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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して情報処理装置にＷＥＢコンテンツを提供可能な画像処理装置であ
って、ＷＥＢコンテンツへのアクセスに認証処理を要求する画像処理装置において、
　第１の認証処理に用いるアクセスパスワードを保持する手段と、
　ＩＤとパスワードを用いる第２の認証処理を利用するか否かに関する設定を受け付ける
手段と、
　前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第２の認証処理を利用しない設定がなされ
た状態において、前記第１の認証処理をおこなうための第１の認証画面を前記情報処理装
置に表示させるための画面情報を出力し、前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第
２の認証処理を利用する設定がなされた状態においては、前記第１の認証画面の画面情報
を出力することなく前記第２の認証処理をおこなうための第２の認証画面を前記情報処理
装置に表示させるための画面情報を出力する手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の認証は前記アクセスパスワードのみを用いる認証であ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ＩＤは部門ＩＤであることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
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　前記ＩＤは前記画像処理装置が備える機能の実行権限が紐付けられた情報であることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　シートに画像を形成する印刷処理が可能な印刷部さらに備え、
　前記ＩＤは前記印刷処理の実行回数が紐付けられた情報であることを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記出力する手段は、前記情報処理装置からの要求に応じて画面情報を出力するための
処理を行うことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記出力する手段は、ＷＥＢコンテンツの提供を禁止する設定に基づいて、前記情報処
理装置にエラー画面を表示させるための画面情報を出力することを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記ＷＥＢコンテンツは、少なくとも前記画像処理装置のトナー残量に関する情報が含
まれていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　情報を表示する表示部と、
　前記アクセスパスワードの変更画面を前記表示部に表示させる手段と、
を有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　ネットワークを介して情報処理装置にＷＥＢコンテンツを提供可能な画像処理装置であ
り且つＷＥＢコンテンツへのアクセスに認証処理を要求する画像処理装置の制御方法にお
いて、
　第１の認証処理に用いるアクセスパスワードを保持する工程と、
　ＩＤとパスワードを用いる第２の認証処理を利用するか否かに関する設定を受け付ける
工程と、
　前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第２の認証処理を利用しない設定がなされ
た状態において、前記第１の認証処理をおこなうための第１の認証画面を前記情報処理装
置に表示させるための画面情報を出力し、前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第
２の認証処理を利用する設定がなされた状態において、前記第１の認証画面の画面情報を
出力することなく前記第２の認証処理をおこなうための第２の認証画面を前記情報処理装
置に表示させるための画面情報を出力する工程と、
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　前記第１の認証は前記アクセスパスワードのみを用いる認証であることを特徴とする請
求項１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記ＩＤは部門ＩＤであることを特徴とする請求項１０または１１に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記ＩＤは前記画像処理装置が備える機能の実行権限が紐付けられた情報であることを
特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記画像処理装置はシートに画像を形成する印刷処理が可能な印刷部をさらに備え、
　前記ＩＤは前記印刷処理の実行回数が紐付けられた情報であることを特徴とする請求項
１０乃至１３のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１５】
　前記出力する工程は、前記情報処理装置からのリクエストに応じて画面情報を出力する
ための処理を行うことを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の制御方法
。
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【請求項１６】
　前記出力する工程は、ＷＥＢコンテンツの提供を禁止する設定に基づいて、前記情報処
理装置にエラー画面を表示させるための画面情報を出力することを特徴とする請求項１０
乃至１５のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１７】
　前記ＷＥＢコンテンツは、少なくとも前記画像処理装置のトナー残量に関する情報が含
まれていることを特徴とする請求項１０乃至１６のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記画像処理装置は情報を表示する表示部を更に備え、
　前記アクセスパスワードの変更画面を前記表示部に表示させる工程を有することを特徴
とする請求項１０乃至１７のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１９】
　ネットワークを介して情報処理装置にＷＥＢコンテンツを提供可能な画像処理装置であ
り且つＷＥＢコンテンツへのアクセスに認証処理を要求する画像処理装置の制御方法をコ
ンピュータに実行させるためのプログラムにおいて、
　前記制御方法は、
　第１の認証処理に用いるアクセスパスワードを保持する工程と、
　ＩＤとパスワードを用いる第２の認証処理を利用するか否かに関する設定を受け付ける
工程と、
　前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第２の認証処理を利用しない設定がなされ
た状態において、前記第１の認証処理をおこなうための第１の認証画面を前記情報処理装
置に表示させるための画面情報を出力し、前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第
２の認証処理を利用する設定がなされた状態において、前記第１の認証画面の画面情報を
出力することなく前記第２の認証処理をおこなうための第２の認証画面を前記情報処理装
置に表示させるための画面情報を出力する工程と、を有す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、外部装置からアクセス可能な画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置の高機能化に伴い低価格帯の画像形成装置にもネットワーク機能が
標準搭載されるようになり、大規模オフィスのみではなく小規模オフィスや一般家庭にお
いても画像形成装置をネットワークに接続して使用する機会が増えている。
【０００３】
　ネットワークに接続された画像形成装置の状態確認や設定を、ネットワークを経由し、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）上で動作するＷｅｂブラウザで表示することが可能とな
っている。画像形成装置に装着されているユーザインタフェース（ＵＩ）をローカルＵＩ
（ＬＵＩ）と呼び、その対比として、Ｗｅｂブラウザに表示されるＵＩをリモートＵＩ（
ＲＵＩ）と呼んでいる。
【０００４】
　ここで、大規模オフィスでは、ネットワーク管理者等を配置し、セキュリティ対策を行
っているが、小規模オフィスや一般家庭ではセキュリティ対策が不十分な可能性が考えら
れる。セキュリティ対策の行われていない画像形成装置がネットワークに接続された場合
、外部からのアクセスによりＲＵＩが操作可能となり、機密情報の漏洩等の問題が生じる
ことが考えられる。
【０００５】
　特許文献１には、長期間ログインが行われていなかったアカウント（例えば長期出張等
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による不在や既に退社した社員のアカウント）に対して、通常の認証に加えて二次的な認
証を行うことでセキュリティを高めるといった方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１７８８３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来より、画像形成装置では、ネットワークを経由した外部からのアクセスに対して、
認証を行う暗証番号が設定可能である。また、画像形成装置に対してアクセスしている部
門を特定するために部門ＩＤおよび暗証番号を設定するモードを設け、アクセス管理を行
う機能を有しているものもある。部門ＩＤ管理を行うモードでは、画像形成装置へのアク
セス部門を特定することに加え、部門ＩＤ毎に特定の機能（例えばコピーやファクスなど
）に対する実行権限を制限したり、機能実行時の出力ページ数や送信ページ数などをカウ
ントしたりすることができる。
【０００８】
　ここで、部門ＩＤ管理を行うモードに設定されていた場合、その画像形成装置はセキュ
リティ対策が成されていると判断でき、この状態でさらに外部からのアクセスに対する認
証処理を行わなければならないのは冗長であり、ユーザの利便性を損なうものとなってい
た。なお、このような課題は、画像形成装置のみに限定されるものではなく、外部装置と
通信可能な各種の情報処理装置に同様に存在する。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものである。本発明の目的は、ユー
ザの利便性を損なうことなく、外部装置と通信可能な画像形成装置等の情報処理装置のセ
キュリティを維持する仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、ネットワークを介して情報処理装置にＷＥＢコンテンツを提供可能な画像処
理装置であって、ＷＥＢコンテンツへのアクセスに認証処理を要求する画像処理装置にお
いて、第１の認証処理に用いるアクセスパスワードを保持する手段と、ＩＤとパスワード
を用いる第２の認証処理を利用するか否かに関する設定を受け付ける手段と、前記アクセ
スパスワードが保持され且つ前記第２の認証処理を利用しない設定がなされた状態におい
て、前記第１の認証処理をおこなうための第１の認証画面を前記情報処理装置に表示させ
るための画面情報を出力し、前記アクセスパスワードが保持され且つ前記第２の認証処理
を利用する設定がなされた状態においては、前記第１の認証画面の画面情報を出力するこ
となく前記第２の認証処理をおこなうための第２の認証画面を前記情報処理装置に表示さ
せるための画面情報を出力する手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザの利便性を損なうことなく、外部装置と通信可能な情報処理装
置のセキュリティを維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施例の画像形成装置のハードウェア構成図
【図２】実施例１における通常認証時のＲＵＩの画面遷移図
【図３】実施例１におけるＲＵＩアクセス暗証番号にＲＵＩの画面遷移図
【図４】実施例１における部門ＩＤ管理設定時のＲＵＩの画面遷移図
【図５】実施例１におけるＲＵＩ認証画面表示処理を例示するフローチャート
【図６】実施例１における画像形成装置の設定とＲＵＩの認証画面の関係一覧表
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【図７】実施例１における設定画面を例示する図
【図８】実施例２におけるＲＵＩ認証画面表示処理を例示するフローチャート
【図９】実施例２における画像形成装置の設定とＲＵＩの認証画面の関係一覧表
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施例を示す画像形成装置１００のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。各ブロックはモジュールを示しており、ブロック間の矢印はデータもしくは
指示の流れを示している。
【００１５】
　図１に示すように、画像形成装置１００は、印刷部１０７、読取部１０９、操作パネル
１１０、回線Ｉ／Ｆ１１２、及び、これらの制御を司るコントローラ部１０１を有する複
合機（ＭＦＰ；（ＭｕｌｔｉＦｕｎｃｔｉｏｎ Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である。なお、
画像形成装置１００は、複合機に限定されるものではなく、プリンタ、スキャナ、ファク
シミリ等であってもよい。
【００１６】
　コントローラ部１０１は、ＣＰＵ１０２、ＲＡＭ１０３、ＲＯＭ１０４、印刷部Ｉ／Ｆ
１０６、読取部Ｉ／Ｆ１０８、ＭＯＤＥＭ１１１、ＵＳＢ－Ｄ Ｉ／Ｆ１１５、ネットワ
ークＩ／Ｆ１１８、ＵＳＢ－Ｈ Ｉ／Ｆ１２２を含み、各ブロックはシステムバス１０５
にて接続されている。
【００１７】
　ＣＰＵ１０２は、各種制御プログラムを実行することにより前記の各ブロックを総括的
に制御する。なお、各種制御プログラムは、ＣＰＵ１０２が、ＲＯＭ１０４のプログラム
領域に記憶された制御プログラムを読み出すことによって実行される。或いは、各種制御
プログラムは、ＣＰＵ１０２が、ＲＯＭ１０４のプログラム領域に記憶された圧縮された
データをＲＡＭ１０３へ伸張、展開して実行される。また、図示しないハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）に前述の各種制御プログラムを圧縮状態／非圧縮状態で格納してもよい
。
【００１８】
　ネットワークＩ／Ｆ１１８は、ネットワーク（ＬＡＮ）１２０などを介してホストコン
ピュータ１２１との通信処理を行う。なお、ホストコンピュータ１２１は図中、ＰＣと表
記し、以降、ＰＣという。ネットワークＩ／Ｆ１１８とネットワーク網１２０とは、ＬＡ
Ｎケーブル１１９などの通信ケーブルで接続される。また、ＰＣ１２１は、ＵＳＢケーブ
ル１１６を介してＵＳＢ－Ｄ Ｉ／Ｆ１１５で、画像形成装置１００と接続することも可
能である。なお、ネットワーク１２０は、無線のネットワークであってもよい。
【００１９】
　なお、ＰＣ１２１では、Ｗｅｂブラウザ１２１ａが動作可能であり、該Ｗｅｂブラウザ
１２１ａ等を用いて、ＰＣ１２１から画像形成装置１００にアクセス可能である。なお、
ＰＣ１２１は、パーソナルコンピュータに限定されるものではなく、タブレットコンピュ
ータ、スマートフォン等であってもよい。また、Ｗｅｂブラウザ１２１ａの代わりに、他
のクライアントプログラムを用いて、ＰＣ１２１から画像形成装置１００にアクセス可能
な構成であってもよい。なお、本実施例では、Ｗｅｂブラウザ１２１ａを用いて、ＰＣ１
２１から画像形成装置１００にアクセスする構成で説明を行うが、これに限定されるもの
ではない。
【００２０】
　ＭＯＤＥＭ１１１は、回線Ｉ／Ｆ１１２を介して公衆回線網１１４と接続し、図示しな
い他の画像形成装置やファクシミリ装置、電話機などと通信処理を行う。回線Ｉ／Ｆ１１
２と公衆回線網１１４とは、一般的に電話線１１３などで接続される。
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　ＵＳＢ－Ｈ Ｉ／Ｆ１２２は、直接外部メモリ１２３と接続される。
【００２１】
　印刷部Ｉ／Ｆ１０６は、印刷部１０７（プリンタエンジン）に画像信号を出力するイン
タフェースを担う。また、読取部Ｉ／Ｆ１０８は、読取部１０９（スキャナエンジン）か
らの読取画像信号を入力するインタフェースを担う。ＣＰＵ１０２は、読取部Ｉ／Ｆ１０
８より入力された画像信号を処理し、記録画像信号として印刷部Ｉ／Ｆ１０６へ出力する
。
【００２２】
　ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４のフォント領域に記憶されたフォント情報を用いて、操
作パネル１１０の表示部に文字や記号を表示したり、ユーザの指示を受けた操作パネル１
１０からの指示情報を受けたりする。
【００２３】
　また、ＲＯＭ１０４のデータ領域には、ＣＰＵ１０２によって画像形成装置１００の装
置情報や、ユーザの電話帳情報、部門管理情報などが記憶され、ＣＰＵ１０２により必要
に応じて読み出され、必要に応じて更新される。
　なお、本ブロック図では、読取部１０９および印刷部１０７を画像形成装置１００の内
部にある構成としたが、それぞれもしくは両方とも外部にある構成でもよい。
【００２４】
　画像形成装置１００は、ＰＣ１２１等の外部装置から利用可能なユーザインタフェース
（リモートユーザインタフェース；ＲＵＩ）を提供可能であり、ＰＣ１２１のＷｅｂブラ
ウザ１２１ａからネットワーク等を経由して画像形成装置１００にアクセスを行い、画像
形成装置１００のＲＵＩから画像形成装置１００の設定を参照／変更等可能である。
【００２５】
　以下、図２～図４を参照して、実施例１におけるＲＵＩの画面遷移について例示する。
ここで、ＲＵＩアクセス暗証番号および部門ＩＤ管理が設定されていない場合の認証画面
を通常認証画面２０２と呼ぶ。
【００２６】
　図２は、実施例１における通常認証時のＲＵＩの画面遷移を例示する図である。
　ＲＵＩアクセス暗証番号および部門ＩＤ管理が設定されていない場合、ＰＣ１２１から
画像形成装置１００にアクセスすると、通常認証画面２０２がＰＣ１２１のディスプレイ
に表示される。ユーザ２０１は、ＰＣ１２１のＷｅｂブラウザ１２１ａ等によりＰＣ１２
１のディスプレイに表示された通常認証画面２０２において、ラジオボタン２０２ａを選
択することにより、管理者モードまたは一般ユーザモードのいずれでログインするかを決
定し、ログインボタン２０２ｄを押下する。
【００２７】
　なお、ラジオボタン２０２ａにより選択されたログインモードが、管理者モードであれ
ば、管理者ＩＤ入力欄２０２ｂ／管理者暗証番号入力欄２０２ｃに、管理者ＩＤ／管理者
暗証番号が正しく入力されている必要がある。一方、ログインモードが一般ユーザモード
であれば、特に認証処理は行われないため、管理者ＩＤ入力欄２０２ｂ／管理者暗証番号
入力欄２０２ｃへの管理者ＩＤ／管理者暗証番号の入力は不要である。
　通常認証画面２０２において、適切に認証処理が行われた場合、ＲＵＩトップ画面２０
３が表示され（画面遷移し）、ＲＵＩアクセスが可能となる。
【００２８】
　図３は、実施例１におけるＲＵＩアクセス暗証番号が設定されている場合のＲＵＩの画
面遷移を例示する図である。なお、図２と同一のものには同一の符号を付してある。
　外部からのアクセス制限が行われている場合、ＰＣ１２１から画像形成装置１００にア
クセスすると、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１がＰＣ１２１のディスプレイに表
示される。ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１は、ＲＵＩアクセス暗証番号による認
証を行うための画面（ＲＵＩアクセス認証画面）である。
【００２９】
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　ユーザ２０１は、ＰＣ１２１のＷｅｂブラウザ１２１ａ等によりＰＣ１２１のディスプ
レイに表示されたＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１において、ＲＵＩアクセス暗証
番号入力３０１ａに、設定されている暗証番号を入力し、ＯＫボタン３０１ｂを押下する
。入力されたＲＵＩアクセス暗証番号が正しければ、通常認証画面２０２が表示され（画
面遷移し）、以降は図２に示した手順と同様にＲＵＩトップ画面２０３が表示され、ＲＵ
Ｉアクセスが可能となる。
【００３０】
　図４は、本発明の実施例１における、部門ＩＤ管理設定されている場合のＲＵＩの画面
遷移を示す図である。なお、図２と同一のものには同一の符号を付してある。
　部門ＩＤ管理設定されている場合、ＰＣ１２１から画像形成装置１００にアクセスする
と、部門ＩＤ管理認証画面４０１がＰＣ１２１のディスプレイに表示される。
【００３１】
　ユーザ２０１は、ＰＣ１２１のＷｅｂブラウザ１２１ａ等によりＰＣ１２１のディスプ
レイに表示された部門ＩＤ管理認証画面４０１において、部門の部門ＩＤ入力欄４０１ａ
／部門暗証番号入力欄４０１ｂに、ユーザが登録されている部門の部門ＩＤ／部門暗証番
号を入力し、ログインボタン４０１ｃを押下する。入力された部門ＩＤ／部門暗証番号が
正しければ、ＲＵＩトップ画面２０３が表示され（画面遷移し）、ＲＵＩアクセスが可能
となる。
【００３２】
　図５は、実施例１におけるＲＵＩ認証画面表示処理を例示するフローチャートを示す図
である。なお、このフローチャートの各ステップは、ＣＰＵ１０２がＲＯＭ１０４等に格
納されるプログラムを読み出して実行することにより実現されるものである。
【００３３】
　ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａから送信されたリモートアクセス要求が
画像形成装置１００において受信されると、ＣＰＵ１０２は、本フローチャートの処理を
開始する。また、本フローチャートでは、特に処理の主体が明示されていない処理は、Ｃ
ＰＵ１０２により実行されるものとする。
【００３４】
　まず、ステップＳ５０１において、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩの使用自体が許可されてい
るか否かを確認する。そして、上記Ｓ５０１において、ＲＵＩの使用が許可されていない
（後述する図６，図７に示すＲＵＩ使用設定がＯＦＦ）と判定した場合（Ｓ５０１でＮｏ
の場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５０２に処理を進める。
【００３５】
　Ｓ５０２では、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩ使用不可画面（不図示のＲＵＩの使用が許可さ
れていない旨（使用禁止）を示す画面）を表示するように制御する。即ち、ＣＰＵ１０２
は、ＲＵＩ使用不可画面の表示データを、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａ
に送信する。該Ｗｅｂブラウザ１２１ａは、該表示データを受信すると、該表示データに
基づいて、ＰＣ１２１のディスプレイに、通常認証画面２０２を表示する。上記Ｓ５０２
の処理を完了すると、ＣＰＵ１０２は、本フローチャートの処理を終了する。
【００３６】
　一方、上記Ｓ５０１において、ＲＵＩの使用が許可されている（ＲＵＩ使用設定がＯＮ
）と判定した場合（Ｓ５０１でＹｅｓの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５０３に処理を進め
る。
　Ｓ５０３では、ＣＰＵ１０２は、部門ＩＤ管理設定されているか否かを判定する。そし
て、部門ＩＤ管理設定されていない（後述する図６，図７に示す部門ＩＤ管理設定がＯＦ
Ｆ）と判定した場合（Ｓ５０３でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５０４に処理を進め
る。
【００３７】
　Ｓ５０４では、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩアクセス暗証番号が設定されているか否かを判
定する。そして、ＲＵＩアクセス暗証番号が設定されている（後述する図６，図７に示す
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ＲＵＩアクセス暗証番号設定がＯＮ）と判定した場合（Ｓ５０４でＹｅｓの場合）、ＣＰ
Ｕ１０２は、Ｓ５０５に処理を進める。
【００３８】
　Ｓ５０５では、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１を表示するよ
うに制御する。即ち、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１の表示デ
ータを、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａに送信する。該Ｗｅｂブラウザ１
２１ａは、該表示データを受信すると、該表示データに基づいて、ＰＣ１２１のディスプ
レイに、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１を表示する。
【００３９】
　そして、ＣＰＵ１０２は、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａから、ＲＵＩ
アクセス暗証番号入力画面３０１においてユーザ２０１が入力したＲＵＩアクセス暗証番
号を受信すると、Ｓ５０６に処理を進める。
　Ｓ５０６では、ＣＰＵ１０２は、上記ユーザ２０１が入力したＲＵＩアクセス暗証番号
が正しい（登録されているＲＵＩアクセス暗証番号と一致する）か否かを判定する。即ち
、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩアクセス暗証番号による認証処理を行い、認証の結果を判定す
る。
【００４０】
　そして、ユーザ２０１が入力したＲＵＩアクセス暗証番号が正しくないと判定した場合
（Ｓ５０６でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２は、再度、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３
０１を表示するように制御する（Ｓ５０５）。
【００４１】
　一方、上記Ｓ５０６において、ユーザ２０１が入力したＲＵＩアクセス暗証番号が正し
いと判定した場合（Ｓ５０６でＹｅｓの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５０７に処理を移行
する。
【００４２】
　Ｓ５０７では、ＣＰＵ１０２は、通常認証画面２０２を表示するように制御する。即ち
、ＣＰＵ１０２は、通常認証画面２０２の表示データを、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブ
ラウザ１２１ａに送信する。該Ｗｅｂブラウザ１２１ａは、該表示データを受信すると、
該表示データに基づいてＰＣ１２１のディスプレイに、通常認証画面２０２を表示する。
【００４３】
　また、上記Ｓ５０４において、ＲＵＩアクセス暗証番号が設定されていない（ＲＵＩア
クセス暗証番号設定がＯＦＦ）と判定した場合（Ｓ５０４でＮｏの場合）にも、ＣＰＵ１
０２は、通常認証画面２０２を表示するように制御する（Ｓ５０７）。
【００４４】
　そして、ＣＰＵ１０２は、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａから、通常認
証画面２０２においてユーザ２０１が選択したログインモードの情報等を受信すると、Ｓ
５０８に処理を進める。
　Ｓ５０８では、ＣＰＵ１０２は、上記ユーザ２０１が選択したログインモードが管理者
モード（管理者モードでログイン）か否かを判定する。
【００４５】
　そして、上記ユーザ２０１が選択したログインモードが管理者モード（管理者モードで
ログイン）であると判定した場合（Ｓ５０８でＹｅｓの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５０
９に処理を進める。
　Ｓ５０９では、ＣＰＵ１０２は、ログインモードの情報とともに受信した管理者ＩＤ及
び管理者認証番号に基づいて、管理者モードとして認証処理を行い、認証の結果を判定す
る。
【００４６】
　そして、認証処理に失敗したと判定した場合（Ｓ５０９でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２
は、再度、通常認証画面２０２を表示するように制御する（Ｓ５０７）。
　一方、認証処理に成功した（認証処理ＯＫ）と判定した場合（Ｓ５０９でＹｅｓの場合
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）、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩトップ画面２０３を表示するように制御する。即ち、ＣＰＵ
１０２は、ＲＵＩトップ画面２０３の表示データを、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウ
ザ１２１ａに送信する。該Ｗｅｂブラウザ１２１ａは、該表示データを受信すると、該表
示データに基づいてＰＣ１２１のディスプレイに、ＲＵＩトップ画面２０３を表示する。
【００４７】
　また、上記Ｓ５０８において、ユーザ２０１が選択したログインモードが一般ユーザモ
ードであると判定した場合（Ｓ５０８でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２は、認証処理は行わ
ず、ＲＵＩトップ画面２０３を表示するように制御する（Ｓ５１０）。
【００４８】
　また、上記Ｓ５０３において、部門ＩＤ管理設定されている（部門ＩＤ管理設定がＯＮ
）と判定した場合（Ｓ５０３でＹｅｓの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ５１１に処理を進め
る。
　Ｓ５１１では、ＣＰＵ１０２は、部門ＩＤ管理認証画面４０１を表示するように制御す
る。即ち、ＣＰＵ１０２は、部門ＩＤ管理認証画面４０１の表示データを、ＰＣ１２１で
動作するＷｅｂブラウザ１２１ａに送信する。該Ｗｅｂブラウザ１２１ａは、該表示デー
タを受信すると、該表示データに基づいてＰＣ１２１のディスプレイに、部門ＩＤ管理認
証画面４０１を表示する。
【００４９】
　そして、ＣＰＵ１０２は、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａから、部門Ｉ
Ｄ管理認証画面４０１においてユーザ２０１が入力した部門ＩＤ及び暗証番号を受信する
と、Ｓ５１２に処理を進める。
　Ｓ５１２では、ＣＰＵ１０２は、上記ユーザ２０１が入力した部門ＩＤ及び暗証番号に
よる認証処理を行い、認証の結果を判定する。
【００５０】
　そして、認証処理に失敗したと判定した場合（Ｓ５１２でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２
は、再度、部門ＩＤ管理認証画面４０１を表示するように制御する（Ｓ５１１）。
　一方、認証処理に成功した（認証処理ＯＫ）と判定した場合（Ｓ５１２でＹｅｓの場合
）、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩトップ画面２０３を表示するように制御する（Ｓ５１０）。
上記Ｓ５１０の処理を完了すると、ＣＰＵ１０２は、本フローチャートの処理を終了する
。
【００５１】
　図６は、実施例１における、画像形成装置の設定とＲＵＩ表示される認証画面の関係を
例示する一覧表である。
【００５２】
　図７は、実施例１における、ＲＵＩ使用許可、部門ＩＤ管理およびＲＵＩアクセス暗証
番号の設定画面を例示する図である。
　ＲＵＩ使用許可設定画面７００では、ラジオボタン（ＯＮ／ＯＦＦ）７００ａを選択す
ることにより、ＲＵＩ使用を許可するか否かを設定することができる。
　部門ＩＤ管理設定画面７０１では、ラジオボタン（ＯＮ／ＯＦＦ）７０１ａを選択する
ことにより、部門ＩＤの管理を行うか否かの設定（部門ＩＤ管理設定）を行うことができ
る。なお、部門ＩＤ管理設定が設定された場合、ＣＰＵ１０２は、画像形成装置１００の
利用（アクセス）を部門（即ちユーザグループ）ごとに認証管理する。
【００５３】
　セキュリティ設定画面７０２では、ラジオボタン（ＯＮ／ＯＦＦ）７０２ａを選択する
ことにより、ＲＵＩアクセス制限を行うかを設定できる。なお、セキュリティ設定画面７
０２では、ＲＵＩアクセス制限を行う設定の場合、ＲＵＩアクセス暗証番号入力欄７０２
ｂにより、ＲＵＩアクセス暗証番号を設定することができる。このように、セキュリティ
設定画面７０２では、ＲＵＩの利用制限を暗証情報（７０２ａで設定するＲＵＩアクセス
暗証番号）により可能にする設定を行うことができる。
【００５４】
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　なお、ＲＵＩ使用許可設定画面７００、部門ＩＤ管理設定画面７０１およびセキュリテ
ィ設定画面７０２で設定された設定値は、ＣＰＵ１０２の制御により、ＲＯＭ１０４のデ
ータＲＯＭに格納されるものとする。ＲＯＭ１０４は、フラッシュＲＯＭにより構成され
ており、データの書き換えが可能である。
【００５５】
　なお、ＲＵＩ使用許可設定画面７００、部門ＩＤ管理設定画面７０１およびセキュリテ
ィ設定画面７０２は、ＣＰＵ１０２の制御により、操作パネル１１０の表示部に表示され
る。また、図７に示した例では、ＲＵＩ使用許可設定画面７００、部門ＩＤ管理設定画面
７０１およびセキュリティ設定画面７０２では、許可、制限および管理の有無の選択方法
はラジオボタン（７００ａ、７０１ａ、７０２ａ）となっているが、ドロップダウンリス
ト等の他の手段を用いてもよい。
【００５６】
　図６に示すように、ＲＵＩ使用許可設定がＯＦＦの場合、部門ＩＤ管理設定やＲＵＩア
クセス暗証番号設定のＯＮ／ＯＦＦにかかわらず（考慮せず）、ＰＣ１２１のディスプレ
イにＲＵＩアクセス禁止画面が表示され、ＰＣ１２１からのアクセスが禁止される。
　また、ＲＵＩ使用許可設定がＯＮの場合、部門ＩＤ管理設定がＯＮの場合には、ＲＵＩ
アクセス暗証番号設定のＯＮ／ＯＦＦにかかわらず（考慮せず）、ＰＣ１２１のディスプ
レイに部門ＩＤ管理認証画面４０１が表示され、部門ＩＤ及び部門暗証番号による認証に
よりＰＣ１２１からのアクセスが許可制御される。
【００５７】
　また、ＲＵＩ使用許可設定がＯＮ、且つ、部門ＩＤ管理設定がＯＦＦの場合、ＲＵＩア
クセス暗証番号設定がＯＮの場合には、ＰＣ１２１のディスプレイにＲＵＩアクセス暗証
番号入力画面３０１が表示され、ＲＵＩアクセス暗証番号による認証によりＰＣ１２１か
らのアクセスが許可制御される。
　また、ＲＵＩ使用許可設定がＯＮ、且つ、部門ＩＤ管理設定がＯＦＦの場合、ＲＵＩア
クセス暗証番号設定がＯＦＦの場合には、ＰＣ１２１のディスプレイに通常認証画面２０
２が表示される。
【００５８】
　図６に示したように、部門ＩＤ管理設定画面７０１において部門ＩＤ管理がＯＮに設定
された場合には、本実施例によれば、ＲＵＩアクセス制限の設定如何に関わらず、リモー
トアクセス要求時に、ＲＵＩアクセス暗証番号入力画面３０１は表示されない。このため
、部門ＩＤ管理がＯＮの場合、セキュリティ設定画面７０２におけるＲＵＩアクセス制限
の設定、及び、ＲＵＩアクセス暗証番号の入力は意味を成さないため、ＣＰＵ１０２の制
御により、ＲＵＩアクセス制限の設定、及び、ＲＵＩアクセス暗証番号の入力項目をグレ
ーアウトし、入力できないようにすることも実施例の一つである。
　また、ＲＵＩ使用許可設定画面７００においてＲＵＩ使用許可がＯＦＦに設定された場
合にも、ＣＰＵ１０２の制御により、ＲＵＩアクセス制限の設定、及び、ＲＵＩアクセス
暗証番号の入力項目をグレーアウトし、入力できないようにするようにしてもよい。
【００５９】
　以上のように、実施例１によれば、外部アクセス暗証番号（ＲＵＩアクセス暗証番号）
が設定されている場合には、外部アクセス暗証番号による認証によりネットワーク経由の
アクセスを可能にする画像形成装置において、当該画像形成装置が部門ＩＤ管理されたモ
ードに設定されている場合（部門ＩＤ管理がＯＮの場合）には、外部アクセス暗証番号の
設定の有無に関わらず、外部アクセス暗証番号による認証を行うことなく、部門ＩＤ管理
に登録された部門ＩＤ及び部門暗証番号による認証によってネットワーク経由のアクセス
を可能にする構成とする。この構成により、外部アクセス暗証番号による認証以外のセキ
ュリティ対策（ここでは、部門ＩＤ管理設定）が成されている場合には、この状態でさら
に外部アクセス暗証番号による認証を行わなければならないような冗長な操作をユーザに
強要することがなくなる。よって、ユーザの利便性を損なわずにセキュリティを維持可能
な画像形成装置を提供することができる。
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【実施例２】
【００６０】
　上記実施例１では、画像形成装置１００において、部門ＩＤ管理されていなかった場合
にＲＵＩのアクセスを制限するか否かをＲＵＩアクセス暗証番号の設定有無で管理してい
た。なお、システム管理者が正しく設定されている場合には、ユーザモード権限でＲＵＩ
にアクセスされても画像形成装置１００の設定変更などは行えないため問題は少ないと考
えられるため、システム管理者の設定有無によってＲＵＩのアクセスを制限するか否かを
制御するように構成してもよい。以下、この構成について実施例２で説明する。なお、実
施例２では実施例１との差分についてのみ記載する。
【００６１】
　図８は、実施例２におけるＲＵＩ認証画面表示処理を例示するフローチャートを示す図
である。なお、このフローチャートの各ステップは、ＣＰＵ１０２がＲＯＭ１０４等に格
納されるプログラムを読み出して実行することにより実現されるものである。
　ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａから送信されたリモートアクセス要求が
画像形成装置１００において受信されると、ＣＰＵ１０２は、本フローチャートの処理を
開始する。また、本フローチャートでは、特に処理の主体が明示されていない処理は、Ｃ
ＰＵ１０２により実行されるものとする。
【００６２】
　まず、ステップＳ８０１～Ｓ８０３、及びＳ８０９～Ｓ８１０は、図５のＳ５０１～Ｓ
５０３、及びＳ５１１～５１２の処理と同一のため説明を省略する。
　なお、Ｓ８０３において、部門ＩＤ管理設定がなされていないと判定した場合（Ｓ８０
３でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ８０４に処理を進める。
【００６３】
　Ｓ８０４では、ＣＰＵ１０２は、システム管理者が設定されているか否かを判定する。
なお、システム管理者設定とは、特定のユーザ又は部門（ユーザグループ）を画像形成装
置１００の管理者とする設定して、画像形成装置１００の管理者権限を付与する設定であ
る。管理者権限とは、例えば、画像形成装置１００に対する全てのアクセスを可能とする
権限である。
【００６４】
　そして、システム管理者が設定されていない（後述する図９に示すシステム管理者設定
がＯＦＦ）と判定した場合（Ｓ８０４でＮｏの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ８０２におい
て、ＲＵＩ使用不可画面（不図示のＲＵＩの使用が許可されていない旨を示す画面）を表
示するように制御する。なお、Ｓ８０２は、図５のＳ５０２の処理と同一のため詳細は省
略する。
【００６５】
　一方、上記Ｓ８０４において、システム管理者が設定されている（システム管理者設定
がＯＮ）と判定した場合（Ｓ８０４でＹｅｓの場合）、ＣＰＵ１０２は、Ｓ８０５～Ｓ８
０８の処理を実行する。Ｓ８０５～Ｓ８０８は、図５のＳ５０７～Ｓ５１０の処理と同一
のため説明を省略する。
【００６６】
　図９は、実施例２における、画像形成装置の設定とＲＵＩ表示される認証画面の関係を
例示する一覧表である。なお、実施例１で示した図６と異なる点のみ説明する。
　ＲＵＩ使用許可設定がＯＦＦの場合、ＲＵＩ使用許可設定がＯＮ且つ部門ＩＤ管理設定
がＯＮの場合は、実施例１と同様であるので説明は省略する。
【００６７】
　ＲＵＩ使用許可設定がＯＮ、且つ、部門ＩＤ管理設定がＯＦＦの場合、システム管理者
設定がＯＮの場合には、ＰＣ１２１のディスプレイに通常認証画面２０２が表示される。
　また、ＲＵＩ使用許可設定がＯＮ、且つ、部門ＩＤ管理設定がＯＦＦの場合、システム
管理者設定がＯＦＦの場合には、ＰＣ１２１のディスプレイにＰＣ１２１のディスプレイ
にＲＵＩアクセス禁止画面が表示され、ＰＣ１２１からのアクセスが禁止される。
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【００６８】
　以上のように、実施例２によれば、システム管理者が設定されている場合にはネットワ
ーク経由のアクセス（ＲＵＩ）が可能であり、システム管理者が設定されていない場合に
はネットワーク経由のアクセス（ＲＵＩ）が不可能である画像形成装置において、当該画
像形成装置が部門ＩＤ管理されたモードに設定されている場合（部門ＩＤ管理がＯＮの場
合）には、システム管理者の設定のＯＮ／ＯＦＦに関わらず、システム管理者の管理者Ｉ
Ｄ及び管理者暗証番号による認証を行うことなく、部門ＩＤ管理に登録された部門ＩＤ及
び部門暗証番号による認証によってネットワーク経由のアクセスを可能にする構成とする
。この構成により、管理者ＩＤによる認証以外のセキュリティ対策（ここでは、部門ＩＤ
管理設定）が成されている場合には、この状態でさらに管理者ＩＤ及び管理者暗証番号に
よる認証を行わなければならないような冗長な操作をユーザに強要することがなくなる。
よって、ユーザの利便性を損なわずにセキュリティを維持可能な画像形成装置を提供する
ことができる。
【００６９】
　なお、上記実施例１のＲＵＩアクセス暗証番号による認証、又は、上記実施例２の管理
者認証情報による認証、以外のセキュリティ対策として、画像形成装置１００に対するア
クセスをユーザグループごとに認証管理するための設定（部門ＩＤ管理設定）が成されて
いる場合について説明した。しかし、ＲＵＩアクセス暗証番号による認証、又は、管理者
認証情報による認証以外のセキュリティ対策はこれに限定されるものではない。
【００７０】
　例えば、画像形成装置１００の利用（アクセス）をユーザごとに認証管理するための設
定（ユーザＩＤ管理設定）が成されている場合であってもよい。ユーザＩＤ管理設定がさ
れている状態で、ＰＣ１２１からＲＵＩアクセス要求があたった場合には、ＣＰＵ１０２
は、ユーザＩＤ及びユーザＩＤ暗証番号による認証を要求するユーザＩＤ管理認証画面を
表示するように制御する。即ち、ＣＰＵ１０２は、ユーザＩＤ管理認証画面の表示データ
を、ＰＣ１２１で動作するＷｅｂブラウザ１２１ａに送信する。該Ｗｅｂブラウザ１２１
ａは、該表示データを受信すると、該表示データに基づいてＰＣ１２１のディスプレイに
、ユーザＩＤ管理認証画面を表示する。そして、ＣＰＵ１０２は、ユーザがユーザＩＤ管
理認証画面から入力したユーザＩＤ及び暗証番号を受信すると、該ユーザＩＤ及び暗証番
号による認証処理を行う。該認証処理に失敗したと判定した場合、ＣＰＵ１０２は、再度
、ユーザＩＤ管理認証画面を表示するように制御する。一方、認証処理に成功した（認証
処理ＯＫ）と判定した場合、ＣＰＵ１０２は、ＲＵＩトップ画面２０３を表示するように
制御する。
【００７１】
　また、上記各実施例では、画像形成装置１００のＲＵＩは、ネットワーク１２０を介し
てＰＣ１２１から利用可能な構成でも、ＵＳＢケーブル１１６等のネットワーク以外のイ
ンタフェースを介してＰＣ１２１から利用可能な構成でもよい。
【００７２】
　また、上記各実施例の画像形成装置１００では、ＰＣ１２１等の外部装置から利用可能
なユーザインタフェース（ＲＵＩ）の提供する際の制御について説明したが、ＲＵＩ以外
のアクセスの制御であてもよく、画像形成装置１００が提供可能な機能へのアクセスであ
ればどのようなアクセスの制御であってもよい。
【００７３】
　さらに、ＰＣ１２１等の外部装置からアクセス可能な画像形成装置について説明したが
、画像形成装置に限定されるものではなく、画像形成装置以外の情報処理装置であっても
よい。例えば、パーソナルコンピュータや、ネットワーク家電等であってもよい。外部装
置からアクセスして利用可能な機能を提供可能な情報処理装置であれば、本発明を適用可
能である。
【００７４】
　以上示したように、アクセス暗証番号又は管理者認証情報による認証以外のセキュリテ
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ィ対策が成されている場合には、この状態でさらにアクセス暗証番号又は管理者認証情報
による認証を行わなければならないような冗長な操作をユーザに強要することがなくなる
。よって、ユーザの利便性を損なわずにセキュリティを維持可能な画像形成装置等の情報
処理装置を提供することができる。
　従って、本発明によれば、ユーザの利便性を損なわず、ネットワーク経由でアクセス可
能な画像形成装置等の情報処理装置のセキュリティを維持することができる。
【００７５】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
　以上、一実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。
　また、上記各実施例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれるものである。
【００７６】
　（他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。
　本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（各
実施例の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外するもの
ではない。即ち、上述した各実施例及びその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含
まれるものである。
【符号の説明】
【００７７】
　１００　　画像形成装置
　１２０　　ネットワーク
　１２１　　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
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