
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによるユーザ認証情報の入力

を受け付ける入力手段と、
　入力された前記ユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較する

ことによってユーザ認証を行
って、処理の実行を許可するユーザ認証手段と、
　前記ユーザ認証に成功した場合に、テンポラリＩＤを生成し、

前記ユーザ認証情報に関連づけて前記テンポラ
リＩＤを保存するテンポラリＩＤ生成手段と、
　

ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
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、又は、前記ユーザ認証情報の入力に基づくユーザ
認証に成功したユーザに発行されるテンポラリＩＤの入力

か、又は、前
記テンポラリＩＤと保存されたテンポラリＩＤとを比較する

前記ユーザ認証に成功し
たユーザに前記テンポラリＩＤを発行し、

前記テンポラリＩＤの有効性を判定するテンポラリＩＤ判定手段と
を備え、
　前記入力手段は、ネットワークを介したユーザ認証情報の入力を受け付け、
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、前記テンポラリＩＤを生成し、保存する際に、前記ネ
ットワークを介した入力のネットワークセッションＩＤを取得し、前記ユーザ認証情報に
前記テンポラリＩＤと関連づけて前記ネットワークセッションＩＤを保存すると共に、
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、前記ネットワークセッションＩＤが無効になった場合
に関連づけられた前記テンポラリＩＤを無効として、保存された前記ユーザ認証情報から
前記テンポラリＩＤを削除する



　ユーザによるユーザ認証情報の入力
を受け付ける入力手段と、

　入力された前記ユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較する
ことによってユーザ認証を行

って、処理の実行を許可するユーザ認証手段と、
　前記ユーザ認証に成功した場合に、テンポラリＩＤを生成し、

前記ユーザ認証情報に関連づけて前記テンポラ
リＩＤを保存するテンポラリＩＤ生成手段と、
　

ことを特徴とする画像処理装
置。
【請求項３】
　ユーザによるユーザ認証情報の入力

を受け付ける入力手段と、
　入力された前記ユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較する

ことによってユーザ認証を行
って、処理の実行を許可するユーザ認証手段と、
　前記ユーザ認証に成功した場合に、テンポラリＩＤを生成し、

前記ユーザ認証情報に関連づけて前記テンポラ
リＩＤを保存するテンポラリＩＤ生成手段と、
　

ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　ユーザによるユーザ認証情報の入力

を受け付ける入力手段と、
　入力された前記ユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較する

ことによってユーザ認証を行
って、処理の実行を許可するユーザ認証手段と、
　前記ユーザ認証に成功した場合に、テンポラリＩＤを生成し、

前記ユーザ認証情報に関連づけて前記テンポラ
リＩＤを保存するテンポラリＩＤ生成手段と、
　

ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、テンポラリＩＤを生成し、保存する際に、前記テンポ
ラリＩＤによる有効回数を設定し、前記ユーザ認証情報に前記テンポラリＩＤと関連づけ
て前記有効回数を保存すると共に、
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、又は、前記ユーザ認証情報の入力に基づくユーザ
認証に成功したユーザに発行されるテンポラリＩＤの入力

か、又は、前
記テンポラリＩＤと保存されたテンポラリＩＤとを比較する

前記ユーザ認証に成功し
たユーザに前記テンポラリＩＤを発行し、

前記テンポラリＩＤの有効性を判定するテンポラリＩＤ判定手段と
を備え、
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、前記テンポラリＩＤを生成し、保存する際に、前記テ
ンポラリＩＤの有効又は無効の状態を示す有効性を前記テンポラリＩＤと関連づけて前記
ユーザ認証情報に保存すると共に、
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、前記テンポラリＩＤの有効性の変更を指示するコマン
ドに基づいて前記テンポラリＩＤの有効性の変更を保存する

、又は、前記ユーザ認証情報の入力に基づくユーザ
認証に成功したユーザに発行されるテンポラリＩＤの入力

か、又は、前
記テンポラリＩＤと保存されたテンポラリＩＤとを比較する

前記ユーザ認証に成功し
たユーザに前記テンポラリＩＤを発行し、

前記テンポラリＩＤの有効性を判定するテンポラリＩＤ判定手段と
を備え、
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、ユーザがテンポラリＩＤを除くユーザ認証情報によっ
てユーザ認証を成功した場合に、他のユーザが前記テンポラリＩＤを既に使用中である場
合には、前記テンポラリＩＤを無効として、前記他のユーザの処理の実行を中止させると
共に強制的にログアウトさせる

、又は、前記ユーザ認証情報の入力に基づくユーザ
認証に成功したユーザに発行されるテンポラリＩＤの入力

か、又は、前
記テンポラリＩＤと保存されたテンポラリＩＤとを比較する

前記ユーザ認証に成功し
たユーザに前記テンポラリＩＤを発行し、

前記テンポラリＩＤの有効性を判定するテンポラリＩＤ判定手段と
を備え、
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、ユーザがテンポラリＩＤによってユーザ認証を成功し
た場合に、他のユーザが前記テンポラリＩＤを既に使用中である場合には、前記ユーザの
ユーザ認証を無効とし、前記他のユーザに前記ユーザによる前記テンポラリＩＤの使用を
通知する



　前記テンポラリＩＤ判定手段は、前記テンポラリＩＤによる 認証回数が
設定された前記有効回数を超えた場合に前記テンポラリＩＤを無効として、保存された前
記ユーザ認証情報から前記テンポラリＩＤを削除することを特徴とする

に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、テンポラリＩＤを生成し、保存する際に、前記テンポ
ラリの生成時からの有効時間を設定し、前記ユーザ認証情報に前記テンポラリＩＤと関連
づけて前記有効期間を保存すると共に、
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、前記有効時間を経過した前記テンポラリＩＤを無効と
して、保存された前記ユーザ認証情報から前記テンポラリＩＤを削除することを特徴とす
る に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記テンポラリＩＤ判定手段は、テンポラリＩＤによるユーザ認証の失敗の回数が所定
回数を超えた場合に、全てのテンポラリＩＤを無効として、保存されたユーザ認証情報か
ら削除することを特徴とする に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、前記ユーザがテンポラリＩＤを要求した場合にテンポ
ラリＩＤを生成することを特徴とする請求項１から のいずれか一項に記載の画像処理装
置。
【請求項９】
　前記テンポラリＩＤ生成手段は、一つの前記ユーザ認証情報に対して複数のテンポラリ
ＩＤを生成し、関連づけて保存することを特徴とする請求項１から のいずれか一項に記
載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記処理は、プリントジョブであることを特徴とする請求項１から のいずれか一項に
記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ認証を行って画像の各種処理を許可する画像処理装置に関するもので
あり、例えば、プリンタやＭＦＰなどのプリント処理やスキャン処理といったジョブの実
行による画像処理が可能な画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、機密事項に関する所定ジョブの実行にあたっては、そのジョブを実行しようとす
るたびにユーザにユーザＩＤとパスワードを入力させてユーザ認証を行って成功した場合
にそのジョブの実行を許可していた。例えば、ユーザ認証情報を定期的に更新し、発行す
ることによって認証情報の漏洩を防止するネットワークデバイスがある（例えば、特許文
献１参照。）。また、蓄積印刷や機密印刷を行う際の認証時に、あらかじめ印刷しておい
たユーザＩＤとパスワードをスキャナで読み込ませることによってユーザ認証を行うこと
で、パネルでの認証の手間を軽減する画像形成読取システムがある（例えば、特許文献２
参照。）。さらに、端末からプリンタに印刷ジョブを発行し、プリンタからジョブＩＤを
受け取る端末では、ジョブＩＤをカードに書き込み、ユーザが該カードをプリンタに装着
してジョブを開始させる情報処理装置がある（例えば、特許文献３参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２８８１８９号公報
【特許文献２】特開２００３－２２８４７２号公報
【特許文献３】特開２００４－９４９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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認証が成功した

請求項１から４の
いずれか一項

請求項１から４のいずれか一項

請求項１から４のいずれか一項

７

８

９



【０００４】
　しかし、ユーザは、画像処理装置で所定ジョブを実行するたびにユーザＩＤとパスワー
ドとを入力して認証を受ける必要があり、その入力手続きが面倒となっていた。また、ネ
ットワーク上からログインして蓄積印刷や機密印刷などのジョブの実行を指示した後、画
像処理装置におもむいて操作パネルを操作してプリントアウトを行わせる場面があるが、
ネットワークには接続したままの状態であっても、画像処理装置にログインする必要があ
り、画像処理装置にログインするたびにユーザＩＤとパスワードとを入力して認証を受け
る必要があり、手続きが煩雑であった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、画像処理装置で所定ジョブを実行する際のログインの手続き
を簡略化することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る画像処理装置は、ユーザによるユーザ認証情報の入力を受け付ける入力手
段と、
　入力された前記ユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較することによって
ユーザ認証を行って、処理の実行を許可するユーザ認証手段と、
　前記ユーザ認証に成功した場合に、テンポラリＩＤを生成し、前記ユーザ認証情報に関
連づけて前記テンポラリＩＤを保存するテンポラリＩＤ生成手段と
を備え、
　前記入力手段は、テンポラリＩＤの入力を受け付け、前記ユーザ認証手段は、入力され
た前記テンポラリＩＤと保存された前記テンポラリＩＤとを比較してユーザ認証を行って
、前記処理の実行を許可することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る画像処理装置によれば、ユーザＩＤ及びパスワードによるユーザ認証に成
功した場合には、テンポラリＩＤを生成し、ユーザＩＤに関連づけて保存する。そこで、
それ以降、生成されたテンポラリＩＤの入力だけでログインできるので、ログインの手順
を簡略化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の実施の形態に係る画像処理装置について添付図面を用いて説明する。なお、図
面において、実質的に同一の部材には同一の符号を用いている。
【０００９】
実施の形態１
　図１は、実施の形態１に係る画像処理装置１０の構成を含むネットワークの構成を示す
ブロック図である。この画像処理装置１０は、ネットワーク２０に接続されている。また
、このネットワーク２０は、広域ネットワーク、例えば、インターネット４０を介して他
のネットワーク５０と接続されている。ネットワーク２０には、画像処理装置１０の他に
メールサーバ２２と、端末Ａ３０とが接続されている。また、ネットワーク５０には、メ
ールサーバ５２と、端末Ｂ６０とが接続されている。このネットワーク２０、５０は、例
えば、イーサネット（登録商標）、トークンリング、ＦＤＤＩ（ Fiber Distributed Data
 Interface）などのＬＡＮである。ユーザは、画像処理装置１０に直接にユーザ情報を入
力して直接にログインできるだけでなく、端末Ａ３０からネットワーク２０を介して画像
処理装置１０にログインできる。また、ユーザは、端末Ｂ６０からネットワーク５０、イ
ンターネット４０、及びネットワーク２０を介して画像処理装置１０にログインできる。
ユーザは、画像処理装置１０にログインしてプリント、スキャン、機密印刷等の様々な処
理を実行できる。以下、処理としてプリントジョブ（ジョブと省略する場合がある。）を
例に挙げて説明するが、処理はプリントジョブに限らない。なお、上記ネットワーク２０
、５０に接続された機器の種類及び台数は図１の例に限られない。また、端末Ａ３０は、
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プリンタドライバ３２を備えているが、これについては実施の形態５において詳述する。
【００１０】
　この画像処理装置１０は、ＣＰＵ１と、ＲＡＭ２と、入力部３と、表示部４と、ＨＤＤ
５と、通信インタフェース６と、プリント部７と、ユーザ認証部１１と、テンポラリＩＤ
生成部１２と、テンポラリＩＤ判定部１３とを備える。ＣＰＵ１は、プログラムの実行、
演算、各部の制御等の処理を行う。ＲＡＭ２は、プログラムや画像データ等の各種データ
を保存し、各種処理を実行するために一時的にデータを記憶させるワーキングエリアとし
て用いられる。入力部３は、タッチパネル、キーボード、マウス等であって、ユーザによ
るユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力を受け付ける。例えば、図２に示すよ
うな入力画面によって入力を受け付ける。表示部４は、パネルであって、生成したテンポ
ラリＩＤを表示する。ＨＤＤ５は、ハードディスクドライブであって、ユーザ認証に用い
るユーザ認証情報を保存する。通信インタフェース６によって画像処理装置１０はネット
ワーク２０に接続されている。ユーザ認証部１１は、入力されたユーザＩＤ、パスワード
、テンポラリＩＤ等のユーザ認証情報と保存されたユーザ認証情報とを比較してユーザ認
証を行う。テンポラリＩＤ生成部１２は、ユーザＩＤとパスワードとによるユーザ認証に
成功した場合にテンポラリＩＤを生成し、ユーザＩＤ及びパスワードを含むユーザ認証情
報に関連づけて該テンポラリＩＤを保存する。テンポラリＩＤ判定部１３は、テンポラリ
ＩＤの有効性を判定する。この画像処理装置１０では、ユーザＩＤとパスワードによるユ
ーザ認証に成功した場合には、それ以降、生成されたテンポラリＩＤの入力だけでログイ
ンできるので、ログインの手順が簡略化できる。
【００１１】
　図３は、この画像処理装置における画像処理方法を示すフローチャートである。以下に
この画像処理方法を説明する。
　まず、テンポラリＩＤをもたないユーザが初めてログインする場合について説明する。
（ａ）図２に示すように、ユーザＩＤ及びパスワードと、テンポラリＩＤ等のユーザ認証
情報の入力画面を表示部４に表示する（Ｓ０１）。
（ｂ）ユーザの入力を入力部３で受け付ける（ログイン）（Ｓ０２）。この場合、ユーザ
はテンポラリＩＤを持たないので、ユーザＩＤとパスワードとを入力する。
（ｃ）上記入力がテンポラリＩＤの入力か否かを判断する（Ｓ０３）。ここではユーザＩ
Ｄとパスワードとを入力しているので、テンポラリＩＤの入力ではなく（Ｎ）、ステップ
Ｓ０４に移行する。なお、テンポラリＩＤを入力した場合（Ｙ）については後述するよう
に、ステップＳ０９に移行する。
（ｄ）入力されたユーザＩＤ及びパスワードと、ＨＤＤ５で保存されたユーザ認証情報の
ユーザＩＤ及びパスワードとをユーザ認証部１１で比較する（Ｓ０４）。
（ｅ）認証成功か否かを判断する（Ｓ０５）。具体的には、入力されたユーザＩＤ及びパ
スワードと、保存されたユーザＩＤ及びパスワードのうち一致するものがあれば認証成功
であり、ステップＳ０６に移行し、一致するものがなければ認証失敗であり、入力画面を
表示するステップＳ０１に移行する。
（ｆ）認証成功の場合、そのユーザＩＤに関連づけられたテンポラリＩＤが有るか否かを
判断する（Ｓ０６）。既に関連づけられたテンポラリＩＤがある場合には、ステップＳ１
１に移行する。一方、関連づけられたテンポラリＩＤがない場合にはステップＳ０７に移
行する。
（ｇ）テンポラリＩＤ生成部１２でテンポラリＩＤを生成し、表１に示すように、ユーザ
ＩＤに関連づけて該テンポラリＩＤをユーザ認証情報に追加する（Ｓ０７）。ユーザ認証
情報は、例えば、表１に示すように、ユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤが互いに
関連づけて保存されている。この表１の例では、ユーザＡ及びユーザＣがテンポラリＩＤ
の発行を受けている。一方、ユーザＢはテンポラリＩＤの発行を受けていない。
（ｈ）表示部４でテンポラリＩＤを表示する（Ｓ０８）。
（ｉ）ジョブの実行を許可する（Ｓ１１）。これによって、ユーザはプリントやスキャン
等のジョブを実行することができる。
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（ｊ）その後、ユーザがログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ１２）。
【００１２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
【００１３】
　次に、テンポラリＩＤを有するユーザが、ユーザＩＤ及びパスワードの入力に代えてテ
ンポラリＩＤを入力した場合について、上記ステップＳ０３でテンポラリＩＤの入力の場
合のステップＳ０９以降について説明する。
（ａ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証部１１で
比較する（Ｓ０９）。
（ｂ）認証成功か否かを判断する（Ｓ１０）。具体的には、入力されたテンポラリＩＤと
、保存されたテンポラリＩＤのうち一致するものがあれば認証成功であり、ステップＳ１
１に移行し、一致するものがなければ認証失敗であり、再び入力画面を表示するステップ
Ｓ０１に移行する。
（ｃ）ジョブの実行を許可する（Ｓ１１）。これによって、ユーザはプリントやスキャン
等のジョブを実行することができる。
（ｄ）その後、ユーザがログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ１２）。
【００１４】
　この画像処理装置の画像処理方法によれば、ユーザＩＤとパスワードによるユーザ認証
に成功した場合には、それ以降、生成されたテンポラリＩＤの入力だけでログインできる
ので、ログインの手順を簡略化できる。なお、この画像処理方法は、コンピュータで実行
可能な画像処理プログラムとして構成することができる。また、この画像処理プログラム
をコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよい。
【００１５】
実施の形態２
　図４は、本発明の実施の形態２に係る画像処理装置における画像処理方法のフローチャ
ートである。この画像処理方法は、実施の形態１における画像処理方法と比較すると、生
成したテンポラリＩＤを有効回数と関連づけて保存する点で相違する。この画像処理方法
では、テンポラリＩＤによる認証回数に表２に示すように制限（ユーザＡは１回、ユーザ
Ｃは３回）を設けており、認証回数が設定された有効回数を超えた場合にそのテンポラリ
ＩＤを無効とし、ユーザ認証情報から削除する。これによってテンポラリＩＤの漏洩によ
る不正使用の発生を防止している。
【００１６】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
【００１７】
　この画像処理方法について、図４を用いて、実施の形態１に係る画像処理方法と相違す
る点についてのみ説明する。そこで、図３と実質的に同一のステップについては説明を省
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略する。
　まず、この画像処理方法では、図３のステップＳ０７とは異なり、テンポラリ生成部１
２でテンポラリＩＤを生成し、ユーザＩＤに関連づけて該テンポラリＩＤとその有効回数
とをユーザ認証情報に追加する（Ｓ２７）。
【００１８】
　次に、テンポラリＩＤが入力された場合に、テンポラリＩＤの認証回数を設定された有
効回数によって制限する手順について説明する。
（ａ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証部１１で
比較する（Ｓ２９）
（ｂ）認証成功か否かを判断する（Ｓ３０）。認証成功の場合にはステップＳ３１に移行
し、認証失敗の場合にはステップＳ２１に移行する。
（ｃ）ユーザ認証情報から、入力されたテンポラリＩＤの有効回数をデクリメント、つま
り有効回数を１回分減ずる（Ｓ３１）。
（ｄ）有効回数が０回となったか否かを判断する（Ｓ３２）。有効回数が０回となった場
合にはステップＳ３３に移行し、有効回数が０回ではない場合にはステップＳ３４に移行
する。
（ｅ）有効回数が０回となった場合、ユーザ認証情報から、入力されたテンポラリＩＤを
削除する（Ｓ３３）。
　この画像処理方法によれば、テンポラリＩＤの認証回数に制限を設けているので、テン
ポラリＩＤの漏洩による不正使用の発生を防止できる。
【００１９】
実施の形態３
　図５は、本発明の実施の形態３に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートで
ある。この画像処理方法は、実施の形態１における画像処理方法と比較すると、テンポラ
リＩＤの有効時間を設定している点で相違する。この画像処理方法では、表３に示すよう
に、テンポラリＩＤの有効時間（ユーザＡは２日、ユーザＣは４日）を設定し、有効時間
を経過したテンポラリＩＤを削除する。これによってテンポラリＩＤの漏洩による不正使
用の発生を防止できる。
【００２０】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
　この画像処理方法について、図５を用いて、実施の形態１に係る画像処理方法と相違す
る点についてのみ説明する。そこで、図３と実質的に同一のステップについては説明を省
略する。
　まず、この画像処理方法では、図３のステップＳ０７とは異なり、テンポラリ生成部１
２でテンポラリＩＤを生成し、ユーザＩＤに関連づけて該テンポラリＩＤとその有効時間
とをユーザ認証情報に追加する（Ｓ４７）。また、テンポラリＩＤ判定部１３によって、
ユーザ認証情報から、有効時間を超えたテンポラリＩＤを削除する（Ｓ５２）。
　この画像処理方法によれば、テンポラリＩＤの有効時間を設けているので、テンポラリ
ＩＤの漏洩による不正使用の発生を防止できる。
【００２２】
実施の形態４
　図６は、本発明の実施の形態４に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートで
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ある。この画像処理方法は、実施の形態１に係る画像処理方法と比較すると、画像処理装
置１０の本体に直接ユーザ認証情報を入力してログインするのではなく、端末６０からネ
ットワーク５０、インターネット４０、及びネットワーク２０を介して画像処理装置１０
にログインする点で相違する。この場合、この画像処理装置１０では、テンポラリＩＤを
ログイン時から継続する同じネットワークセッション中に限り有効なものとして取り扱う
。そこで、表４に示すように、ネットワーク接続時のネットワークセッションを一意に示
すネットワークセッションＩＤを取得し、そのネットワークセッションＩＤをテンポラリ
ＩＤと共にユーザ認証情報に追加する。その後、ネットワークセッションが切断された場
合、ネットワークセッションＩＤは無効なものとなるので関連づけられたテンポラリＩＤ
をユーザ認証情報から削除する。これによって、ログイン後に継続するネットワークセッ
ション中に限りテンポラリＩＤによる簡易なログイン手続きを利用できる。また、ネット
ワークセッション中に発行されたテンポラリＩＤによるログインを継続するネットワーク
セッション中に制限することによってテンポラリＩＤによる不正使用を防止できる。
【００２３】
　この画像処理装置による画像処理方法について、テンポラリＩＤの生成から削除までを
図６を用いて説明する。
（ａ）端末６０からのネットワーク５０，４０，２０を介した接続を受け付ける（Ｓ６１
）。
（ｂ）ユーザの端末６０にユーザＩＤ、パスワードの入力画面を表示する（Ｓ６２）。
（ｃ）ユーザによるユーザＩＤとパスワードの入力を受け付ける（ログイン）（Ｓ６３）
。
（ｄ）入力されたユーザＩＤとパスワードと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証
部１１で比較する（Ｓ６４）。
（ｅ）認証成功か否かを判断する（Ｓ６５）。認証成功の場合にはステップＳ６６に移行
し、認証失敗の場合にはステップＳ６１に移行する。
（ｆ）テンポラリＩＤ生成部１２でテンポラリＩＤを生成し、表４に示すように、ユーザ
認証情報に該テンポラリＩＤとネットワークセッションＩＤとを追加する（Ｓ６６）。な
お、表４に示すセッションＩＤは実際のものではなく概念的に示したものである。ユーザ
認証情報は、例えば、表４に示すように、ユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤが互
いに関連づけて保存されている。
（ｇ）ユーザの端末６０にテンポラリＩＤを表示する（Ｓ６７）。
（ｈ）ジョブの実行を許可する（Ｓ６８）。これによって、ユーザはプリントやスキャン
等のジョブを実行することができる。
（ｉ）その後、ユーザがネットワークセッションを切断し、同時に画像処理装置１０から
ログアウトする（Ｓ６９）。
（ｊ）テンポラリＩＤ判定部１３は、ユーザ認証情報から、ネットワークセッションが切
断されたテンポラリＩＤを削除する（Ｓ７０）。これは、ネットワークセッションが切断
されて無効となったネットワークセッションＩＤを検出し、該当するテンポラリＩＤを削
除することによって行う。
【００２４】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
　図７は、ネットワーク接続から継続するネットワークセッション中にテンポラリＩＤの
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入力によってユーザ認証を受け、ジョブを実行する画像処理方法のフローチャートである
。
（ａ）ユーザの端末６０にユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力画面を表示す
る（Ｓ７１）。
（ｂ）ユーザによるテンポラリＩＤの入力を受け付ける（Ｓ７２）。
（ｃ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報のテンポラリＩＤとを比
較する（Ｓ７３）。
（ｄ）認証成功か否かを判断する（Ｓ７４）。認証成功の場合にはステップＳ７５に移行
し、認証失敗の場合にはステップＳ７１に移行する。
（ｅ）ジョブの実行を許可する（Ｓ７５）。これによって、ユーザはプリントやスキャン
等のジョブを実行することができる。
（ｆ）ネットワークセッションは有効か否かを判断する（Ｓ７６）。ネットワーク接続を
切断した場合にはネットワークセッションが無効、すなわちネットワークセッションＩＤ
が無効となりステップＳ７８に移行し、ネットワーク接続が継続されている場合にはネッ
トワークセッションＩＤは有効であるのでステップＳ７７に移行する。
（ｇ）ユーザ認証情報から、ネットワークセッションが無効なテンポラリＩＤを削除する
（Ｓ７８）。
（ｈ）画像処理装置１０からログアウトしたか判断する（Ｓ７７）。ログアウトした場合
にはステップＳ７９に移行し、そうでない場合にはステップＳ７６に移行する。
（ｉ）その後、ログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ７９）。なお、ネット
ワークセッションが有効な間であれば再度テンポラリＩＤでのログインが可能である。
　以上により、ネットワーク接続後に継続するネットワークセッション中に限りテンポラ
リＩＤによる簡易なログイン手続きを利用できる。また、テンポラリＩＤによるログイン
を継続するネットワークセッション中に制限することによってテンポラリＩＤによる不正
使用を防止できる。
【００２６】
実施の形態５
　図８は、実施の形態５に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートである。こ
の画像処理方法は、実施の形態１に係る画像処理方法と比較すると、ユーザの端末３０か
ら画像処理装置１０にログインし、ジョブの内容を機密印刷に限定してユーザ認証を行っ
てテンポラリＩＤの発行を受けると共に、その後、画像処理装置１０の本体でテンポラリ
ＩＤによってログインし、機密印刷を実行する。これによって、機密印刷のジョブについ
て互いに関連する端末でのログインと、画像処理装置でのログインとの２回のログインの
うち、後のユーザ認証をテンポラリＩＤによる簡略化したログインを行うことができる。
【００２７】
　この画像処理方法について、端末３０からのログインによってテンポラリＩＤの発行を
受ける手順と、画像処理装置１０の本体でテンポラリＩＤによるログインによって機密印
刷を実行する手順に分けて説明する。
　まず、ユーザは端末３０からネットワークを介して画像処理装置１０にログインする。
（ａ）端末３０のプリンタドライバ３２の入力部からの機密印刷設定、ユーザＩＤ、パス
ワードの入力を受け付ける（Ｓ８１）。
（ｂ）入力されたユーザＩＤとパスワードと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証
部１１で比較する（Ｓ８２）。
（ｃ）認証成功か否か判断する（Ｓ８３）。認証成功の場合にはステップＳ８４に移行し
、認証失敗の場合にはステップＳ８１に移行する。
（ｄ）テンポラリＩＤ生成部１２でテンポラリＩＤを生成し、表５に示すように、ユーザ
情報に該テンポラリＩＤと操作内容（ユーザＡは機密印刷、ユーザＣはプリントホールド
）とを追加する（Ｓ８４）。
（ｅ）端末３０のプリンタドライバ３２の表示部にテンポラリＩＤを表示する（Ｓ８５）
。
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（ｆ）端末３０から送信された印刷データを受信する（Ｓ８６）。
　以上のステップによって、機密印刷を実行するためのテンポラリＩＤ発行が行われる。
【００２８】
　次いで、ユーザは端末３０から画像処理装置１０まで移動する。このステップ以降は、
ユーザが画像処理装置１０の本体を直接操作することによって機密印刷を実行する。
（ｇ）画像処理装置１０の表示部４にユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力画
面を表示する（Ｓ８７）。
（ｈ）ユーザのテンポラリＩＤの入力を受け付ける（ログイン）（Ｓ８８）。
（ｉ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証部１１で
比較する（Ｓ８９）。
（ｊ）認証成功か否かを判断する（Ｓ９０）。認証成功の場合にはステップＳ９１に移行
し、認証失敗の場合にはステップＳ８７に移行する。
（ｋ）機密印刷を実行する（Ｓ９１）。
（ｌ）テンポラリＩＤ判定部１３は、ユーザ認証情報からテンポラリＩＤと操作内容（機
密印刷）とを削除する（Ｓ９２）。これは操作内容（ジョブ）を機密印刷と限定している
ので、その実行終了によってテンポラリＩＤを無効とするためである。
（ｍ）その後、ログアウトして終了する（Ｓ９３）。
【００２９】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
【００３０】
実施の形態６
　図９は、本発明の実施の形態６に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートで
ある。この画像処理方法は、実施の形態１に係る画像処理方法と比較すると、電子メール
中に含ませたコマンドによって、テンポラリＩＤの有効性を変更させる点で相違する。こ
の画像処理方法では、表６に示すように、テンポラリＩＤの有効性（「有効」又は「無効
」）の属性も該テンポラリＩＤと共にユーザ認証情報に追加している（ユーザＡは「無効
」、ユーザＣは「有効」）。これによって、テンポラリＩＤの有効性を必要な際に電子メ
ールで随時変更でき、「有効」なテンポラリＩＤによってログインできる。また、使用し
ない場合には、電子メールによってテンポラリＩＤを「無効」に変更しておくことで不正
使用を防ぐことができる。
【００３１】
　この画像処理方法における、電子メールによってテンポラリＩＤの有効性を変更する手
順を図９を用いて説明する。
（ａ）端末３０から送信された、テンポラリＩＤを有効（又は無効）にするコマンドを含
む電子メールを受信する（Ｓ１０１）。ここで、画像処理装置１０において、ユーザを一
意に識別できる情報、例えば、メールアカウントをユーザごとに管理している場合にはユ
ーザを識別する情報としてメールアカウントを用いることができる。そこで、この場合に
は、ユーザから送信する電子メールには、テンポラリＩＤのみでよい。一方、画像処理装
置１０がメールアカウントを管理していない場合には、ユーザＩＤ、パスワード、テンポ
ラリＩＤのユーザ認証情報を電子メールで送信する。
（ｂ）受信した電子メールに含まれるユーザ認証情報と、保存されたユーザ認証情報とを
ユーザ認証部１１で比較する（Ｓ１０２）。
（ｃ）ユーザ認証情報が合致したか否かを判断する（Ｓ１０３）。合致した場合にはステ
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ップＳ１０４に移行し、合致しなかった場合には終了する。
（ｄ）ユーザ認証情報が合致したテンポラリＩＤを有効（又は無効）に変更する（Ｓ１０
４）。
（ｅ）テンポラリＩＤの有効（無効）変更結果を電子メールで端末３０に送信する（Ｓ１
０５）。ここで送信するデータとしては、有効又は無効の情報であるが、これに限られず
、さらに有効期限情報等を含んでもよい。
【００３２】
　なお、この実施の形態６では、テンポラリＩＤを有効（又は無効）にするコマンドの送
信方法として、電子メールを用いる方法を示したがコマンドの送信方法は電子メールに限
られない。例えば、外部端末からネットワークを介して画像処理装置１０にコマンドを送
信してテンポラリＩＤを有効（又は無効）に変更してもよい。
【００３３】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３４】
実施の形態７
　図１０は、実施の形態７に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートである。
この画像処理方法は、実施の形態１に係る画像処理方法と比較すると、ログイン時にログ
インユーザのテンポラリＩＤが他のユーザによって使用されている場合について規定して
いる点で相違する。この場合、その他のユーザによるテンポラリＩＤの使用を不正使用と
して強制的にログアウトさせ、そのテンポラリＩＤを削除する。これによって、テンポラ
リＩＤの不正使用を発見するごとに、それ以上の不正使用を禁止できる。
【００３５】
　この画像処理方法について、図１０を用いて説明する。
（ａ）ユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力画面を表示部４で表示する（Ｓ１
１１）。
（ｂ）ユーザのユーザＩＤ、パスワードの入力を入力部３で受け付ける（ログイン）（Ｓ
１１２）。
（ｃ）入力されたユーザＩＤとパスワードと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証
部１１で比較する（Ｓ１１３）。
（ｄ）保存されたユーザ情報に存在するか否か判断する（Ｓ１１４）。存在する場合（認
証成功）にはステップＳ１１５に移行し、存在しない場合（認証失敗）には、ステップＳ
１１１に移行する。
（ｅ）次に、テンポラリＩＤは使用中か否かを判断する（Ｓ１１５）。テンポラリＩＤが
使用中でない場合にはステップＳ１１６に移行し、テンポラリＩＤが使用中である場合に
はステップＳ１１８に移行する。なお、表７に示すように、ユーザ認証情報にテンポラリ
ＩＤの使用／未使用の属性を保存しておくことでテンポラリＩＤの使用／未使用の判断が
容易に行える。
（ｆ）ジョブの実行を許可する（Ｓ１１６）。
（ｇ）ユーザがログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ１１７）
（ｈ）ログインユーザのテンポラリＩＤが他のユーザによって使用中である場合には、テ
ンポラリＩＤでログイン中の他のユーザの操作を無効とし、強制的にログアウトさせる（
Ｓ１１８）。この場合、ログインユーザはユーザＩＤ及びパスワードによってログインし
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ているユーザであるのに対して、他のユーザはテンポラリＩＤによってログインしている
ので、他のユーザは不正使用ユーザと推定される。そこで、他のユーザを強制的にログア
ウトすることで、それ以上の不正使用を禁止できる。
（ｉ）ユーザ認証情報から、テンポラリＩＤを削除する（Ｓ１１９）。不正使用されてい
たテンポラリＩＤを削除することによって、以降の不正使用を防止できる。
（ｊ）テンポラリＩＤによる不正ログインの可能性を表示部に表示する（Ｓ１２０）。
【００３６】
【表７】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３７】
　図１１は、この画像処理方法において、テンポラリＩＤによるログインの場合に、その
テンポラリＩＤが既に使用中である場合の取り扱いを示すフローチャートである。
（ａ）ユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力画面を表示部４に表示する（Ｓ１
２１）。
（ｂ）ユーザのテンポラリＩＤ入力を入力部３で受け付ける（ログイン）（Ｓ１２２）。
（ｃ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証部１１で
比較する（Ｓ１２３）。
（ｄ）保存されたユーザ情報に存在するか否か判断する（Ｓ１２４）。存在する場合（認
証成功）にはステップＳ１２５に移行し、存在しない場合（認証失敗）には、ステップＳ
１２１に移行する。
（ｅ）テンポラリＩＤは使用中か否か判断する（Ｓ１２５）。テンポラリＩＤが使用中で
ない場合にはステップＳ１２６に移行し、テンポラリＩＤが使用中である場合にはステッ
プＳ１２８に移行する。
（ｆ）ジョブの実行を許可する（Ｓ１２６）。
（ｇ）ユーザがログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ１２７）。
（ｈ）テンポラリＩＤでログイン中のユーザに、他のユーザによる同じテンポラリＩＤで
のログインを通知する（Ｓ１２８）。この場合、図１０に示すようにユーザＩＤ及びパス
ワードでのログインとは異なり、２人のユーザがテンポラリＩＤでログインしており、こ
の２人のユーザのいずれが正当なユーザであるか判断できない。そこで、図１０のように
双方のユーザにもう一人のユーザのテンポラリＩＤによるログインがあることを通知する
。
（ｉ）テンポラリＩＤによる不正ログインの可能性を表示部４に表示する（Ｓ１２９）。
その後、ステップＳ１２１に移行する。
　この場合には、後からテンポラリＩＤでログインしようとしたユーザはログインできな
い。正当なユーザである場合にはユーザＩＤ及びパスワードによるログインを行うことに
よって図１０によるフローチャートにしたがって不正使用のユーザを排除できる。
【００３８】
実施の形態８
　図１２は、本発明の実施の形態８に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャート
である。この画像処理方法は、実施の形態１に係る画像処理方法と比較すると、ログイン
時のテンポラリＩＤによるユーザ認証の失敗回数が所定の認容回数を超えた場合の処理を
規定している点で相違する。テンポラリＩＤによるユーザ認証の失敗回数が認容回数を超
えた場合に、テンポラリＩＤへの総当たり攻撃がなされたとみなして全てのテンポラリＩ
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Ｄを削除する。これによってテンポラリＩＤの不正使用を防止できる。
【００３９】
　この画像処理方法について、図１２を用いて説明する。
（ａ）ユーザＩＤ、パスワード、テンポラリＩＤの入力画面を表示部４に表示する（Ｓ１
３１）。
（ｂ）ユーザのテンポラリＩＤ入力を入力部３で受け付ける（ログイン）（Ｓ１３２）。
（ｃ）入力されたテンポラリＩＤと、保存されたユーザ認証情報とをユーザ認証部１１で
比較する（Ｓ１３３）。
（ｄ）認証成功か否か判断する（Ｓ１３４）。認証成功の場合にはステップＳ１３５に移
行し、認証失敗の場合にはステップＳ１３７に移行する。
（ｅ）ジョブの実行を許可する（Ｓ１３５）。
（ｆ）その後、ユーザがログアウトして画像処理装置の使用を終了する（Ｓ１３６）。
（ｇ）一方、認証失敗の場合には、テンポラリＩＤによる認証の失敗回数をインクリメン
トする（Ｓ１３７）。
（ｈ）認証失敗回数が所定の認容回数を超えたか否か判断する（Ｓ１３８）。テンポラリ
ＩＤによる認証失敗の回数が認容回数を超えた場合には、ステップＳ１３９に移行し、認
容回数以下の場合にはステップＳ１３１に移行する。
（ｉ）ユーザ情報から全てのテンポラリＩＤを削除する（Ｓ１３９）。この場合、テンポ
ラリＩＤに対する総当たり攻撃が行われているとみなしている。なお、認証失敗回数は、
連続して失敗した場合に限りカウントしてもよい。また、この場合、テンポラリＩＤの新
たな発行を禁止してもよい。
（ｊ）管理者と全てのテンポラリＩＤを持つユーザに通知する（Ｓ１４０）。その後、ス
テップＳ１３１に移行する。
【００４０】
　なお、上記各実施の形態で説明したそれぞれの画像処理方法は、コンピュータで実行可
能な画像処理プログラムとして構成することができる。また、この画像処理プログラムを
コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよい。
【００４１】
　尚、本実施の形態では、画像処理装置としてＭＦＰの例を示したが、これに限るもので
はなく、文書管理サーバや文書蓄積サーバなどのサーバであっても適用できる。
【００４２】
　また、本実施の形態では、ネットワークを介してログインし、その際生成されたテンポ
ラリＩＤをＭＦＰのパネル上から入力する例を示したが、生成されたテンポラリＩＤをネ
ットワーク上の別のデバイスから入力することにより、この別のデバイスによる処理の実
行許可を行うようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、ユーザ認証を行ってジョブの実行を許可する画像処理装置に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る画像処理装置を含むシステムの構成を示すブロック
図である。
【図２】画像処理装置へのログイン画面の一例である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートであ
る。
【図４】本発明の実施の形態２に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートであ
る。
【図５】本発明の実施の形態３に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートであ
る。
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【図６】本発明の実施の形態４に係る画像処理装置の画像処理方法の第１のフローチャー
トである。
【図７】本発明の実施の形態４に係る画像処理装置の画像処理方法の第２のフローチャー
トである。
【図８】本発明の実施の形態５に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートであ
る。
【図９】本発明の実施の形態６に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の実施の形態７に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートで
ある。
【図１１】本発明の実施の形態７に係る画像処理装置の画像処理方法の別例のフローチャ
ートである。
【図１２】本発明の実施の形態８に係る画像処理装置の画像処理方法のフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００４５】
１　ＣＰＵ、２　ＲＡＭ、３　入力部、４　表示部、５　ＨＤＤ、６　通信インタフェー
ス、７　プリント部、１１　ユーザ認証部、１２　テンポラリＩＤ生成部、１３　テンポ
ラリＩＤ判定部、１０　画像処理装置、２０　ネットワーク、２２　メールサーバ、３０
　端末Ａ、４０　インターネット、５０　ネットワーク、５２　メールサーバ、６０　端
末Ｂ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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