰ１が備える機能については、機種情報ＤＢ２１３４に登録せずに
、デフォルト機能として扱っても良い。例えば、印刷機能が選択されている場合、機種情
報ＤＢ２１３４に登録されていなくても、モノクロ印刷には対応している、としてもよい
。
【００４５】
　図９に示すサーバ情報ＤＢ２１３５は、各団体が利用可能なドキュメント管理サーバを
特定するための情報を登録したデータベースである。各レコードには、団体名をキーとし
て、その団体が利用するドキュメント管理サーバに関する情報が登録される。
【００４６】
　レンタル情報ＤＢ２１３６は、当該ＭＦＰ１がレンタル、又はリースされたものである
か否か、そしてレンタル、又はリースである場合、レンタル（リース）先団体名と、レン
タル（リース）料情報とを対応付けて記憶するデータベースである。
【００４７】
　履歴情報ＤＢ２１３７は、ユーザが本システムに含まれるＭＦＰ１に対して行った操作
履歴を記憶するデータベースである。履歴情報ＤＢ２１３７は、操作を行ったユーザのＩ
Ｄ、操作内容、および操作の対象となったファイル名などの操作情報を対応付けて記憶す
る。
【００４８】
　会員情報ＤＢ２１３１、サービス情報ＤＢ２１３２、画面ＤＢ２１３３、機種情報ＤＢ
２１３４、サーバ情報ＤＢ２１３５、およびレンタル情報ＤＢ２１３６等に記憶される情
報は、後述の入力部２１６から入力されても、ネットワーク５を介して他のコンピュータ
やシステムから送信されてもよい。
【００４９】
　なお、会員情報ＤＢ２１３１、サービス情報ＤＢ２１３２、画面ＤＢ２１３３、機種情
報ＤＢ２１３４、サーバ情報ＤＢ２１３５は、記憶部２１３内に保存される構成となって
いるが、各々がネットワーク５に接続される別のサーバ上に配置される構成にしてもよい
。
【００５０】
　認証サーバ２は、メンテナンス等を考慮して、表示部２１５や入力部２１６を備える。
表示部２１５はは、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の出力装置を含む。入力部２１
６は、任意のデータ・情報を入力する。
【００５１】
　通信部２１７は、ＮＩＣ（Network Interface Card）等から構成されており、認証サー
バ２をネットワーク５に接続するためのインタフェースである。通信部２１７は、例えば
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モデム装置や赤外線通信装置等を含んでいてもよい。
【００５２】
　システムバス２１８は、制御部２１０、ＲＡＭ２１１、ＲＯＭ２１２、記憶部２１３、
表示部２１５、入力部２１６、通信部２１７、の間で命令やデータを転送するための伝送
経路である。
【００５３】
　次に、図１に示すサービスサーバ３について説明する。サービスサーバ３は、電子ファ
イルを一元的に記憶・管理するサーバである。サービスサーバ３は、ネットワーク５を介
して接続されたＭＦＰ１を含むクライアント機から、サービスサーバ３の管理下にあるフ
ァイルを操作（閲覧、印刷、削除、取り出し、など）したり、クライアントから送られて
きたファイルを指定された位置へ登録したりすることを可能にするサービスを提供する。
サービスサーバ３は、図５に示すように、制御部３１０、ＲＡＭ３１１、ＲＯＭ３１２、
記憶部３１３、表示部３１５、入力部３１６、通信部３１７、及び、バス３１８等を備え
るコンピュータである。以下それぞれについて説明する。
【００５４】
　制御部３１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成されており、サービ
スサーバ３の全体の制御を行う。
【００５５】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）３１１は、制御部３１０が行う処理に必要なデータ（
例えば、電子ファイル等）を格納する揮発性メモリである。
【００５６】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）３１２は、制御部３１０がサービスサーバ３全体の制御を
行うためのプログラム等を格納する不揮発性メモリである。ＲＯＭ３１２には、後述する
記憶部３１３に記憶されるフォルダおよびファイルのアクセス権限を管理するプログラム
の他、電子ファイルやフォルダ情報をＭＦＰ１へ送信・ＭＦＰ１から受信したりするプロ
グラムなどが格納されている。
【００５７】
　記憶部３１３は大容量のハードディスク装置などから構成され、ファイル格納部３１３
１および、ファイル情報ＤＢ３１３２を備える。ファイル格納部３１３１は、サービスサ
ーバ３が管理する電子ファイル（文書・画像・音声ファイルなど）を格納する。ファイル
情報ＤＢ３１３２は、ファイル格納部３１３１に記憶されるファイルのフォルダ情報や、
ファイル・フォルダのアクセス権に関する情報を記憶する。
【００５８】
　サービスサーバ３は、メンテナンス等を考慮して、表示部３１５や入力部３１６を備え
る。表示部３１５はは、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の出力装置を含む。入力部
３１６は、任意のデータ・情報を入力する。
【００５９】
　通信部３１７は、ＮＩＣ（Network Interface Card）等から構成されており、認証サー
バ２をネットワーク５に接続するためのインタフェースである。通信部３１７は、例えば
モデム装置や赤外線通信装置等を含んでいてもよい。
【００６０】
　システムバス３１８は、制御部３１０、ＲＡＭ３１１、ＲＯＭ３１２、記憶部３１３、
表示部３１５、入力部３１６、通信部３１７、の間で命令やデータを転送するための伝送
経路である。
【００６１】
　以下、ＭＦＰ１から本画像処理システムの機能を利用するフローを説明する。
　図１１は、ＭＦＰ１が立ち上がってから、メインメニューを表示するまでのフローであ
る。
【００６２】
　制御部１１０は、ユーザによって電源をＯＮされると、ＲＯＭから所定の起動プログラ
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ムを読み出し、表示装置１２２に図１０（ａ）に示すログイン画面を表示する。ログイン
画面を表示すると、ユーザからの操作を待つ（ステップＳ１００１）。本ログイン画面は
、他の画面に移った状態で数分間何ら操作が入力されなかった場合や、各機能の終了を入
力した場合にも表示される。
【００６３】
　ユーザは、ログイン情報（ユーザＩＤ、およびパスワード）を、タッチパネル１２３に
より入力するか、ユーザのＩＣカードをＩＣカードリーダ１２４に読み取らせて入力する
。タッチパネル１２３により入力する場合、確認ボタンを押圧することで入力内容が決定
される（ステップＳ１００２）。入力内容が決定されると、制御部１１０は当該ログイン
情報とを認証サーバ２に送信し、認証結果を待つ（ステップＳ１００３）。なお、ユーザ
認証のための情報入力方法はこれらに限られず、例えば生体認証などによっておこなって
もよい。
【００６４】
　認証サーバ２は、送信されたユーザＩＤとパスワードとを用いて、認証を行う（ステッ
プＳ１０２１）。認証がＯＫであれば（ステップＳ１０２１；Ｙｅｓ）、認証サーバ２は
その旨の通知をＭＦＰ１に送信し、後述するメニュー画面の表示動作を行う。認証がＮＧ
であれば（ステップＳ１０２１；Ｎｏ）、その旨の通知をＭＦＰ１に送信する。
【００６５】
　認証がＯＫであるという通知を受けると、制御部１１０は、機種情報を認証サーバ２へ
と通信部１１６を通じて送信する（ステップＳ１００５）。認証サーバ２の制御部２１０
は、通信部２１７からＭＦＰ１の送信したログイン情報を受信する。そして、制御部２１
０は受信したユーザＩＤに基づいて、ユーザに権限の与えられているサービスに関する情
報を特定する。すなわち、制御部２１０は、会員情報ＤＢ２１３１からユーザＩＤに対応
するサービスＩＤを取得する（ステップＳ１０２２）。制御部２１０は、このサービスＩ
Ｄに対応するサービスを、ＭＦＰ１が提供できるか否かを、ＭＦＰ１から受信した機種を
特定する情報に基づいて判定する（ステップＳ１０２３）。具体的には、制御部２１０は
、ＭＦＰ１から受信した機種情報（機種ＩＤ）と、機種情報ＤＢ２１３４とを照らし合わ
せることで、当該ＭＦＰが、ユーザに権限が与えられているサービスを提供できるかを特
定する。制御部２１０はＭＦＰ１から受信した機種に関する情報や、該ＭＦＰ１にログイ
ンしているユーザのＩＤを、該ユーザがＭＦＰ１からログオフ（ログインしてから数分間
何ら操作が入力されなかった場合や、ユーザが各機能の終了を入力した場合にログオフさ
れる）するまでＲＡＭ２１１に保存し、必要に応じて読み出す。
【００６６】
　ユーザに対し利用権限が与えられているサービスを提供できると判断すると（ステップ
Ｓ１０２３；Ｙｅｓ）、制御部２１０は、画面ＤＢ２１３３を参照し、当該ユーザに対し
権限が与えられているサービスに対応するパーツ画像データ（ボタンなど）と、それが選
択された場合の動作（例えば特定のアプリケーションを起動するなど）に係る情報を取得
する。制御部２１０はそれらパーツ画像を組み合わせて、一つのメニュー画面を作成する
。さらに、制御部２１０は、ＭＦＰ１から、ステップＳ１００５で受信した機種情報に基
づいて、メニュー画面をＭＦＰ１の表示装置１２２に適当なサイズに適合し、パーツ画像
を操作した場合の動作情報とともにＭＦＰ１へと送信する（ステップＳ１０２４）。ＭＦ
Ｐ１は、通信部１１６を通じて受信したメニュー画面データを表示装置１２２に表示する
（ステップＳ１００７）。
【００６７】
　一方、受信した機種情報から、認証サーバ２の制御部２１０が、ＭＦＰ１はユーザに権
限の与えられているサービスに対応していないと判断した場合、その旨をＭＦＰ１へと送
信する（ステップＳ１０２３；Ｎｏ）。この場合、ＭＦＰ１の制御部１１０は該当サービ
スを利用できない旨の警告を表示装置１２２に表示する。あるいは、該当サービスを選択
できる部品（ボタンなど）については表示しないようにしてもよい（ステップＳ１００６
）。
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　尚、認証がＮＧであるとの通知を受けると（ステップＳ１０２１；Ｎｏ）、ＭＦＰ１は
、ログインが失敗した旨を表示装置１２２に表示し（ステップＳ１００４）、再度ログイ
ン情報の入力を促す画面を表示する（ステップＳ１００１）。
【００６８】
　図１０（ｂ）および（ｃ）は、ログインが成功した場合の、ユーザＡ（ユーザＩＤ００
００Ａをもつユーザ）、およびユーザＢ（ユーザＩＤ００００Ｂをもつユーザ）のメイン
メニューの例をそれぞれ示したものである。ユーザＡは、図６の会員情報ＤＢ２１３１に
示すように、サービスＩＤ：Ｓ０００１、Ｓ０００３、Ｓ０００４、Ｓ０００５、Ｓ１０
０１、Ｓ１００２、およびＳ２００１を有するサービスを利用する権限が与えられている
とする。認証サーバ２は、サービス情報ＤＢ２１３２を参照し、メインメニューから選択
可能なサービスを特定する。即ち、「メニュー」欄に「メインメニュー」が登録されてい
るサービスを取得する。メインメニューで選択可能であるサービスは、サービスＩＤ：Ｓ
０００１、Ｓ０００３、Ｓ０００４、Ｓ０００５、を有するサービスである。よって、図
１０（ｂ）に示すように、制御部２１０は、これらサービスＩＤに対応する、ドキュメン
ト管理ボタン（Ａ社用）、コピーボタン、ファックスボタン、スキャナボタンを有したメ
インメニューを作成し、ＭＦＰ１へと送信する。そしてＭＦＰ１は受信したメニュー画面
を表示装置１２２に表示する。
【００６９】
　一方、ユーザＢはサービスＩＤ：Ｓ０００３、Ｓ０００４、Ｓ０００５、によって特定
されるサービスを利用する権限が与えられている。よって、図１０（ｃ）に示すように、
ＭＦＰ１のメインメニューには、サービスＩＤ：Ｓ０００３、Ｓ０００４、Ｓ０００５、
に対応するサービスを選択可能な、コピーボタン、ファックスボタン、スキャナボタンが
表示される。
【００７０】
　以下同様にして、ユーザがメインメニューから各ボタンを選択すると、該ユーザに権限
の与えられているサービスのみ実行可能なメニュー画面情報が認証サーバ２より、ＭＦＰ
１へと送信される。
　例えば、図１０（ｂ）のメインメニューからユーザＡがドキュメント管理ボタンを選択
した場合の動作を説明する。
【００７１】
　（ドキュメント管理ボタン）
　ユーザＡがメインメニューでドキュメント管理ボタンを選択すると、ＭＦＰ１の制御部
１１０はその旨を認証サーバ２に通知する。認証サーバ２の制御部２１０は、通知を受け
ると、会員情報ＤＢ２１３１を参照し、ドキュメント管理メニューでユーザＡに権限の与
えられているサービスのＩＤが、Ｓ１００１（登録サービス）、およびＳ１００２（印刷
サービス）であることを特定する。そして、制御部２１０はこれらサービスＩＤによって
特定されるサービスに対応する画像データと、サービスが選択された場合の動作に関する
情報と、を画面ＤＢ２１３３から取得し、ＭＦＰ１へと送信する。このとき、メニュー選
択時の動作として、どのサービスサーバ３を使用すべきかについての情報も送信する。具
体的には、認証サーバ２は、サーバ情報ＤＢ２１３５を参照し、ユーザＡの属する団体（
会社Ａ）にドキュメント管理サービスを提供しているサーバを特定する（この場合サーバ
Ａ）。認証サーバ２からメニュー画像と、メニュー選択時の動作に関する情報を受信する
と、ＭＦＰ１は登録機能、および印刷機能が選択可能なメニューを表示部に表示する。
【００７２】
　尚、ドキュメント管理メニューに表示されたボタンを選択すると、ＭＦＰ１は、認証サ
ーバ２により指定されたサービスサーバ３とやり取りを行う。登録ボタンを選択すると、
ＭＦＰ１は文書をスキャンし、サービスサーバ３の管理下にある記憶領域のユーザが指定
した位置にスキャン文書を登録する。印刷ボタンを選択すると、サービスサーバ３の管理
下にあるユーザが指定した位置に記憶されるファイルを選択し、印刷する。
【００７３】
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　（基本機能から選択可能なメニュー）
【００７４】
　本実施の形態では、コピー機能や印刷機能などの基本機能のオプションについても、ユ
ーザ毎に権限を与えることが可能である。例えば、カラーコピーの利用を特定のユーザの
みに制限したい場合は、カラーコピーをコピーメニューから利用可能なサービスとしてサ
ービス情報ＤＢ２１３２に登録する（図７参照）。そして会員情報ＤＢ２１３１では、権
限を与えたいユーザにカラーコピーサービスを特定するサービスＩＤを登録し（図６のユ
ーザＩＤ００００Ａを参照）、画面ＤＢ２１３３にはカラーコピー用のボタンの画像デー
タ、および選択された場合の設定動作へのリンクを用意すればよい。これにより、例えば
、ユーザＡが、メインメニューからコピーボタンを選択した場合に、カラーコピーを選択
できる画面情報が認証サーバ２によって生成される。
【００７５】
　ただし、各機能に対応していないＭＦＰ１も存在するため、機種情報ＤＢ２１３４に、
ＭＦＰ１の各機種ごとに、対応している機能を登録する。認証サーバ２は、ユーザに権限
の与えられているサービスのうち、機種情報ＤＢ２１３４を参照して、ユーザが操作して
いるＭＦＰ１の機種が対応しているサービスのみについて、メニュー画面情報を生成し、
当該ＭＦＰ１へと送信する。
【００７６】
　なお、説明のために、カラーコピー機能のみについて説明したが、図８に記載する基本
機能のオプションのいずれに対しても同様に、ユーザごとに利用を制限することが可能で
ある。即ち、ユーザに利用権限を与えたい基本機能オプションに対しサービスＩＤを割り
与え、該サービスＩＤをサービス情報ＤＢ２１３２に登録する。そして、会員情報ＤＢ２
１３１に、当該利用権限を与えたいユーザのＩＤに対応付けて該サービスＩＤを、登録す
ればよい。
【００７７】
　ドキュメント管理サービスから利用する各基本機能（例えば印刷機能や登録機能から利
用するスキャン機能）についても、ユーザに利用権限や、各ＭＦＰ１が対応している機能
に応じて、異なるメニュー画面情報が認証サーバー２によって生成される。
【００７８】
　（料金の請求）
　次に、サービス提供者がサービス利用者に対して料金を請求するフローについて説明す
る。
　所定の期間毎（例えば月毎）に、認証サーバ２の制御部２１０は会員情報ＤＢ２１３１
を参照し、各ユーザの利用権限を与えられている全サービスを特定する情報を取得する。
そしてそのユーザが利用権限を与えられている全サービスの料金をサービス情報ＤＢ２１
３２から取得し集計する。制御部２１０は登録団体に所属する全ユーザに対し、この処理
を行い、その金額を集計する。そして登録団体に対し、集計した金額を請求する。例えば
、図６に示すようにユーザＡおよびユーザＣがＡ社に所属しているとする。このとき、ユ
ーザＡ、ユーザＣに月々かかるサービス料は、それぞれ、１２００円と５００円であるた
め、Ａ社には合計１７００円が請求される。
【００７９】
　さらに、認証サーバ２の記憶部２１３は、レンタル情報ＤＢ２１３６テーブルを参照し
、各団体に課すレンタル、又はリース料を算出する。例えば、レンタル情報ＤＢ２１３６
を参照して、レンタル（リース）先団体名がＡ社に対応付けられて記憶されるレンタル（
リース）料金を加算すれば、Ａ社に請求するべきレンタル（リース）料が得られる。該算
出されたレンタル（リース）料金を先に算出したサービス料に加算したり、レンタル（リ
ース）料金に基づいて割引を適用したりして、各企業にサービスの利用料金を請求するこ
とが可能となる。
【００８０】
　なお、本実施の形態では認証サーバ２にレンタル情報ＤＢ２１３６を保有させる構成と
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した。しかし、各ＭＦＰ１に（レンタル、又はリースであれば）レンタル（リース）先団
体名とレンタル料を記憶させるようにしてもよい。そして、認証サーバ２は、本システム
に含まれる全ＭＦＰ１から、レンタル（リース）情報を取得し、各団体別のレンタル（リ
ース）料を集計してもよい。
【００８１】
　本実施の形態では上記のように、団体毎ではなく、利用ユーザごとに定額料金が設定さ
れているため、団体としても無駄を省くことができるうえ、ユーザも心理的にサービスを
自由に利用することが可能となる。同じＭＦＰ１を異なる会社で共有している場合におい
ても、各会社に請求すべき金額は明確となる。また、サービスを提供するサービス提供者
も課金がしやすいという利点がある。
　なお、本実施の形態では、各ユーザの所属団体の単位を企業としたが、部署単位等、さ
らに細く設定することも可能である。
【００８２】
　（履歴管理）
　本実施の形態に係る画像処理システムにおいては、ＭＦＰ１は、ユーザがＭＦＰ１に対
して何かしらの操作を行った際に、操作の内容、操作を行ったユーザの識別情報等（ユー
ザＩＤ）等を含む該操作情報を必ず認証サーバ２に送信する。認証サーバ２は、受信した
操作情報を、履歴情報ＤＢ２１３７に記憶する。これにより、仮にＭＦＰ１を利用してド
キュメント管理されたファイルが不正にアクセスされた場合でも、どのファイルがアクセ
スされたのかを把握することが可能となる。
【００８３】
　また、履歴情報に基づいて、ユーザがある特定のサービスを所定の回数以上利用できな
いようにすることも可能である。制御部２１０は、履歴情報から、各ユーザの利用した個
々のサービスの回数を算出することが可能である。よって、ユーザがあるサービスを所定
の回数以上利用した場合に、ステップＳ１０２２において、該サービスのサービス情報を
取得しないようにすればよい。
【００８４】
　あるいは、特定のサービスＩＤによって特定されるサービスがユーザによって利用され
た場合、上長やシステム管理者にその旨をメールなどで知らせることで、ユーザによる不
正利用を管理することも可能となる。
　履歴を管理することで、ユーザによるＭＦＰ１の無駄な利用（例えば無駄な印刷等）を
抑止する効果も期待される。
【００８５】
　（メンテナンス）
　本実施の形態に係る画像処理システムにおいては、各ＭＦＰ１の制御部１１０は、定期
的に（例えば１時間に一度）自分のステータス、即ち、ハードウェアや備品の状態、をチ
ェックする。そして、トナーや定着オイルなどの消耗品が所定量以下になった場合や、Ｍ
ＦＰ１自体に異常が起きた場合（例えば使用不能である等）に、それら状態情報（以降ス
テータス情報と呼ぶ）を認証サーバ２へ送信する。認証サーバ２は、ステータス情報に応
じて、メンテナンスを行うためのメニューを通常のサービス用のメニュー画面に配置した
メニュー画面データをＭＦＰ１へ返信する。
【００８６】
　メンテナンスを行うための画面を表示するまでのフローを図１２に示す。ここで、認証
サーバ２は、システム内の全ＭＦＰ１のそれぞれについて、ＭＦＰ１の固体識別情報に対
応付けて、各消耗品の取り扱い業者、点検が必要な場合に連絡する点検業者、等を記憶す
るステータステーブルを記憶部２１３に保有しているとする。また、認証サーバ２は、ス
テータス情報を送信してきたＭＦＰ１に、現在ログインしているユーザのＩＤをＲＡＭな
どに記憶しているとする。また、数人のユーザにはメンテナンス権限を与えるために、メ
ンテナンス権限に相当するサービスＩＤを該ユーザのＩＤに対応付けて会員情報ＤＢ２１
３１に登録しているとする。
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【００８７】
　ＭＦＰ１は、定期的に、自分のステータス情報を、自分を識別する固体識別情報ととも
に、認証サーバ２へ送信する（ステップＳ２００１）。認証サーバ２の制御部２１０は、
ステータス情報を送信したＭＦＰ１に現在ユーザがログインしているか否かを判断する（
ステップＳ２１００）。ログインしていない場合（ステップＳ２１００；Ｎ）、ＭＦＰ１
を操作するユーザがいないことを意味しているので、そのまま処理を終了し、メンテナン
ス画面を表示しない。
【００８８】
　一方、ユーザがログインしている場合（ステップＳ２１００；Ｙ）、該ユーザがメンテ
ナンス権限を有しているかを判断する（ステップＳ２１０１）。即ち、ログインユーザの
ユーザＩＤに対応付けて、メンテナンス権限に相当するサービスＩＤが、会員情報ＤＢ２
１３１に登録されていれば、制御部２１０は該ユーザにメンテナンス権限が与えられてい
ると判断する。
【００８９】
　メンテナンス権限を有しているユーザがログインしている場合（ステップＳ２１０１；
Ｙ）、ステップＳ２１０２～２１０４の処理を行う。即ち、受信したステータス情報が、
消耗品の消耗に関する情報であれば、制御部２１０はステータステーブルを参照し、取り
扱い業者に該消耗品を発注するための発注画面情報を生成する（ステップＳ２１０２）。
また、ステータス情報が、機器の異常を示すものであれば、ステータステーブルを参照し
て、点検を業者を特定し、該業者に依頼するためのメンテナンス依頼画面情報を生成する
（ステップＳ２１０３）。そして制御部２１０は生成したメンテナンス画面情報（発注画
面情報やメンテナンス依頼画面情報）を、現在ＭＦＰ１にログイン中のユーザに表示する
ために生成したサービス用のメニュー画面情報（例えば、ステップＳ１０２４で生成した
画面情報）と併せて1つの画面情報を生成し、ＭＦＰ１へ送信する（ステップＳ２１０４
）。ＭＦＰ１は受信した画面を表示装置１２２に表示する（ステップＳ２００２）。
　メンテナンス権限ユーザがログインしていなければ（ステップＳ２１０１；Ｎ）、ステ
ップＳ１０２４で生成された画面情報は、そのままＭＦＰ１へ送信される。
【００９０】
　認証サーバ２によってメンテナンス画面情報が生成されるため、全てのＭＦＰ１に個別
に点検業者や発注先を登録する必要がなく、管理者の負担を軽減することが可能となる。
【００９１】
　（実施形態２）
　上記実施形態では、ＭＦＰ１が提供する基本機能以外のサービスとして、文書管理サー
ビスを提供する画像処理システムについて説明した。該文書管理サービスを利用する際に
、文書をＭＦＰ１に表示するために必要なスプレッドシート表示アプリケーション、文書
表示アプリケーション等のアプリケーションプログラムはＭＦＰ１の記憶部１１３に予め
記憶されているものとした。本実施の形態では、必要に応じて、アプリケーションプログ
ラムをダウンロードして、新たな基本機能以外のサービスを提供するＭＦＰ１について説
明する。
【００９２】
　本実施の形態における画像処理システムは前述の実施形態と同様の構成を備える。認証
サーバ２は、さらに、固体情報ＤＢ２１３８を記憶部２１３に備える。
【００９３】
　固体情報ＤＢ２１３８は、ＭＦＰ１を特定する情報である固体識別情報に対応付けて、
該固体情報によって特定されるＭＦＰ１の機種を特定する機種ＩＤと、該ＭＦＰ１にどの
アプリケーションプログラムがインストールされているかに関するインストール情報とを
記憶する、データベースである。
【００９４】
　図１３のフロー図を参照して、ユーザがＭＦＰ１へのログインに成功してから、メイン
メニューを表示するための処理について説明する。なお、ログインまでのステップは、図
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１１のステップＳ１００１～Ｓ１００３、Ｓ１０２１と同様である。
【００９５】
　ユーザ認証が成功すると、該ＭＦＰ１は認証サーバ２へ、ＭＦＰ１を特定する情報であ
る固体識別情報を認証サーバ２へ送信する（ステップＳ１１０１）。認証サーバ２は、サ
ービス情報ＤＢ２１３２を参照し、ログインＩＤに対応付けられたサービスＩＤ、即ち、
該ユーザに利用権限の与えられているサービスのＩＤ、を取得する(ステップＳ１１２２)
。
【００９６】
　次いで、認証サーバ２の制御部２１０は、固体情報ＤＢ２１３８を参照し、ステップＳ
１１０５で送信された固体識別情報に対応付けられている機種ＩＤを取得する。そして制
御部２１０は、機種情報ＤＢ２１３４を参照し、当該取得した機種ＩＤに対応付けられて
いる機種情報を取得する（ステップＳ１１２３）。
【００９７】
　制御部２１０は、ステップＳ１１２２で取得した各サービスについてステップＳ１１２
４～Ｓ１１３１を行う。即ち、ステップＳ１１３１がＮの間、ログイン情報に対応付けら
れたサービスに対して、Ｓ１１２４～Ｓ１１３０を実施する。
　まず、制御部２１０は、機種情報ＤＢ２１３４を参照し、ユーザが現在操作している機
種が、ユーザに利用権限の与えられているサービス（機能）に対応しているか否かを判断
する（図１１のステップＳ１０２３と同様の処理）（ステップＳ１１２４）。対応してい
る場合（ステップＳ１１２４；Ｙ）は、図１１のステップＳ１０２４と同様に、画面ＤＢ
２１３３を参照し、現在注目のサービスに対応するパーツ画像データと、該パーツ画像を
操作した場合の動作情報を取得（ステップＳ１１２５）し、ステップＳ１１３１へと進む
。
【００９８】
　一方、現在注目のサービスにＭＦＰ１が対応していない場合（ステップＳ１１２４；Ｎ
）、制御部２１０は該サービスが既に当該ＭＦＰ１にインストールされているか否かを判
断する（ステップＳ１１２６）。インストール済みかどうかは、固体情報ＤＢ２１３８を
参照して、該データベースに、当該ＭＦＰ１に対応付けられて、サービスが登録されてい
るか否かによって判断する。登録されていれば、該サービスが該ＭＦＰ１にインストール
済みであり、該ＭＦＰ１からサービスを実行することが可能であることを意味する。
【００９９】
　サービスがインストール済みであれば（ステップＳ１１２６；Ｙ）、ステップＳ１１２
５に進み、現在注目のサービスに対応するパーツ画像データと、該パーツ画像を操作した
場合の動作情報を取得し、ステップＳ１１３１へと進む。
　サービスがインストールされていない場合（ステップ、Ｓ１１２６；Ｎ）、制御部２１
０は、サービスがダウンロード可能なのか（ステップＳ１１２７）、そして、ダウンロー
ドしたプログラムをインストール可能なのかどうか（ステップＳ１１２８）を判断する。
【０１００】
　ダウンロード可能サービスであるかどうかは、認証サーバ２の記憶部２１３にダウンロ
ード可能サービス一覧を記憶するテーブルを保有させ、該テーブルに該サービスが登録さ
れているか否かによって判断すればよい（登録されていればダウンロード可、いなければ
ダウンロード不可）。
【０１０１】
　一方、サービス用のアプリケーションプログラムを当該ＭＦＰ１にインストール可能で
あるか否かについては次のように判断する。本実施の形態では、機種情報ＤＢ２１３４に
は、各機種ＩＤによって特定される機種の機能情報のほかに、ＯＳやＣＰＵの情報などを
登録する。制御部２１０は、これら情報（ＯＳやＣＰＵの情報）に基づいて、当該サービ
ス用アプリケーションプログラムを当該ＭＦＰ１にインストールできるか否かを判断する
。
【０１０２】
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　ダウンロードが可能でない（ステップＳ１１２７；Ｎ）、あるいは、インストールが可
能でない（ステップＳ１１２８；Ｎ）場合、制御部２１０は、現在注目のサービスは、メ
ニューに表示しないため、ステップＳ１１３１へと進む。そして、ステップＳ１１２２で
取得したサービスが他にもある場合、該サービスに対してステップＳ１１２４から処理を
実行する。
【０１０３】
　現在注目しているサービスが、当該ＭＦＰ１にインストールはされていないが、ダウン
ロード可能で、さらにインストール可能であると判断すると（ステップＳ１１２６；Ｎ、
Ｓ１１２７；Ｙ、Ｓ１１２８；Ｙ）、制御部２１０は、画面ＤＢ２１３３を参照し、ステ
ップＳ１１２５と同様に、まず、現在注目のサービスに対応するパーツ画像データと、該
パーツ画像を操作した場合の動作情報を取得（ステップＳ１１２９）する。さらに、パー
ツ選択時には、当該サービスのインストール処理を行ってから、ステップＳ１１２９で取
得した動作を行うことを、動作情報として追加設定する（ステップＳ１１３０）。
【０１０４】
　制御部２１０は、このようにしてステップＳ１１２２で取得した、ユーザがメインメニ
ューにおいて権限を与えられている全サービスに対し、ステップＳ１１２４～１１２０を
実施する。全サービスに対して処理が終了すると（ステップＳ１１３１；Ｙ）、得られた
全パーツ画像と、パーツ画像を選択した際の動作情報とに基づいて、メインメニュー画面
を作成する。さらに、制御部２１０は、ＭＦＰ１から、ステップＳ１１０１で受信した機
種情報に基づいて、メニュー画面をＭＦＰ１の表示装置１２２に適当なサイズに適合し、
パーツ画像を操作した場合の動作情報とともにＭＦＰ１へと送信する（ステップＳ１１３
１）。ＭＦＰ１は、通信部１１６を通じて受信したメニュー画面データを表示装置１２２
に表示する（ステップＳ１１０２）。
【０１０５】
　ＭＦＰ１の表示装置１２２に表示されたメニュー画面を操作して、ＭＦＰ１にまだイン
ストールされていなサービス機能をユーザが選択した場合、ＭＦＰ１は、パーツ画像に対
応付けられた動作処理情報に従って、まず、当該サービスのインストール要求を認証サー
バ２へ送信する。該インストール要求を受け取った認証サーバ２は、所望のサービス用の
アプリケーションプログラムをＭＦＰ１へと送信する。ＭＦＰ１は受信した該アプリケー
ションプログラムをインストールした後、パーツ画像に対応付けられた動作処理を実行す
る。なお、アプリケーションをインストールする前に、インストールするか否かを問い合
わせる画面を表示して、ユーザに選択できるようにしてもよい。ＭＦＰ１が当該サービス
のプログラムのインストールに成功すると、その旨を認証サーバ２へ送信する。認証サー
バ２の制御部２１０は、固体情報ＤＢ２１３８に、当該ＭＦＰ１の固体識別情報に対応付
けて、インストールされたサービスのＩＤを登録する。
【０１０６】
　以下に、ダウンロード可能なサービスの例を示す。なお、以下のサービスにおいてＭＦ
Ｐ１がクライアントとして機能する場合、サービスサーバ３がサーバとして機能するもの
とする。
【０１０７】
　（申請サービス）
　　申請サービスは、ドキュメント管理サービスと連携したサービスである。申請サービ
スでは、まずＭＦＰ１のスキャナ部１１９が文書をスキャンする。次いで、ＭＦＰ１の制
御部１１０は該スキャン文書に記載された構成をチェックする。問題が無ければ該スキャ
ン文書をサービスサーバ３（ドキュメント管理サービスを提供するサーバ）へ送信する。
構成に問題があれば（例えば、記載漏れがある等）、ＭＦＰ１の表示装置１２２に、文書
に問題がある旨のコメントを表示し、該文書をサービスサーバ３へ送信しない。本サービ
スは所定の様式の申請書などをサーバで管理する場合等に利用する。
　なお、申請印刷サービスを実行する場合、ＭＦＰ１は、スキャナ機能に対応している必
要がある。
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【０１０８】
　（帳票印刷サービス）
　帳票印刷サービスは、ドキュメント管理サービスと連携したサービスであり、サービス
サーバ３の提供するドキュメント管理サービスの管理下にあるエクセルファイルやアクセ
スファイルなどを、帳票テンプレートを適用して、ＭＦＰ１で印刷するものである。帳票
印刷サービスでは、まず、ユーザは、ＭＦＰ１の表示装置１２２に表示される画面の指示
に従って、印刷したいファイルをサービスサーバ３からダウンロードする。次いで、ＭＦ
Ｐ１は、サービスサーバ３から、記憶部３１３に記憶されている帳票テンプレートの一覧
情報と、各テンプレートに対応付けて、該テンプレートを特定するテンプレート識別情報
とを取得する。ＭＦＰ１は、取得した該テンプレートの一覧情報を選択可能に表示装置１
２２に表示する。
【０１０９】
　ユーザがＭＦＰ１のタッチパネル１２３を操作して、表示された帳票テンプレートのう
ちから１つを選択すると、ＭＦＰ１は選択された帳票テンプレートを特定するテンプレー
ト識別情報と共に、ダウンロード要求をサービスサーバ３に送信する。サービスサーバ３
は要求に応じて、送信されたテンプレート識別情報によって特定される帳票テンプレート
をダウンロード要求の送信元であるＭＦＰ１へ送信する。ＭＦＰ１は先にダウンロードし
たエクセルファイルやアクセスファイルに該送信された帳票テンプレートを適用して、帳
票を印刷する。
　帳票印刷サービスを実行する場合、ＭＦＰ１は、印刷機能として、高速印刷、仕分け機
能、Ａ３以上の用紙、等に対応している必要がある。
【０１１０】
　（地図印刷サービス）
　地図印刷サービスは、ＭＦＰ１を操作して入力した住所情報から、当該住所情報付近の
地図情報を印刷するサービスである。サービスサーバ３は記憶部３１３に住所情報に対応
付けて、その近辺の地図情報が記憶される。ユーザは、ＭＦＰ１に表示される画面の指示
に従って、住所を入力する。ＭＦＰ１は入力された住所情報をサービスサーバ３へと送信
する。サービスサーバ３は、受信した住所情報に対応付けて記憶される地図情報を記憶部
３１３から取得し、当該ＭＦＰ１へ送信する。そして、当該ＭＦＰ１は、受信した地図画
像情報を印刷する。
　地図印刷サービスを実行する場合、ＭＦＰ１は、カラー印刷機能に対応している必要が
ある。
【０１１１】
　（受発注サービス）
　受発注サービスは、ＭＦＰ１を利用して受発注を行うサービスである。サービスサーバ
３の記憶部３１３には、ネットワークを介して接続される受発注システム等から送信され
た受注情報が蓄積される。ユーザが受注サービスの実行をＭＦＰ１の入力装置を操作して
指示すると、ＭＦＰ１はサービスサーバ３に新たに受発注情報が記憶部３１３に記憶され
た否かを問い合わせる、問い合わせメッセージを送信する。ＭＦＰ１は、新たな受注情報
が記憶された場合は、その受注情報を問い合わせ元のＭＦＰ１へと送信する。ＭＦＰ１は
送信された受注情報を印刷する。
【０１１２】
　一方、発注を行う場合は、申請サービスと同様の処理を行えばよい。発注用の申請書を
スキャナ部１１９でスキャンし、スキャン文書は、サービスサーバ３の記憶部３１３の保
有する、発注文書を管理するフォルダなどに保存される。受発注システムは定期的にこの
フォルダを参照し、発注文書が新たに記憶されている場合は、発注文書に基づいて発注を
行う。
　受発注サービスを実行する場合、ＭＦＰ１は、スキャナ機能、印刷機能に対応している
必要がある。
【０１１３】
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　以下同様に、メインメニューから選択される他のメニューについても、必要に応じてサ
ービスをダウンロードするようにする。
【０１１４】
　なお、第１の実施形態において説明したドキュメント管理サービスについても、本実施
の形態の各サービスのように、認証サーバ２からダウンロードできるようにしてもよい。
【０１１５】
　以上説明したように、上記実施の形態では、認証サーバ２が、ＭＦＰ１からのユーザに
係るログイン情報に基づいて、ユーザ毎にカスタマイズされたメニュー画面をＭＦＰ１に
提供する。認証サーバ２が介在することで、メインメニューだけでなく、サブメニューの
カスタマイズをユーザ個別に行うことが可能となる。認証サーバ２が一括して、ユーザの
利用可能なサービス情報を管理しているため、単にユーザの立場や権限によってＭＦＰ１
から利用できるサービス内容が変更できるだけでなく、ＭＦＰ毎に設定を行うことなく、
ユーザに対して複数のＭＦＰ１において常に同じサービスを提供することが可能となる。
これにより、システム管理者の労力を大幅に軽減することが期待される。さらに、ＭＦＰ
１の送信する機種情報に基づいてメニューのサイズを変更したり、メニューから選択でき
る機能を制限することで、幅広いＭＦＰに対応することが可能となる。また、ユーザが利
用できないサービスに関するメニューがＭＦＰ１に表示されないため、メニューがシンプ
ルになり、操作性が向上する。
【０１１６】
　上記実施の形態では、ドキュメント管理の提供するサービスやオプション、およびＭＦ
Ｐの機能をサービス情報ＤＢ２１３２に登録したが、個人のよく利用する設定や、ＭＦＰ
１の一連の操作を登録しても良い。よく利用する設定とは、例えば、印刷の場合、２ペー
ジを１ページに集約するなどである。よく利用する一連の操作とは、例えば、ドキュメン
トをスキャンして所定の宛先にＦＡＸするとともにドキュメント管理システムに保存する
、などである。
【０１１７】
　さらに、サービス情報ＤＢ２１３２に登録するサービスは、有料であっても無料であっ
てもよい。上述したカラーコピーサービスを無料のサービスとして登録した場合、ユーザ
に対してサービスの利用を制限することが可能となる。すなわち、そのサービスＩＤが会
員情報ＤＢに登録されていない限り、ユーザは、そのサービスの利用が許可されない。サ
ービスだけでなく、各サービスの細かいオプション内容をサービス情報ＤＢ２１３２に登
録し、そのオプション画面画像を用意し、これらオプションを利用できるユーザを指定す
ることで、ユーザごとにより細かいカスタマイズ画面をＭＦＰ１に表示することが可能と
なる。
【０１１８】
　上記実施の形態では、サービス情報ＤＢ２１３２に登録されているサービスＩＤを、会
員情報ＤＢ２１３１に登録することで、ユーザにそのサービスＩＤの特定するサービスの
使用権限を与えるようにした。しかし、逆に会員情報ＤＢ２１３１に登録することで、ユ
ーザにそのサービスＩＤの特定するサービスの使用権限を与えないようにしてもよい。こ
の場合、デフォルトのメニューを画像ＤＢに用意しておき、このデフォルトのメニューの
うち、ユーザが利用を制限されている機能をメニューに表示しないようにしてもよい。
【０１１９】
　なお、上記実施の形態では、説明のため選択的にいくつかのサービスやＭＦＰ１の機能
について詳述したが、提供するサービスやＭＦＰ１の機能はこれらに限定されるものでは
ない。
【０１２０】
　また、第１の実施形態では、認証サーバ２にＭＦＰ１の機種を通知するために、機種情
報自体をＭＦＰ１が認証サーバ２に送信するが、第２の実施形態のようにＭＦＰ１の個体
識別情報を認証サーバに送信するようにしてもよい。この場合、認証サーバ２は、ＭＦＰ
１の個体識別情報と機種情報を対応付けるテーブルを記憶部にさらに保有する必要がある
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。認証サーバ２はこのテーブルから、ＭＦＰ１の機種を特定する。そして、認証サーバ２
は機種情報ＤＢ２１３４を参照し、そのＭＦＰ１の機種が、ユーザに権限の与えられてい
るサービスを提供できるかを判断する。
【０１２１】
　また、上記実施の形態では、画面ＤＢ２１３３には、メニューを構成するパーツ画像が
記憶されるが、パーツ画像ではなく、部品定義ファイル（各部品の動作に係る情報を含む
）を記憶させてもよい。認証サーバ２はこれら部品定義ファイルから一つのメニュー定義
ファイルを作成しＭＦＰ１へと送信する。この場合、ＭＦＰ１側では受信したメニュー定
義ファイルを表示装置１２２に表示できる形式に変換するアプリケーションを備えること
で、メニュー定義ファイルを表示装置１２２に表示する。
【０１２２】
　上記実施の形態に係るＭＦＰ１は、プリンタユニット、スキャナユニットなどの複数の
機能を備えたＭＦＰである。しかしながら、スキャナ、コピー機、プリンタ、ファクシミ
リ等の単体でもよく、それらが組み合わさったものでもよい。ＭＦＰ１は、オフィス内に
配置されることはもちろん、例えば、サテライトオフィス、コンビニエンスストア、郵便
局などの、外出先に置かれていてもよい。要は、ネットワーク５を介して、認証サーバ２
およびサービスサーバ３に接続できればよい。
【０１２３】
　上記実施の形態では、ＭＦＰ１、認証サーバ２、サービスサーバ３の動作プログラムが
メモリ等に予め記憶されているものとして説明した。しかし、上述の処理動作を実行させ
るためのプログラムを、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Read-Only
 Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等のコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプログラムをＭＦＰ１、認証
サーバ２、サービスサーバ３のそれぞれにインストールすることにより、上述の処理動作
を実行をする装置を構成してもよい。
【０１２４】
　また、プログラムをインターネット等の通信ネットワーク上の所定のサーバ装置が有す
るディスク装置等に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、ＭＦＰ１や認証サーバ
２、そしてサービスサーバ３にダウンロード等するようにしてもよい。さらに、通信ネッ
トワークを介してプログラムを転送しながら起動実行することによっても、上述の処理を
達成することができる。
【０１２５】
　なお、上記実施の形態に係る認証サーバ２やサービスサーバ３は、専用のハードウェア
によっても実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本画像処理システムの概要を説明する図である。
【図２】ＭＦＰの構成を説明する図である。
【図３】ＭＦＰの概観を示す図である。
【図４】認証サーバの構成を説明する図である。
【図５】サービスサーバの構成を説明する図である。
【図６】会員情報ＤＢの構成例を示す図である。
【図７】サービス情報ＤＢの構成例を示す図である。
【図８】機種情報ＤＢの構成例を示す図である。
【図９】サーバ情報ＤＢの構成例を示す図である。
【図１０】ＭＦＰの表示装置に出力される画面の例を示す図である。
【図１１】メニュー画面表示処理を説明するフロー図である。
【図１２】メンテナンスメニューを表示するフロー図である。
【図１３】本発明に係る第２の実施形態における、メニュー画面表示処理を説明するフロ
ー図である。
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【符号の説明】
【０１２７】
１　ＭＦＰ　
２　認証サーバ
３　サービスサーバ
５　ネットワーク
１１０　制御部
１１１　ＲＡＭ
１１２　ＲＯＭ
１１３　記憶部
１１４　外部メディアＩ／Ｆ
１１５　Ｉ／Ｆ
１１６　通信部
１１７　システムバス
１１８　印刷部
１１９　スキャナ部
１２０　ドライブ装置（ＣＤ／ＤＶＤ）
１２１　記録メディア（メモリカード）
１２２　表示装置
１２３　タッチパネル
１２４　ＩＣカードリーダ
２１０　制御部
２１１　ＲＡＭ
２１２　ＲＯＭ
２１３　記憶部
２１５　表示部
２１６　入力部
２１７　通信部
２１３１　会員情報ＤＢ
２１３２　サービス情報ＤＢ
２１３３　画面ＤＢ
２１３４　機種情報ＤＢ
２１３５　サーバ情報ＤＢ
２１３６　レンタル情報ＤＢ
２１３７　履歴情報ＤＢ
２１３８　固体情報ＤＢ
３１０　制御部
３１１　ＲＡＭ
３１２　ＲＯＭ
３１３　記憶部
３１５　表示部
３１６　入力部
３１７　通信部
３１３１　ファイル格納部
３１３２　ファイル情報ＤＢ
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