
JP 2009-290709 A 2009.12.10

10

(57)【要約】
【課題】　ジョブの処理を実行する際、印刷装置で印刷
した複数の原稿を、画像処理装置で読み取り、取得した
複数の情報を照合して認証することにより、ジョブの処
理を適切な場合に実行すること。
【解決手段】　Ｓ２０５で拡張したビットに０をセット
する（Ｓ２０７）。次に、Ｓ２０７でセットした値を固
有コード１としてＨＤＤ４０４に保存する（Ｓ２０８）
。次に、Ｓ２０５で拡張したビットに１をセットする（
Ｓ２０９）。次に、Ｓ２０９でセットした値を認証コー
ド１としてＨＤＤ４０４に保存する（Ｓ２１０）。Ｓ２
０５で拡張したビットに１をセットする（Ｓ２１３）。
次に、Ｓ２１３でセットした値を固有コード２としてＨ
ＤＤ４０４に保存する（Ｓ２１４）。次に、Ｓ２０５で
拡張したビットに０をセットする（Ｓ２１５）。次に、
Ｓ２１５でセットした値を認証コード２としてＨＤＤ４
０４に保存する（Ｓ２１６）。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷装置と画像処理装置とにより構成される印刷システムであって、
　前記印刷装置は、
　第１の画像データを入力する入力手段と、
　前記第１の画像データと第１の情報とに基づき第２の画像データを生成し、該第１の情
報との照合により認証を実行するための第２の情報に基づき第３の画像データを生成する
生成手段と、
　前記第２の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第１の原稿を生成し、前記第
３の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第２の原稿を生成する印刷手段とを有
し、
　前記画像処理装置は、
　前記第１の原稿を読み取り第３の画像データを入力し、前記第２の原稿を読み取り第４
の画像データを入力する読取手段と、
　前記第３の画像データから前記第１の情報を取得し、前記第３の画像データから前記第
２の情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した前記第１の情報と前記取得手段により取得した前記第２の
情報とを照合することにより認証処理を実行する認証手段と、
　前記認証手段による認証が成功した場合、前記読取手段により入力された前記第３の画
像データを用いてジョブの処理を実行する実行手段とを有することを特徴とする印刷シス
テム。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記第１の画像データと前記第２の情報とに基づき第３の画像データ
を生成することを特徴とする請求項１に記載の印刷システム。
【請求項３】
　前記印刷装置は、前記第１の画像データを特定する第３の情報に基づき、前記第１の情
報と前記第２の情報とを設定する設定手段を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の印刷システム。
【請求項４】
　前記第３の情報は、第１の画像データを管理するために付与される文書ＩＤであること
を特徴とする請求項３に記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記設定手段は、前記文書ＩＤに１ビットの桁を追加することにより前記第１の情報と
前記第２の情報とを設定することを特徴とする請求項４に記載の印刷システム。
【請求項６】
　前記第１の情報と前記第２の情報とは、同じ情報であることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項７】
　前記認証手段は、前記取得手段により取得した前記第１の情報と前記取得手段により取
得した前記第２の情報とが一致した場合、認証を成功させることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項８】
　前記画像処理装置は、複数のジョブの中から前記読取手段により入力された前記第３の
画像データを用いて実行するジョブを決定する決定手段を有し、
　前記実行手段は、前記決定手段により決定されたジョブを実行することを特徴とする請
求項１乃至７のいずれかに記載の印刷システム。
【請求項９】
　前記画像処理装置は、画像データを用いて用紙に印刷処理を実行する出力手段を有し、
　前記実行手段は、前記決定手段により決定されたジョブがコピーのジョブであった場合
、前記読取手段により入力された前記第３の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行す
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るよう前記出力手段を制御することを特徴とする請求項８に記載の印刷システム。
【請求項１０】
　第１の画像データを入力する入力手段と、
　前記第１の画像データと第１の情報とに基づき第２の画像データを生成し、該第１の情
報との照合により認証を実行するための第２の情報に基づき第３の画像データを生成する
生成手段と、
　前記第２の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第１の原稿を生成し、前記第
３の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第２の原稿を生成する印刷手段とを有
することを特徴とする印刷装置。
【請求項１１】
　前記生成手段は、前記第１の画像データと前記第２の情報とに基づき第３の画像データ
を生成することを特徴とする請求項１０に記載の印刷装置。
【請求項１２】
　前記第１の画像データを特定する第３の情報に基づき、前記第１の情報と前記第２の情
報とを設定する設定手段を有することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の印刷装置
。
【請求項１３】
　前記第３の情報は、第１の画像データを管理するために付与される文書ＩＤであること
を特徴とする請求項１２に記載の印刷装置。
【請求項１４】
　前記設定手段は、前記文書ＩＤに１ビットの桁を追加することにより前記第１の情報と
前記第２の情報とを設定することを特徴とする請求項１３に記載の印刷装置。
【請求項１５】
　前記第１の情報と前記第２の情報とは、同じ情報であることを特徴とする請求項１０乃
至１４のいずれかに記載の印刷装置。
【請求項１６】
　第１の原稿を読み取り第１の画像データを入力し、第２の原稿を読み取り第２の画像デ
ータを入力する読取手段と、
　前記第１の画像データから第１の情報を取得し、前記第２の画像データから第２の情報
を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した前記第１の情報と前記取得手段により取得した前記第２の
情報とを照合することにより認証処理を実行する認証手段と、
　前記認証手段による認証が成功した場合、前記読取手段により入力された前記第１の画
像データを用いてジョブの処理を実行する実行手段とを有することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項１７】
　前記認証手段は、前記取得手段により取得した前記第１の情報と前記取得手段により取
得した前記第２の情報とが一致した場合、認証を成功させることを特徴とする請求項１６
に記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　複数のジョブの中から前記読取手段により入力された前記第１の画像データを用いて実
行するジョブを決定する決定手段を有し、
　前記実行手段は、前記決定手段により決定されたジョブを実行することを特徴とする請
求項１６又は１７に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　画像データを用いて用紙に印刷処理を実行する出力手段を有し、
　前記実行手段は、前記決定手段により決定されたジョブがコピーのジョブであった場合
、前記読取手段により入力された前記第１の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行す
るよう前記出力手段を制御することを特徴とする請求項１８に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
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　印刷装置と画像処理装置とにより構成される印刷システムを制御するための制御方法で
あって、
　前記印刷装置が、第１の画像データを入力する入力工程と、
　前記印刷装置が、前記第１の画像データと第１の情報とに基づき第２の画像データを生
成し、該第１の情報との照合により認証を実行するための第２の情報に基づき第３の画像
データを生成する生成工程と、
　前記印刷装置が、前記第２の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第１の原稿
を生成し、前記第３の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第２の原稿を生成す
る印刷工程と、
　前記画像処理装置が、前記第１の原稿を読み取り第３の画像データを入力し、前記第２
の原稿を読み取り第４の画像データを入力する読取工程と、
　前記画像処理装置が、前記第３の画像データから前記第１の情報を取得し、前記第３の
画像データから前記第２の情報を取得する取得工程と、
　前記画像処理装置が、前記取得工程により取得した前記第１の情報と前記取得工程によ
り取得した前記第２の情報とを照合することにより認証処理を実行する認証工程と、
　前記画像処理装置が、前記認証工程による認証が成功した場合、前記読取工程により入
力された前記第３の画像データを用いてジョブの処理を実行する実行工程とを有すること
を特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷システム、印刷装置、画像処理装置及び印刷システムの制御方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　印刷装置において、著作権や情報機密の観点から、原稿が勝手に印刷されてしまうと不
都合が生じる場合がある。
【０００３】
　この様な問題に対し、近年、印刷装置で原稿を読み取ってジョブを実行する際、読み取
る原稿によってジョブの実行を制限する技術が考えられるようになってきた。
【０００４】
　特許文献１には、原稿の複写禁止を示す画像を原稿画像と合成して印刷し、その原稿を
複写する際には認証を必要とする方法が記載されている。
【特許文献１】特開２００７－１４０２３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された方法において、ジョブの実行の制限を解除するためには、パス
ワードを用いたユーザーの認証が必要となる。
【０００６】
　しかし、パスワードを用いた認証方法は、ユーザーがパスワードを忘れたり流出したり
した場合に問題がある。
【０００７】
　さらに、パスワード以外を用いた認証方法として、ＩＤカードや生体認証を用いた方法
が存在するが、これらの方法を用いるためには、それぞれの認証を実行するために必要な
専用の装置を、印刷装置に別途追加しなければならない。
【０００８】
　本発明は、ジョブの処理を実行する際、印刷装置で印刷した複数の原稿を、画像処理装
置で読み取り、取得した複数の情報を照合して認証することにより、ジョブの処理を適切
な場合に実行することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る印刷システムは、印刷装置と画像処理装置とにより構成され、前記印刷装
置は、第１の画像データを入力する入力手段と、前記第１の画像データと第１の情報とに
基づき第２の画像データを生成し、該第１の情報との照合により認証を実行するための第
２の情報に基づき第３の画像データを生成する生成手段と、前記第２の画像データを用い
て用紙に印刷処理を実行して第１の原稿を生成し、前記第３の画像データを用いて用紙に
印刷処理を実行して第２の原稿を生成する印刷手段とを有し、前記画像処理装置は、前記
第１の原稿を読み取り第３の画像データを入力し、前記第２の原稿を読み取り第４の画像
データを入力する読取手段と、前記第３の画像データから前記第１の情報を取得し、前記
第３の画像データから前記第２の情報を取得する取得手段と、前記取得手段により取得し
た前記第１の情報と前記取得手段により取得した前記第２の情報とを照合することにより
認証処理を実行する認証手段と、前記認証手段による認証が成功した場合、前記読取手段
により入力された前記第３の画像データを用いてジョブの処理を実行する実行手段とを有
することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る印刷装置は、第１の画像データを入力する入力手段と、前記第１の
画像データと第１の情報とに基づき第２の画像データを生成し、該第１の情報との照合に
より認証を実行するための第２の情報に基づき第３の画像データを生成する生成手段と、
前記第２の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第１の原稿を生成し、前記第３
の画像データを用いて用紙に印刷処理を実行して第２の原稿を生成する印刷手段とを有す
ることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る画像処理装置は、第１の原稿を読み取り第１の画像データを入力し
、第２の原稿を読み取り第２の画像データを入力する読取手段と、前記第１の画像データ
から第１の情報を取得し、前記第２の画像データから第２の情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得した前記第１の情報と前記取得手段により取得した前記第２の情
報とを照合することにより認証処理を実行する認証手段と、前記認証手段による認証が成
功した場合、前記読取手段により入力された前記第１の画像データを用いてジョブの処理
を実行する実行手段とを有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る制御方法は、印刷装置と画像処理装置とにより構成される印刷シス
テムを制御するための制御方法であり、前記印刷装置が、第１の画像データを入力する入
力工程と、前記印刷装置が、前記第１の画像データと第１の情報とに基づき第２の画像デ
ータを生成し、該第１の情報との照合により認証を実行するための第２の情報に基づき第
３の画像データを生成する生成工程と、前記印刷装置が、前記第２の画像データを用いて
用紙に印刷処理を実行して第１の原稿を生成し、前記第３の画像データを用いて用紙に印
刷処理を実行して第２の原稿を生成する印刷工程と、前記画像処理装置が、前記第１の原
稿を読み取り第３の画像データを入力し、前記第２の原稿を読み取り第４の画像データを
入力する読取工程と、前記画像処理装置が、前記第３の画像データから前記第１の情報を
取得し、前記第３の画像データから前記第２の情報を取得する取得工程と、前記画像処理
装置が、前記取得工程により取得した前記第１の情報と前記取得工程により取得した前記
第２の情報とを照合することにより認証処理を実行する認証工程と、前記画像処理装置が
、前記認証工程による認証が成功した場合、前記読取工程により入力された前記第３の画
像データを用いてジョブの処理を実行する実行工程とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、ジョブの処理を実行する際、印刷装置で印刷した複数の原稿を、画像処
理装置で読み取り、取得した複数の情報を照合して認証することにより、ジョブの処理を
適切な場合に実行することが可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　〔第１実施形態〕
　図１は、第１実施形態に係るシステムの構成を示す図である。
【００１５】
　１０１は、ＰＣである。１０２は、プリンタである。１０３は、ネットワークである。
ＰＣ１０１とプリンタ１０２は、ネットワーク１０３により接続され、画像データ等のデ
ータの伝送が行われる。なお、ＰＣ１０１とプリンタ１０２の接続はローカル接続でもよ
い。
【００１６】
　図２は、第１実施形態に係るＰＣ１０１の構成を示すブロック図である。
【００１７】
　２０１はＣＰＵであり、ＲＡＭ２０３に展開されたプログラムに基づき、ＰＣ１０１の
各構成２０２～２０７を制御する。２０２はＲＯＭ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ
２０１が実行するブートプログラム等を記憶する。２０３はＲＡＭ（揮発性記憶媒体）で
あり、ＣＰＵ２０１が実行するＯＳやアプリケーションのプログラム等がＨＤＤ２０４か
ら展開される。２０４はＨＤＤ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ２０１が実行するＯ
Ｓやアプリケーションのプログラム等を記憶する。２０５はディスプレイであり、ＰＣ１
０１における各種情報等をユーザーに表示する。２０６はユーザーインターフェースであ
り、マウスやキーボードを用いて、ＰＣ１０１に対する各種入力等をユーザーから受け付
ける。３０７はネットワークインターフェースであり、プリンタ１０２等の外部装置から
画像データ等の入出力を行う。
【００１８】
　図３は、第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示すブロック図である。
【００１９】
　３０１は制御部であり、プリンタ１０２の各構成３０２～３０４を制御する。制御部３
０１の詳細は、図４を用いて後述する。３０２は操作部であり、表示部と入力部とを有し
、表示部によりユーザーにプリンタ１０２の操作画面を提供するとともに、入力部により
ユーザーからプリンタ１０２に対する各種操作を受け付ける。３０３は読取部であり、原
稿から画像データを読み取り、制御部３０１に入力する。３０４は印刷部であり、制御部
３０１により画像処理を実行された画像データに基づいて、出力用紙に画像形成を実行す
る。
【００２０】
　図４は、第１実施形態に係る制御部３０１の詳細を示すブロック図である。
【００２１】
　４０１はＣＰＵであり、ＲＡＭ４０３に展開されたプログラムに基づき、プリンタ１０
２の各構成３０２～３０４やプリンタ制御部３０１の各構成４０２～４０７を制御する。
４０２はＲＯＭ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するブートプログラム
等を記憶する。４０３はＲＡＭ（揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するＯＳ
やアプリケーションのプログラム等がＨＤＤ４０４から展開される。４０４はＨＤＤ（不
揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するＯＳやアプリケーションのプログラム
等を記憶する。４０５はイメージプロセッサであり、イメージメモリ４０６に記憶された
画像データに対して各種画像処理を実行する。４０６はイメージメモリ（揮発性記憶媒体
）であり、読取部３０３やネットワークインターフェース４０７から入力された画像デー
タを一時的に保持する。４０７はネットワークインターフェースであり、ＰＣ１０１等の
外部装置から画像データ等の入出力を行う。
【００２２】
　ジョブには、コピー・プリント・ＦＡＸ・ＳＥＮＤ・ＢＯＸ等が含まれる。コピーとは
、読取部３０３により読み取った画像データを印刷部３０４により印刷することである。
プリントとは、ネットワークインターフェース４０７によりＰＣ１０１から受信した画像
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データを印刷部３０４により印刷することである。ＦＡＸとは、読取部３０３により読み
取った画像データ等を、電話回線を用いて送受信することである。ＳＥＮＤとは、読取部
３０３により読み取った画像データ等を、ネットワークを用いて送受信することである。
ＢＯＸとは、読取部３０３により読み取った画像データ等を、ＨＤＤ２０４等の記憶媒体
に記憶することである。
【００２３】
　図５は、第１実施形態に係る合成原稿の生成過程を示す概念図である。
【００２４】
　まず、原稿をスキャンし、原稿画像の画像データ（第１の画像データ）を入力する。一
方、ユーザーから入力された設定により文書ＩＤ（第３の情報）に基づき認証情報１（第
１の情報を含む）と認証情報２（第２の情報を含む）を生成し、認証情報１と認証情報２
それぞれに基づき認証画像１と認証画像２の画像データを生成する。次に、原稿画像の画
像データを認証画像１と認証画像２の画像データそれぞれと合成し、合成画像１の画像デ
ータ（第２の画像データ）と合成画像２の画像データ（第３の画像データ）を生成する。
次に、合成画像１と合成画像２それぞれを用紙にプリントし、合成原稿１（第１の原稿）
と合成原稿２（第２の原稿）を出力する。
【００２５】
　図６は、第１実施形態に係る合成原稿の生成過程を示すフローチャートである。なお、
このフローチャートの制御は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に記憶されたプログラムをＲ
ＡＭ４０３に読み出し実行することにより実行される。
【００２６】
　まず、操作部３０２により、設定を入力する（Ｓ１０１）。
【００２７】
　図８は、設定Ｓ１０１で操作部３０２に表示される設定画面である。図８において、ユ
ーザーは、ジョブごとにセキュリティーレベルを設定することができる。このセキュリテ
ィーレベルは、ユーザーごとに異なるものを設定してもかまわない。また、認証を実行す
る際に用いるパスワードを設定することもできる。図８では、Ｃｏｐｙは認証を必要とし
、ＳｅｎｄとＦａｘは認証に関わらず禁止し、Ｂｏｘは認証に関わらず許可するように設
定されている。
【００２８】
　次に、読取部３０３により、原稿を原稿画像として読み取る（Ｓ１０２）。次に、Ｓ１
０１で入力された設定に基づき、認証情報を生成する（Ｓ１０３）。Ｓ１０３の詳細は、
図７を用いて後述する。Ｓ１０３では、２種類の認証情報（認証情報１と認証情報２）が
生成される。次に、イメージプロセッサ４０５により、Ｓ１０３で生成した２種類の認証
情報それぞれに基づき、２種類の認証画像（認証画像１と認証画像２）を生成する（Ｓ１
０４）。Ｓ１０４の詳細は、後述する。次に、イメージプロセッサ４０５により、Ｓ１０
２で読み取った原稿画像とＳ１０４で生成した２種類の認証画像それぞれとを合成し、２
種類の合成画像（合成画像１と合成画像２）を生成する（Ｓ１０５）。次に、印刷部３０
４により、Ｓ１０５で生成した２種類の合成画像それぞれを印刷し２種類の合成原稿（合
成原稿１と合成原稿２）として出力する（Ｓ１０６）。
【００２９】
　Ｓ１０４において、ＣＰＵ４０１は、ＨＤＤ４０４に記憶された認証画像生成プログラ
ムを実行する。認証画像生成プログラムは、認証情報を入力情報として、その入力情報に
所定の関数処理を実行することにより、認証情報に応じたコードデータを生成する。また
、認証画像生成プログラムは、コードデータをステップＳ１０２で読み取られた原稿のサ
イズに応じた２次元画像となるように、複数のコードデータを元に認証画像を生成する。
この認証画像は、人間には視認しにくいような画像として生成するのが望ましい。人間に
は視認しにくいような画像として生成することで、後述する合成画像から生成される合成
原稿中では認証画像を合成したことによる視認性の低下を防止することができる。また、
プリンタ１０２がイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの４色のトナーを用いて印刷処
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理するカラープリンタである場合、認証画像がイエローのトナーにて印刷処理されるよう
に認証画像を生成するのが望ましい。印刷処理により生成された原稿中でイエロートナー
により印刷処理された部分は、一般的に視認性が低いので、認証画像を合成したことによ
る視認性の低下を防止することができる。
【００３０】
　図７は、第１実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３の詳細を示すフローチャートである
。
【００３１】
　まず、Ｓ１０１で設定したパスワードをＨＤＤ４０４に保存する（Ｓ２０１）。次に、
Ｓ１０１で設定したセキュリティーレベルをＨＤＤ４０４に保存する（Ｓ２０２）。
【００３２】
　次に、文書ＩＤを生成する（Ｓ２０３）。この文書ＩＤは、印刷された出力物を特定し
管理するために文書のデータに付与される、文書ごとに固有のＩＤである。次に、Ｓ２０
１で生成した文書ＩＤをＨＤＤ４０４に保存する（Ｓ２０４）。次に、Ｓ２０３で生成し
た文書ＩＤの桁を１ビット拡張する（Ｓ２０５）。なお、拡張するビットは、先頭でも末
尾でもよい。
【００３３】
　次に、認証情報１を生成するか否かを判断する（Ｓ２０６）。Ｓ２０６では、認証情報
１が生成されていない場合は認証情報１を生成すると判断し、認証情報１が生成されてい
る場合は認証情報１を生成しないと判断する。Ｓ２０６で、認証情報１を生成すると判断
された場合、Ｓ２０７に移行する。Ｓ２０６で、認証情報１を生成しないと判断された場
合、Ｓ２１３に移行する。
【００３４】
　Ｓ２０６で認証情報１を生成すると判断された場合、Ｓ２０５で拡張したビットに０を
セットする（Ｓ２０７）。次に、Ｓ２０７でセットした値を固有コード１としてＨＤＤ４
０４に保存する（Ｓ２０８）。次に、Ｓ２０５で拡張したビットに１をセットする（Ｓ２
０９）。次に、Ｓ２０９でセットした値を認証コード１としてＨＤＤ４０４に保存する（
Ｓ２１０）。次に、Ｓ２０１で保存したパスワードとＳ２０２で保存したセキュリティー
レベルとＳ２０４で保存した文書ＩＤとＳ２０８で保存した固有コード１とＳ２１０で保
存した認証コード１とを、認証情報１として登録する（Ｓ２１１）。
【００３５】
　次に、認証情報１と認証情報２の生成が両方とも完了したか否かを判断する（Ｓ２１２
）。Ｓ２１２で、認証情報１と認証情報２の生成が両方とも完了したと判断された場合、
処理を終了する。Ｓ２１２で、認証情報１と認証情報２の少なくともいずれか一方の生成
が完了していないと判断された場合、Ｓ２０６に移行する。
【００３６】
　Ｓ２０６で認証情報１を生成しないと判断された場合、Ｓ２０５で拡張したビットに１
をセットする（Ｓ２１３）。次に、Ｓ２１３でセットした値を固有コード２としてＨＤＤ
４０４に保存する（Ｓ２１４）。次に、Ｓ２０５で拡張したビットに０をセットする（Ｓ
２１５）。次に、Ｓ２１５でセットした値を認証コード２としてＨＤＤ４０４に保存する
（Ｓ２１６）。次に、Ｓ２０１で保存したパスワードとＳ２０２で保存したセキュリティ
ーレベルとＳ２０４で保存した文書ＩＤとＳ２１４で保存した固有コード２とＳ２１６で
保存した認証コード２とを、認証情報２として登録する（Ｓ２１７）。
【００３７】
　図９は、第１実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３で生成される認証情報である。図９
において、パスワードとセキュリティーレベルと文書ＩＤとは、認証情報１と認証情報２
とで共通のものが用いられる。また、固有コードと認証コードとは、認証情報１と認証情
報２とで互いに異なるものが用いられる。図９では、固有コード１が認証コード２に対応
し、固有コード２が認証コード１に対応している。
【００３８】
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　図１０は、第１実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示す概念図である
。
【００３９】
　まず、実行するジョブを決定する。実行するジョブは、ユーザーの選択により、Ｃｏｐ
ｙ，Ｓｅｎｄ，Ｂｏｘ，Ｆａｘの中から決定する。次に、合成原稿１（第１の原稿）と合
成原稿２（第２の原稿）をそれぞれスキャンし、合成画像１の画像データ（第３の画像デ
ータ）と合成画像２の画像データ（第４の画像データ）を入力する。次に、合成画像１の
認証情報１（第１の情報を含む）と合成画像２の認証情報２（第２の情報を含む）の画像
データをそれぞれ解析し、解析したデータに基づき認証処理を実行する。次に、認証処理
において認証が成功した場合、合成画像１に基づき、決定したジョブを実行する。
【００４０】
　図１１は、第１実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示すフローチャー
トである。なお、このフローチャートの制御は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に記憶され
たプログラムをＲＡＭ４０３に読み出し実行することにより実行される。
【００４１】
　まず、これから実行するジョブの種類を決定する（Ｓ３０１）。次に、読取部３０３に
より、Ｓ１０６で印刷された合成原稿１を読み取り合成画像１を入力する（Ｓ３０２）。
次に、Ｓ３０２で読み取った合成画像１からＳ１０３で生成した認証情報１を解析する（
Ｓ３０３）。Ｓ３０３の詳細は、後述する。次に、Ｓ３０３で解析した認証情報１に含ま
れるセキュリティーレベル１を確認することにより、Ｓ３０１で決定したジョブをＳ３０
２で読み取った合成原稿１を用いて実行するために認証が必要であるか否かを判断する（
Ｓ３０４）。Ｓ３０４で認証が必要であると判断された場合、Ｓ３０５に移行する。Ｓ３
０４で認証が必要でないと判断された場合、Ｓ３０７に移行する。
【００４２】
　Ｓ３０４で、認証が必要であると判断された場合、認証を実行する（Ｓ３０５）。Ｓ３
０５の詳細は、図１２を用いて後述する。次に、Ｓ３０５の認証の結果、認証が成功した
か否かを判断する（Ｓ３０６）。Ｓ３０６で認証が成功したと判断された場合、Ｓ３０７
に移行する。Ｓ３０６で認証が成功しなかったと判断された場合、Ｓ３０５に移行する。
【００４３】
　Ｓ３０６で認証が成功したと判断された場合、Ｓ３０１で決定したジョブをＳ３０２で
読み取った合成原稿１を用いて実行する（Ｓ３０７）。
【００４４】
　図１２は、第１実施形態に係る認証Ｓ３０５の詳細を示すフローチャートである。
【００４５】
　まず、ユーザーから認証方法の選択を受け付ける（Ｓ４０１）。
【００４６】
　図１３は、第１実施形態に係る認証方法の選択Ｓ４０１で操作部３０２に表示される設
定画面である。図１３では、パスワードとスキャンの２種類が選択可能となっており、パ
スワードを選択すると認証用のパスワードが入力可能となっている。パスワードを選択す
ると、Ｓ２０１で保存されたパスワードによる認証が実行される。スキャンを選択すると
、Ｓ２１０及びＳ２１６で生成した認証コードを用いた認証が実行される。
【００４７】
　次に、Ｓ４０１において、ユーザーによりパスワード認証が選択されたか否かを判断す
る（Ｓ４０２）。Ｓ４０２でパスワード認証が選択されたと判断された場合、Ｓ４０３に
移行する。Ｓ４０２でパスワード認証が選択されなかったと判断された場合、Ｓ４０６に
移行する。
【００４８】
　Ｓ４０２でパスワード認証が選択されたと判断された場合、ユーザーから認証に必要な
パスワードの入力を受け付ける（Ｓ４０３）。本実施形態において、認証に必要なパスワ
ードの入力は、図１３に示すように認証方法の選択画面と同じ画面で受け付けるものとす
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るが、認証方法の選択画面と別の画面で受け付けても構わない。次に、Ｓ３０３で解析し
た１種類目の認証情報に含まれる１種類目のパスワードを取得する（Ｓ４０４）。次に、
Ｓ４０３で入力したパスワードとＳ４０４で確認したパスワードとを照合する（Ｓ４０５
）。Ｓ４０５の照合の結果、Ｓ４０３で入力したパスワードとＳ４０４で確認したパスワ
ードとが一致していた場合は認証され、一致していなかった場合は認証されない。
【００４９】
　Ｓ４０２でパスワード認証が選択されなかったと判断された場合、Ｓ３０３で解析した
認証情報１に含まれる固有コード１を取得する（Ｓ４０６）。次に、読取部３０３により
、Ｓ１０６で印刷された合成原稿２を読み取り合成画像２を入力する（Ｓ４０７）。次に
、Ｓ４０７で読み取った合成画像２からＳ１０３で生成した認証情報２を解析する（Ｓ４
０８）。Ｓ４０８の詳細は、後述する。次に、Ｓ４０８で解析した認証情報２に含まれる
認証コード２を取得する（Ｓ４０９）。次に、Ｓ４０６で確認した固有コード１とＳ４０
９で確認した認証コード２とを照合する（Ｓ４１０）。照合の結果、Ｓ４０６で確認した
固有コード１とＳ４０９で確認した認証コード２とが一致していた場合は認証され、一致
していなかった場合は認証されない。
【００５０】
　Ｓ３０３及びＳ４０８において、ＣＰＵ４０１は、ＨＤＤ４０４に記憶された認証情報
解析プログラムを実行する。認証情報解析プログラムは、合成原稿を読み取って得た合成
画像から合成画像に埋め込まれたコードデータを解析し、解析されたコードデータから認
証情報を抽出する。例えば、図６のフローチャートにおけるステップＳ１０２で認証情報
１からコードデータが生成されている場合、ＣＰＵ４０１は合成画像からそのコードデー
タを解析し、解析されたコードデータから認証情報１を抽出する。また、図６のフローチ
ャートにおけるステップＳ１０２で認証情報２からコードデータが生成されている場合、
ＣＰＵ４０１は合成画像からそのコードデータを解析し、解析されたコードデータから認
証情報２を抽出する。
【００５１】
　以上のように、第１実施形態では、合成原稿１と合成原稿２に同じ原稿画像が印刷され
る。また、合成原稿１と合成原稿２には互いに異なる認証情報（認証情報１と認証情報２
）が含まれており、これらを相互に照合することにより認証を実行する。よって、合成原
稿１と合成原稿２のうち、いずれか一方（どちらでもよい）を流通用として頒布し、もう
一方を認証用として保管することとなる。
【００５２】
　第１実施形態により、ジョブの処理を実行する際、印刷装置で印刷した複数の原稿を、
画像処理装置で読み取り、取得した複数の情報を照合して認証することにより、ジョブの
処理を適切な場合に実行することが可能となる。
【００５３】
　また、第１実施形態により、合成原稿１と合成原稿２とには同じ原稿画像が印刷される
。これにより、合成原稿１と合成原稿２のうち、いずれか一方（どちらでもよい）を流通
用として頒布し、もう一方を認証用として保管することが可能となる。
【００５４】
　〔第２実施形態〕
　第２実施形態に係るハードウェアの構成は、図１～図４を用いて説明した第１実施形態
に係るものと同様であるため、省略する。
【００５５】
　図１４は、第２実施形態に係る合成原稿の生成過程を示す概念図である。
【００５６】
　まず、原稿をスキャンし、原稿画像の画像データを入力する。一方、ユーザーから入力
された設定に基づき認証情報１と認証情報２を生成し、認証情報１と認証情報２それぞれ
に基づき認証画像１と認証画像２の画像データを生成する。次に、原稿画像の画像データ
を認証画像１と合成し、合成画像１を生成する。次に、合成画像１と認証画像２それぞれ
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を用紙にプリントし、合成原稿１と認証原稿２を出力する。
【００５７】
　第２実施形態に係る合成原稿の生成過程を示すフローチャートは、図６と図７を用いて
説明した第１実施形態に係るものと基本的に同様であるが、以下の点で異なる部分がある
。
【００５８】
　Ｓ１０５では、イメージプロセッサ４０５により、Ｓ１０２で読み取った原稿画像とＳ
１０４で生成した認証画像１を合成し、合成画像１を生成する。Ｓ１０６では、印刷部３
０４により、Ｓ１０５で生成した合成画像１を印刷し合成原稿１として出力し、Ｓ１０４
で生成した認証画像２を印刷し認証原稿２として出力する。Ｓ２０９とＳ２１０とは実行
しない。Ｓ２１１では、Ｓ２０１で保存したパスワードとＳ２０２で保存したセキュリテ
ィーレベルとＳ２０４で保存した文書ＩＤとＳ２０８で保存した固有コード１とを、認証
情報１として登録する。Ｓ２１３とＳ２１４とは実行しない。Ｓ２１７では、Ｓ２０４で
保存した文書ＩＤとＳ２１６で保存した認証コード２とを、認証情報２として登録する。
【００５９】
　図１５は、第２実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３で生成される認証情報である。図
１５において、パスワードとセキュリティーレベルと文書ＩＤとは、認証情報１のみに記
憶される。また、固有コードは認証情報１のみに記憶され、認証コードは認証情報２のみ
に記憶される。図１５では、固有コード１が認証コード２に対応している。
【００６０】
　図１６は、第２実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示す概念図である
。
【００６１】
　まず、実行するジョブを決定する。次に、合成原稿１と認証原稿２をそれぞれスキャン
し、合成画像１と認証画像２の画像データを入力する。次に、合成画像１と認証画像２の
画像データをそれぞれ解析し、解析したデータに基づき認証を実行する。次に、認証が成
功した場合、合成画像１に基づき、決定したジョブを実行する。
【００６２】
　第２実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示すフローチャートは、図１
１と図１２を用いて説明した第１実施形態に係るものと基本的に同様であるが、以下の点
で異なる部分がある。
【００６３】
　Ｓ４０７では、読取部３０３により、Ｓ１０６で印刷された認証原稿２を読み取る。Ｓ
４０８では、Ｓ４０７で読み取った認証原稿２からＳ１０３で生成した認証情報２を解析
する。
【００６４】
　以上のように、第２実施形態では、合成原稿１のみに原稿画像が印刷される。また、合
成原稿１と合成原稿２には互いに異なる認証情報（認証情報１と認証情報２）が含まれて
おり、認証情報１を認証情報２で照合することにより認証を実行する。よって、合成原稿
１と合成原稿２のうち、合成原稿１を流通用として頒布し、合成原稿２を認証用として保
管することとなる。
【００６５】
　第２実施形態により、ジョブの処理を実行する際、印刷装置で印刷した複数の原稿を、
画像処理装置で読み取り、取得した複数の情報を照合して認証することにより、ジョブの
処理を適切な場合に実行することが可能となる。
【００６６】
　また、第２実施形態により、合成原稿１のみに原稿画像が印刷される。そのため、合成
画像１流通用として頒布し、認証原稿２を認証用として保管することになる。これにより
、認証原稿２は、合成画像１ページごとに１ページ出力するだけでなく、複数ページごと
や複数ジョブごとに１ページ出力することも可能となる。
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【００６７】
　〔他の実施形態〕
　なお、本発明の目的は、前述したシステムまたは装置が記憶媒体から前述した実施の形
態の機能を実現するソフトウェアの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。
【００６８】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラム及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。
【００６９】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、ＲＯＭ、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、磁気テープ、メモリカード等を用いることができる。
【００７０】
　また、プログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ等が実際の処理
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の形態の機能が実現される場合
も含まれる。
【００７１】
　更に、プログラムがコンピュータに接続された機能拡張ユニット等に備わるメモリに書
き込まれた後、その機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等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の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】第１実施形態に係るシステムの構成を示す図
【図２】第１実施形態に係るＰＣ１０１の構成を示すブロック図
【図３】第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示すブロック図
【図４】第１実施形態に係る制御部３０１の詳細を示すブロック図
【図５】第１実施形態に係る合成原稿の生成過程を示す概念図
【図６】第１実施形態に係る合成原稿の生成過程を示すフローチャート
【図７】第１実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３の詳細を示すフローチャート
【図８】第１実施形態に係る設定Ｓ１０１で操作部３０２に表示される設定画面
【図９】第１実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３で生成される認証情報
【図１０】第１実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示す概念図
【図１１】第１実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示すフローチャート
【図１２】第１実施形態に係る認証Ｓ３０５の詳細を示すフローチャート
【図１３】第１実施形態に係る認証方法の選択Ｓ４０１で操作部３０２に表示される設定
画面
【図１４】第２実施形態に係る合成原稿の生成過程を示す概念図
【図１５】第２実施形態に係る認証情報生成Ｓ１０３で生成される認証情報
【図１６】第２実施形態に係る合成原稿に基づくジョブの実行過程を示す概念図
【符号の説明】
【００７３】
　１０１　ＰＣ
　１０２　プリンタ
　１０３　ネットワーク
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ＲＯＭ
　２０３　ＲＡＭ
　２０４　ＨＤＤ
　２０５　ディスプレイ
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　２０６　ユーザーインターフェース
　２０７　ネットワークインターフェース
　３０１　制御部
　３０２　操作部
　３０３　読取部
　３０４　印刷部
　４０１　ＣＰＵ
　４０２　ＲＯＭ
　４０３　ＲＡＭ
　４０４　ＨＤＤ
　４０５　イメージプロセッサ
　４０６　イメージメモリ
　４０７　ネットワークインターフェース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(15) JP 2009-290709 A 2009.12.10

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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