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(57)【要約】
【課題】　一覧表示されたユーザ情報の中から所望のユ
ーザ情報を選択することで情報処理装置にログイン可能
とすることによる利便性を保ちつつ、ユーザ情報の選択
ミスの可能性を減らすことを目的とする。
【解決手段】　情報処理装置は、ログイン可能なユーザ
のユーザ情報として、ユーザを識別するためのユーザ識
別情報と共に、前記ユーザ識別情報に代えて表示される
表示名を登録可能である。情報処理装置は、登録された
ユーザ情報の一覧を表示する際に、表示名が登録されて
いるユーザについては当該表示名を表示し、表示名が登
録されていないユーザについては当該ユーザのユーザ識
別情報を表示する。情報処理装置は、ユーザ情報の一覧
に表示される名称に重複が生じないように、表示名の登
録を制限する。
【選択図】　図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　前記情報処理装置にログイン可能なユーザのユーザ情報として、ユーザを識別するため
のユーザ識別情報と共に、前記ユーザ識別情報に代えて表示される表示名を登録可能な登
録手段と、
　前記登録手段により登録されたユーザ情報の一覧を表示する際に、前記登録手段により
表示名が登録されているユーザについては当該表示名を表示し、表示名が登録されていな
いユーザについては当該ユーザのユーザ識別情報を表示する表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された表示名又はユーザ識別情報が選択されるのに従って
、選択された表示名又はユーザ識別情報に対応するユーザを前記情報処理装置へログイン
させるためのログイン処理を行うログイン処理手段と、
　前記表示制御手段によりユーザ情報の一覧に表示される名称に重複が生じないように、
前記登録手段による表示名の登録を制限する制限手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制限手段は、ユーザ情報を新規に登録する際、入力されたユーザの表示名が、ユー
ザ情報を登録済みの他のユーザの表示名と重複している場合に、当該入力された表示名の
登録を制限することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制限手段は、ユーザ情報を新規に登録する際、入力された表示名が、ユーザ情報を
登録済みであって表示名を未登録の他のユーザのユーザ識別情報と重複している場合、当
該入力された表示名の登録を制限することを特徴とする請求項１又は２記載の情報処理装
置。
【請求項４】
　前記制限手段は、ユーザ情報を新規に登録する際、表示名が未入力の場合であって、入
力されたユーザ識別情報が、ユーザ情報を登録済みの他のユーザの表示名と重複している
場合に、当該入力されたユーザ識別情報の登録を制限することを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制限手段は、登録済みのユーザ情報を編集する際、編集対象のユーザの表示名が空
白に変更される場合であって、当該ユーザのユーザ識別情報がユーザ情報を登録済みの他
のユーザの表示名と重複している場合に、表示名の空白への変更を制限することを特徴と
する請求項１から４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制限手段は、登録済みのユーザ情報を編集する際、編集対象のユーザの変更後の表
示名が、ユーザ情報を登録済みの他のユーザの表示名と重複している場合に、当該変更後
の表示名の登録を制限することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項７】
　前記制限手段は、登録済みのユーザ情報を編集する際、編集対象のユーザの変更後の表
示名が、ユーザ情報を登録済みの他のユーザであって表示名を未登録の他のユーザのユー
ザ識別情報と重複している場合、当該変更後の表示名の登録を制限することを特徴とする
請求項１から６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記登録手段は、前記情報処理装置にログイン可能なユーザのユーザ識別情報と共にパ
スワードを登録可能であり、
　前記ログイン処理手段は、前記表示制御手段により表示された表示名又はユーザ識別情
報が選択されるのに従って、パスワードの入力をユーザに行わせることなく、当該選択さ
れた表示名又はユーザ識別情報に対応するユーザを前記情報処理装置へログインさせるた
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めのログイン処理を行い、
　更に、前記ログイン処理手段は、前記表示制御手段により表示された認証画面を介して
入力されたユーザ識別情報とパスワードと、前記登録手段により登録されたユーザ識別情
報とパスワードと、に基づいてユーザの認証を行い、認証が成功するのに従って、当該認
証されたユーザを前記情報処理装置へログインさせるためのログイン処理を行うことを特
徴とする請求項１から７のいずれか１項記載の情報処理装置ことを特徴とする請求項１か
ら７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記ログイン処理手段によるログイン処理を行うのに従って、当該ログインしたユーザ
に応じたパーソナライズ機能を提供する提供手段を有することを特徴とする請求項１から
８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記提供手段は、外部から投入された印刷ジョブを留め置き、前記情報処理装置にログ
インしたユーザが投入した印刷ジョブのリストを表示し、ユーザによる印刷指示を受けて
から当該印刷ジョブに基づく印刷を行う機能を提供することを特徴とする請求項９記載の
情報処理装置。
【請求項１１】
　記録媒体上に画像を印刷する印刷手段を有することを特徴とする請求項１から１０のい
ずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する読み取り手段を有することを特徴とす
る請求項１から１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　情報処理装置にログイン可能なユーザのユーザ情報として、ユーザを識別するためのユ
ーザ識別情報と共に、前記ユーザ識別情報に代えて表示される表示名を登録可能な登録部
を有する情報処理装置の制御方法であって、
　前記登録部により登録されたユーザ情報の一覧を表示する際に、表示名が登録されてい
るユーザについては当該表示名を表示し、表示名が登録されていないユーザについては当
該ユーザのユーザ識別情報を表示する表示制御工程と、
　前記表示制御工程において表示された表示名又はユーザ識別情報が選択されるのに従っ
て、選択された表示名又はユーザ識別情報に対応するユーザを前記情報処理装置へログイ
ンさせるためのログイン処理を行うログイン処理工程と、
　前記表示制御工程においてユーザ情報の一覧に表示される名称に重複が生じないように
、前記登録部による表示名の登録を制限する制限工程と、
を有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１から１２のいずれか１項に記載の情報処理装置として機能さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コピー、プリント、スキャンした画像の送信などの複数のアプリケーションを持つＭＦ
Ｐ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）が知られている。また、近
年のセキュリティ意識の向上から多くのＭＦＰはユーザ認証を行なう機能を備え、ユーザ
名、パスワードを入力することでＭＦＰを利用可能とする画像形成装置が存在する。
【０００３】
　一方、最近ではユーザ毎に最適化されたサービスやコンテンツを提供するパーソナライ
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ズ機能が求められている。ＭＦＰにおけるパーソナライズの例としてパーソナルプリント
がある。これは、ＰＣから投入されたプリントジョブをユーザごとに留め置き、ユーザが
認証を行ってＭＦＰにログインすると当該ユーザが投入したジョブのリストを操作パネル
上に表示し、ユーザによる印刷指示を受けてから印刷を開始するアプリケーションである
。また、他の例として、ＭＦＰにログインした際に最初に表示するデフォルト画面をユー
ザごとに設定しておき、ユーザがＭＦＰにログインすると、当該設定されたデフォルト画
面を表示することができる。
【０００４】
　上述のようなユーザ認証機能を利用する場合、ユーザはＭＦＰの操作パネルからユーザ
名やパスワードを入力する必要があるため、すぐにＭＦＰを利用したいユーザによっては
操作性の面で手間となり、またシステム環境設定などの負荷も高い。よって厳格なセキュ
リティを求めないオフィス環境によってはユーザ認証機能を導入しないケースもある。し
かしながら、ユーザ認証機能を導入しないことによりパーソナライズ機能も利用すること
ができず、利便性を損なっているユーザも存在する。
【０００５】
　そこで、ユーザ認証機能におけるユーザ操作の手間を軽減しつつ、簡単にパーソナライ
ズ機能を利用可能とするため、特許文献１のような方法が提案されている。特許文献１で
は、ログイン可能なユーザとして登録されたユーザ情報に対応するボタン一覧を操作パネ
ル上に表示し、ユーザは自身のユーザ情報に対応するボタンを選択するだけで、パスワー
ドの入力無しにＭＦＰにログイン可能となる。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２５４６１８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　パスワードの入力無しに、ユーザ情報に対応するボタンを選択するだけでログイン可能
とすると、ＭＦＰへのログインが簡単になる半面、間違って他のユーザのボタンを押下す
ると、当該他のユーザとしてログインされてしまうことになる。よって、このようなボタ
ンの選択ミスを減らすため、各ユーザが自分のボタンを容易に識別できるような情報をボ
タン上に表示することが望ましい。
【０００８】
　上記特許文献１では、ユーザを一意に識別するためのユーザ名とは別に表示名を別途登
録可能とし、表示名が登録されているユーザに関してはボタン上に表示名を表示し、表示
名が登録されていないユーザに関してはユーザ名を表示している。このように、ボタン上
に表示する表示名を任意に登録可能とすることで、ユーザは自らのボタンを認識しやすく
なる。
【０００９】
　一方、各ユーザがどのような表示名でも自由に登録できるようにすると、同じ名称のボ
タンが複数存在する可能性がある。例えば、新たに登録した表示名が既に他ユーザ用に登
録されている表示名と重複した場合、同じ名称のボタンが複数存在することになり、自分
のボタンがどれか分かりにくくなってしまう。また、新たに登録した表示名が、表示名を
未登録の他ユーザのユーザ名と重複した場合も同様に同じ名称のボタンが複数存在するこ
とになる。これは、表示名を新たに登録する場合に限らず、既に登録された表示名を変更
する場合にも生じうる。
【００１０】
　本発明は、一覧表示されたユーザ情報の中から所望のユーザ情報を選択することで情報
処理装置にログイン可能とすることによる利便性を保ちつつ、ユーザ情報の選択ミスのリ
スクを低減すことを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明は、情報処理装置であって、
　前記情報処理装置にログイン可能なユーザのユーザ情報として、ユーザを識別するため
のユーザ識別情報と共に、前記ユーザ識別情報に代えて表示される表示名を登録可能な登
録手段と、
　前記登録手段により登録されたユーザ情報の一覧を表示する際に、前記登録手段により
表示名が登録されているユーザについては当該表示名を表示し、表示名が登録されていな
いユーザについては当該ユーザのユーザ識別情報を表示する表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された表示名又はユーザ識別情報が選択されるのに従って
、選択された表示名又はユーザ識別情報に対応するユーザを前記情報処理装置へログイン
させるためのログイン処理を行うログイン処理手段と、
　前記表示制御手段によりユーザ情報の一覧に表示される名称に重複が生じないように、
前記登録手段による表示名の登録を制限する制限手段と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、一覧表示されたユーザ情報の中から所望のユーザ情報を選択すること
で情報処理装置にログイン可能とすることによる利便性を保ちつつ、ユーザ情報の選択ミ
スのリスクを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】システムの全体構成を示す図
【図２】ＭＦＰ１０１のハードウェア構成を示すブロック図
【図３】ＭＦＰ１０１のソフトウェア構成を示すブロック図
【図４】ユーザ選択画面、及びユーザ認証画面の画面例を示す図
【図５】メインメニュー画面の画面例を示す図
【図６】個人設定画面の画面例を示す図
【図７】パーソナルプリントの画面例を示す図
【図８】言語設定が英語に設定されたときのメインメニュー画面の画面例を示す図
【図９】パーソナルプリントによるユーザ自動登録の流れを示す図
【図１０】ユーザ情報の登録画面、及び編集画面の画面例を示す図
【図１１】ユーザ情報を新規に追加する場合の登録成功・失敗のパターンを示した図
【図１２】ユーザ情報を新規に追加する場合の処理を示したフローチャート
【図１３】ユーザ情報を編集する場合の登録成功・失敗のパターンを示した図
【図１４】ユーザ情報を編集する場合の登録成功・失敗のパターンを示した図
【図１５】ユーザ情報を編集する場合の処理を示したフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳しく説明する。尚、以下の実施の形態は
特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施の形態で説明されている特徴
の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１５】
　＜システム構成＞
　図１は、画像形成装置であるＭＦＰ１０１と関連するシステムの全体構成を示した図で
ある。ＭＦＰ１０１とＰＣ１０２はＬＡＮ１００を介して通信可能に接続されている。Ｐ
Ｃ１０２からＭＦＰ１０１に対してＬＡＮ１００経由で印刷ジョブが送信される。ＭＦＰ
１０１は少なくともパーソナルプリント機能を有する。すなわち、ＭＦＰ１０１は、ＰＣ
１０２から送信された印刷ジョブを留め置き、ユーザがＭＦＰにログインすると当該ユー
ザが投入したジョブのリストを表示し、ユーザによる印刷指示を受けてから印刷を行うこ
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とが可能である。
【００１６】
　＜ハードウェア構成＞
　図２は、ＭＦＰ１０１のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００１７】
　図２において、コントローラユニット２１６は、画像入力デバイスとして機能するスキ
ャナ２１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ２１２と接続されている。一方
、コントローラユニット２１６は、ＬＡＮや公衆回線（ＷＡＮ）（例えば、ＰＳＴＮまた
はＩＳＤＮ等）と接続することで、画像データやデバイス情報の入出力も行なう。
【００１８】
　コントローラユニット２１６において、ＣＰＵ２０１は、システム全体を制御するプロ
セッサである。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が動作するためのシステムネットワークメ
モリであり、プログラムを記録するためのプログラムメモリや、画像データを一時記録す
るための画像メモリでもある。
【００１９】
　ＲＯＭ２０３には、システムのブートプログラムや各種制御プログラムが格納されてい
る。ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２０４には、システムを制御するための各種プロ
グラム、画像データ、ユーザ認証・識別に必要なユーザ情報等が格納される。
【００２０】
　操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）２０７は、操作部（ＵＩ）２０８とのインタフ
ェース部であり、操作部２０８に表示する画像データを操作部２０８に対して出力する。
【００２１】
　また、操作部Ｉ／Ｆ２０７は、操作部２０８から本システム使用者が入力した情報（例
えば、ユーザ情報等）をＣＰＵ２０１に伝える役割をする。なお、操作部２０８はタッチ
パネルを有する表示部を備え、該表示部に表示されたボタンを、ユーザが押下（指等でタ
ッチ）することにより、各種指示を行うことができる。
【００２２】
　　ネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）２０５は、ネットワーク（
ＬＡＮ）に接続し、データの入出力を行う。モデム（ＭＯＤＥＭ）２０６は、公衆回線に
接続し、ＦＡＸの送受信等のデータの入出力を行う。
【００２３】
　外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）２１８は、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、プリンタポ
ート、ＲＳ－２３２Ｃ等の外部入力を受け付け、例えば認証で必要となるＩＣカードの読
み取り用のカードリーダ２１９が接続される。そして、ＣＰＵ２０１は、この外部Ｉ／Ｆ
２１８を介してカードリーダ２１９によるＩＣカードからの情報読み取りを制御し、該Ｉ
Ｃカードから読み取られた情報を取得可能である。以上のデバイスがシステムバス２０９
上に配置される。
【００２４】
　イメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ　ＢＵＳ　Ｉ／Ｆ）２２０は、システムバス
２０９と画像データを高速で転送する画像バス２１５とを接続し、データ構造を変換する
バスブリッジである。画像バス２１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成され
る。画像バス２１５上には以下のデバイスが配置される。
【００２５】
　ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）２１０は、例えば、ＰＤＬコード等のベクトルデ
ータをビットマップイメージに展開する。プリンタインタフェース（プリンタＩ／Ｆ）２
１１は、プリンタ２１２とコントローラユニット２１６を接続し、画像データの同期系／
非同期系の変換を行う。また、スキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ）２１３は、ス
キャナ２１４とコントローラユニット２１６を接続し、画像データの同期系／非同期系の
変換を行う。
【００２６】
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　画像処理部２１７は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行うなど、プリント出
力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。また、これに加えて、画
像処理部２１７は、画像データの回転や、多値画像データに対してはＪＰＥＧ、２値画像
データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００２７】
　スキャナ２１４は、原稿上の画像を照明し、ＣＣＤラインセンサで走査することで、ラ
スタイメージデータを生成する。原稿用紙は原稿フィーダのトレイにセットし、装置使用
者が操作部２０８から読み取り起動指示することにより、ＣＰＵ２０１がスキャナ２１４
に指示を与え、フィーダは原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿画像の読み取り動作を行う
。
【００２８】
　プリンタ２１２は、ラスタイメージデータを記録媒体上の画像に変換する部分であり、
その方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからイ
ンクを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等がある。プリント動作
の起動は、ＣＰＵ２０１からの指示によって開始する。なお、プリンタ２１２には、異な
る用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙段を持ち、それに対応
した用紙カセットがある。
【００２９】
　操作部２０８は、ＬＣＤ表示部を有し、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られており
、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置情報
を操作部Ｉ／Ｆ２０７を介してＣＰＵ２０１に伝える。また、操作部２０８は、各種操作
キーとして、例えば、スタートキー、ストップキー、ＩＤキー、リセットキー等を備える
。
【００３０】
　カードリーダ２１９は、ＣＰＵ２０１からの制御により、ＩＣカード内に記憶されてい
る情報を読み取り、該読み取った情報を外部Ｉ／Ｆ２１８を介してＣＰＵ２０１へ通知す
る。
【００３１】
　以上のような構成によって、ＭＦＰ１０１は、スキャナ２１４から読み込んだ画像デー
タをＬＡＮ１００上に送信したり、ＬＡＮ１００から受信した印刷データをプリンタ２１
２により印刷出力することができる。
【００３２】
　また、ＭＦＰ１０１は、スキャナ２１４から読み込んだ画像データをモデム２０６によ
り、公衆回線上にＦＡＸ送信したり、公衆回線からＦＡＸ受信した画像データをプリンタ
２１２により出力することができる。
【００３３】
　＜ソフトウェア構成＞
　図３は、ＭＦＰ１０１のソフトウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００３４】
　画面表示管理部３０１は、操作部２０８に何を表示するかを制御する。
【００３５】
　コピー３０２、スキャンして送信３０３、パーソナルプリント３０４は、ＭＦＰ１０１
で動作するアプリケーションの例である。コピー３０２は、スキャナ２１４で原稿上の画
像を読み取って得られた画像データに基づいてプリンタ２１２で印刷するコピー処理を行
うためのアプリケーションである。スキャンして送信３０３は、スキャナ２１４によりス
キャンされた画像をメール等で外部に送信するアプリケーションである。パーソナルプリ
ント３０４は、ＰＣ１０２から投入されたプリントジョブを留め置き、ユーザがＭＦＰ１
０１にログインすると、当該ユーザが投入したプリントジョブのリストを表示し、ユーザ
による印刷指示を待ってから印刷するアプリケーションである。
【００３６】
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　ユーザ情報記憶部３０５は、ＭＦＰ１０１にログイン可能なユーザに関するユーザ情報
を記憶する。ユーザ情報記憶部３０５に記憶可能なユーザ情報の一例を表１に示す。
【００３７】
【表１】

　ユーザ名は、ユーザを一意に識別するためのユーザ識別情報である。表示名は、図４（
Ａ）に示すユーザ選択画面４００でユーザ名の代わりに表示する際に設定される名称であ
り、設定するか否かは任意である。詳細は後述するが、表示名が設定されている場合には
ユーザ選択画面４００に表示名が表示され、表示名が設定されていない場合にはユーザ選
択画面４００にユーザ名が表示される。パスワードはユーザ認証で使用される認証情報で
あり、ユーザ毎に任意の値を設定することができる。
【００３８】
　ユーザ認証部３０６は、図４（Ｂ）に示すユーザ認証画面４０９を介して入力された情
報と、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されている情報とを比較することでユーザ認証を行
う。また、ユーザ認証部３０６は、カードリーダ２１９によりカードから読み取った情報
と、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されている情報とを比較することによりユーザ認証を
行うことも可能である。
【００３９】
　ログイン処理部３０７は、ユーザ選択画面４００で選択されたボタンに対応するユーザ
をＭＦＰ１０１にログインさせるためのログイン処理を行う。また、ログイン処理部３０
７は、ユーザ認証部３０６により認証されたユーザをＭＦＰ１０１にログインさせるため
のログイン処理を行う。
設定管理部３０８は、ＭＦＰ１０１に関する各種設定を一元的に管理する。＜画面例＞
　図４（Ａ）は、ＭＦＰ１０１にログインするユーザを選択させるためのユーザ選択画面
４００の画面例を示した図である。ユーザ選択画面４００は、ＭＦＰ１０１が起動した際
に最初に操作部２０８に表示される画面である。
【００４０】
　ユーザ選択画面４００には、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されたユーザ情報に対応す
るボタン４０１～４０５、キーボード認証ボタン４０６、ユーザ登録ボタン４０７、ユー
ザ編集ボタン４０８が表示される。ボタン４０１～４０５上には、ユーザ情報に表示名が
設定されている場合はその表示名が表示され、表示名が設定されていない場合にはユーザ
名が表示されるよう表示制御が行われる。本例では、表１で説明した通り、「ＵｓｅｒＡ
＠Ｄ」、「ＵｓｅｒＣ」については表示名が設定されているため、ボタン４０２、４０５
に示すように表示名「Ａ」、「Ｃ」が表示されている。その他のユーザについては表示名
が設定されていないため、ボタン４０１、４０３、４０５に示すようにユーザ名が表示さ
れている。ユーザによりいずれかのボタンが押下されると、ＭＦＰ１０１へのログイン処
理が行われ、図５に示すメインメニュー画面５００が表示される。
【００４１】
　キーボード認証ボタン４０６が押下されると、図４（Ｂ）に示すユーザ認証画面４０９
が表示される。ユーザ認証画面４０９は、ＭＦＰ１０１のユーザ認証機能を利用するため
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に、ユーザ名とパスワードの入力を受け付けるための画面である。ユーザ名領域４１０は
、ユーザがユーザ名を入力するためのフィールドである。パスワード領域４１１は、ユー
ザがパスワードを入力するためのフィールドである。ログインボタン４１３は、ＭＦＰ１
０１へのログインを指示するためのボタンである。ログインボタン４１３が押下されると
、ユーザ認証部３０６は、操作部２０８を介して入力されたユーザ名とパスワードの組合
せが、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されているユーザ情報に存在するか否かを確認する
ことでユーザ認証を行う。ユーザ認証が成功すると、ＭＦＰ１０１へのログイン処理が行
われ、メインメニュー画面５００が表示される。キャンセルボタン４１２は、ユーザ認証
画面４０９によるユーザ認証をキャンセルするためのボタンである。ユーザによりキャン
セルボタン４１２が押下されると、ユーザ選択画面４００へ画面遷移する。このように、
ユーザ認証画面４０９からＭＦＰ１０１にログインする場合、ユーザはユーザ名とパスワ
ードを入力する必要がある。一方、ユーザ選択画面４００からＭＦＰ１０１にログインす
る場合、パスワードの入力は不要であり、ユーザ情報に対応するボタン４０１～４０５を
押下するだけで、そのユーザとしてＭＦＰ１０１にログイン可能となる。
【００４２】
　ユーザ登録ボタン４０７が押下されると、図１０（Ａ）に示すユーザ登録画面１０００
が表示される。ユーザ編集ボタン４０８が押下されると、ユーザ情報を編集するユーザを
選択するための画面が表示され、その中からいずれかのユーザが選択されると、選択され
たユーザのユーザ情報を編集するための編集画面１０１０（図１０（Ｂ））が表示される
。ユーザ登録、編集の方法については後述する。
【００４３】
　図５は、ユーザが使用する機能を選択するためのメインメニュー画面５００の画面例を
示した図である。この画面例では、５０１、５０２、５０３のアプリケーションボタンと
、５０４、５０５の設定編集ボタンが登録されている。５０１はコピー、５０２はスキャ
ンして送信、５０３はパーソナルプリントの各種アプリケーションを起動するためのボタ
ンである。５０４は、ＭＦＰ１０１の設定を編集するためのボタンであり、５０５はログ
インしているユーザの設定を編集するためのボタンである。メインメニュー画面５００上
の各機能のボタンが押されると、押されたボタンに対応する機能の画面が呼び出される。
例えば、パーソナルプリントボタン５０３が押下されると、ＰＣ１０２から送信され、留
め置かれた印刷ジョブに基づいてプリンタ２１２で印刷するためのパーソナルプリントア
プリケーションが起動し、図７に示す画面が操作部２０８に表示される。また、個人設定
ボタン５０５が押下されると、図６に示すような、ＭＦＰ１０１にログインしたユーザに
関する個人設定を行うための設定画面が表示される。
【００４４】
　図６は個人設定ボタン５０５が押下された際に表示される個人設定画面６００の例を示
した図である。
【００４５】
　個人設定可能な項目として、「ログイン時に表示する画面」６０１、「言語／キーボー
ド配列」６０２、「アクセシビリティー」６０３の３つの設定項目が存在する。
【００４６】
　６０１はログイン時に表示する画面（以下、デフォルト画面）を設定するものである。
ボタン６０１が押下されると、デフォルト画面を設定するための画面（不図示）が表示さ
れ、当該画面を介してユーザは所望の画面をデフォルト画面として設定する。例えばデフ
ォルト画面を「メインメニュー画面」に設定していれば、ログイン時には図５のようなメ
インメニュー画面が表示される。一方、デフォルト画面を「パーソナルプリント」に設定
している場合は、ログイン時には図７のようなパーソナルプリントのアプリケーションの
画面が表示される。
【００４７】
　６０２は言語／キーボード配列を設定するものである。ボタン６０２が押下されると、
操作部２０８に表示される言語、及びソフトキーボードの配列を設定するための画面（不
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図示）が表示され、当該画面を介して言語／キーボード配列が設定される。例えば言語を
「英語」に設定すると、図５に示したメインメニュー画面５００は、図８で示すよう英語
表記のメインメニュー画面８００に切り替わる。そして、設定したユーザが次にＭＦＰ１
０１にログインした場合には、日本語表記のメインメニュー画面５００でなく、英語表記
のメインメニュー画面８００が表示されることとなる。
【００４８】
　６０３は、画面の表示色を反転させたり、音声ガイドの設定をしたりすることが出来る
設定である。
【００４９】
　図７は、ユーザ名「ＵｓｅｒＡ＠Ｄ」としてＭＦＰ１０１にログインした後、メインメ
ニュー画面５００でパーソナルプリントボタン５０３を押下した場合に表示されるジョブ
リスト一覧画面７００の画面例を示した図である。印刷ジョブリストには、ＰＣ１０２か
らユーザ名「ＵｓｅｒＡ＠Ｄ」の印刷ジョブとして投入され、留め置かれた印刷ジョブの
一覧が表示される。ユーザは印刷ジョブリストの中から任意の文書を選択し、印刷開始ボ
タンを押下することで、プリンタ２１２による印刷を行うことができる。また、任意の文
書を選択し、削除ボタンを押下することで、印刷ジョブリストから任意のジョブを削除す
ることもできる。印刷ジョブを選択する際は、全選択ボタンを押下することで、全印刷ジ
ョブをまとめて選択することも可能である。
【００５０】
　このように、ＭＦＰ１０１は、ログインしたユーザに応じた適切な機能を提供するパー
ソナライズ機能を有する
　＜ユーザ登録＞
　次にユーザの登録方法について説明する。
【００５１】
　ユーザの登録方法としては大きく分けて２つある。一つはユーザ選択画面４００におけ
るユーザ登録ボタン４０７の押下に応じて表示されるユーザ登録画面１０００を介して登
録する方法である。もう一つは、プリントジョブ投入時にプリントジョブに含まれる情報
に基づいてユーザを自動登録する方法である。
【００５２】
　図１０（Ａ）は、ユーザ登録画面１０００の画面例を示した図である。ユーザ登録画面
１０００を介して、ユーザ名１００１、表示名１００２、パスワード１００３を入力する
ことができる。上述した通り、表示名を設定するか否かは任意である。これらの値を入力
後にＯＫボタン１００５が押下されると、入力された情報がユーザ情報として登録され、
ユーザ情報記憶部３０５に記憶される。
【００５３】
　図９はプリントジョブに基づくユーザ自動登録の流れを示した図である。ＰＣ１０２か
らプリントジョブが投入されると、パーソナルプリント３０４は当該プリントジョブを受
信する。そして、パーソナルプリント３０４は、受信したプリントジョブに付加された投
入者情報（ジョブオーナー情報）を解析し、ユーザ情報としてユーザ情報記憶部３０５に
登録する。
【００５４】
　投入者情報にはユーザ名が含まれている。また、ＰＣ１０２がドメイン環境化にある場
合、投入者情報にドメイン名が含まれる。ユーザ情報記憶部３０５には、投入者情報に含
まれるユーザ名とドメイン名を「＠」で連結した形式（ユーザ名＠ドメイン）でユーザ名
として登録される。なお、ＰＣ１０２がドメインに所属しない環境下にある場合、投入者
情報にドメイン名は含まれないため、ドメイン名の代わりにコンピュータ名を「＠」で連
結した形式（ユーザ名＠コンピューター名）でユーザ名として登録される。例えば、前述
の表１ではユーザ名「ＵｓｅｒＢ＠ＰｃＡ」のユーザ情報が登録されているが、これはユ
ーザ名がＢ、コンピュータ名がＰｃＡの投入者情報を含むプリントジョブに基づいて自動
登録されたものである。
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【００５５】
　このように、本実施形態におけるＭＦＰ１０１は、ユーザ情報の手動登録の他にプリン
トジョブに基づく自動登録が可能であるため、簡易的にユーザ情報を登録することが可能
である。
【００５６】
　なお、プリントジョブに基づく自動登録の場合、ユーザ名が自動で設定されるため、利
用者が認識しにくい名称で登録されてしまうこともある。よって、このような場合、ユー
ザ選択画面４００のユーザ編集ボタン４０８を介して表示名を設定することで、ユーザが
認識しやすい名称をユーザ選択画面４００上に表示させることが可能である。
【００５７】
　図１０（Ｂ）はユーザ情報の編集画面１０１０の画面例を示した図である。１０１１～
１０１５は図１０（Ａ）の１００１～１００５と同様である。ユーザは、ユーザ情報の手
動登録、又は自動登録を行った後、当該編集画面１０１０を介して表示名やパスワードを
変更することが可能である。
【００５８】
　ここで、上述した通り、ユーザ選択画面４００からＭＦＰ１０１にログインする場合、
パスワードの入力は不要であり、ユーザ情報に対応するボタン４０１～４０５を押下する
だけで、そのユーザとしてＭＦＰ１０１にログイン可能となる。よって、誤って他のユー
ザのボタンを押下すると、当該他のユーザとしてＭＦＰ１０１へログインされ、当該の他
ユーザ用にパーソナライズされた画面が表示されることとなる。その結果、例えばパーソ
ナルプリントで他のユーザが投入したプリントジョブを間違って実行してしまう等の問題
が生じる可能性がある。そこで、本実施形態では、ユーザによるボタンの選択ミスを減ら
すために、ユーザ選択画面４００上のボタンに表示される名称が重複しないようにするた
めの方法について説明する。
【００５９】
　図１１は、ユーザ登録画面１０００を介してユーザ情報を新規に追加する場合の登録成
功・失敗のパターンを示したものである。ユーザ情報記憶部３０５には１１０１～１１０
５に示す５つのユーザ情報が既に登録されているものとする。ここではユーザ情報として
、ユーザ名と表示名についてのみ示している。
【００６０】
　１１１１は、ユーザ名を「ＵｓｅｒＤ」、表示名を空白（未入力）とした例である。こ
のユーザ名「ＵｓｅｒＤ」は１１０５で既に登録されておりユーザ名の重複が発生するた
め登録エラーとなる。
【００６１】
　１１１２はユーザ名を「ＡｄｄＡ」、表示名を「Ａ」とした例である。この場合、ユー
ザ名は既存のユーザ名と重複していないが、表示名「Ａ」が１１０２で既に登録されてお
り、表示名の重複が発生するため登録エラーとなる。
【００６２】
　１１１３はユーザ名を「Ａ」、表示名を空白（未入力）とした例を示している。この場
合、ユーザ名「Ａ」は既存のユーザ名と重複していないが、表示名「Ａ」が１４０４で登
録されており、表示の際に重複するため登録エラーとなる。このように、新規に登録され
るユーザ名が既存の表示名と重複している場合も、登録エラーとなる。
【００６３】
　一方、１１１４はユーザ名を「Ａ」、表示名を「ＡｄｄＡ」とした例を示している。こ
の場合、ユーザ名「Ａ」は１４０４の表示名と重複しているが、表示名「ＡｄｄＡ」が既
存の表示名とは重複しておらず、ユーザ選択画面４００上で「ＡｄｄＡ」と表示されるボ
タンが他にはないため、登録成功となる。
【００６４】
　図１２は、ユーザ情報を新規に追加する場合の処理を示したフローチャートである。本
フローチャートで示す処理を実行するためのプログラムが制御部２００のＲＡＭ２０２、
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ＲＯＭ２０３、ＨＤＤ２０４のいずれかに記憶され、ＣＰＵ２０１により実行される。
【００６５】
　ユーザ選択画面４００上のユーザ登録ボタン４０７が押下されると、ＣＰＵ２０１はユ
ーザ登録画面１０００を操作部２０８に表示する（Ｓ１２０１）。ユーザ登録画面１００
０上で少なくともユーザ名１００１が入力され、ＯＫボタン１００５が押下されると、Ｃ
ＰＵ２０１はＳ１２０２～Ｓ１２０５の判定処理を行う。
【００６６】
　まず、ＣＰＵ２０１は、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されているユーザ情報を検索し
、既に登録されているユーザ名の中に、入力されたユーザ名と一致しているものがあるか
否かを判定する（Ｓ１２０２）。すなわち、入力されたユーザ名と既存のユーザ名が重複
しているか否かが判定される。一致しているものがあると判定された場合、ＣＰＵ２０１
は登録エラーとし、ユーザ名が重複しているため登録出来ない旨を操作部２０８に表示す
る（Ｓ１２０９）。これは図１１の１１１１のケースに相当する。
【００６７】
　一致しているものがないと判定された場合、ＣＰＵ２０１は、表示名が空であるか否か
を判定する（Ｓ１２０３）。表示名が空であると判定された場合、ＣＰＵ２０１は、既に
登録されている表示名の中に、入力されたユーザ名と一致しているものがあるか否かを判
定する（Ｓ１２０５）。すなわち、入力されたユーザ名と既存の表示名が重複しているか
否かが判定される。一致しているものがあると判定された場合、登録エラーとし、この表
示名では登録できない旨を操作部２０８に表示する（Ｓ１２０９）。これは、図１１の１
１１３のケースに相当する。一致しているものがないと判定された場合、登録成功となり
、ＣＰＵ２０１は入力されたユーザ名を含むユーザ情報を、ユーザ情報記憶部３０５に新
たに記憶する（Ｓ１２０８）。
【００６８】
　Ｓ１２０３において、表示名が空でないと判定された場合、すなわち、何らかの文字列
が表示名として入力された場合、登録済みのユーザの表示名の中に、入力された表示名と
一致しているものがあるか否かを判定する（Ｓ１２０４）。すなわち、入力された表示名
と既存の表示名が重複しているか否かが判定される。一致しているものがあると判定され
た場合、登録エラーとし、この表示名では登録できない旨を操作部２０８に表示する（Ｓ
１２０９）。これは、図１１の１１１２のケースに相当する。Ｓ１２０４において、一致
しているものがないと判定された場合、ＣＰＵ２０１は、既に登録されているユーザ名の
中に、入力された表示名と一致しているものがあるか否かを判定する（Ｓ１２０６）。す
なわち、入力された表示名と既存のユーザ名が重複しているか否かが判定される。一致し
ているものがあると判定された場合、ＣＰＵ２０１はさらにそのユーザが表示名を設定し
ているか否かを判定する（Ｓ１２０７）。そのユーザが表示名を設定していない場合には
、ＣＰＵ２０１は登録エラーとし、当該表示名では登録できない旨を操作部２０８に表示
する（Ｓ１２０９）。
【００６９】
　Ｓ１２０６において、入力された表示名と既存のユーザ名が重複していないと判定され
た場合、及び、Ｓ１２０７においてユーザ名は重複しているが当該ユーザが別途表示名を
設定していると判定された場合、登録成功となる。そして、ＣＰＵ２０１は入力されたユ
ーザ名と表示名とを含むユーザ情報を、ユーザ情報記憶部３０５に新たに記憶する（Ｓ１
２０８）。
【００７０】
　このように、ＭＦＰ１０１では、新たにユーザ情報を登録する際に、ユーザ選択画面４
００のボタン上に表示される名称に重複が生じないようユーザ名及び表示名の登録を制限
する。
【００７１】
　図１３は、ユーザ情報の編集画面１０１０を介してユーザ情報を編集する場合の登録成
功・失敗のパターンを示したものである。ユーザ情報記憶部３０５には、１３０１～１３
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０６に示す６つのユーザ情報が登録されているものとする。その時に１３０に示すユーザ
名「ＡｄｄＡ」の表示名の変更を行った場合にどのような結果になるのかを表している。
【００７２】
　１３１１は、表示名を「Ａ」に変更する例を示している。この場合、表示名「Ａ」は１
３０２で既に使用されており、表示名の重複が発生するため登録エラーとなる。
【００７３】
　１３１２は、表示名を「ＵｓｅｒＤ」に変更する例を示している。この場合、表示名「
ＵｓｅｒＤ」は他に使用されていないが、１３０５で既に「ＵｓｅｒＤ」というユーザ名
が存在している。そして、「ＵｓｅｒＤ」には表示名が設定されておらず、ユーザ選択画
面４００上で「ＵｓｅｒＤ」と表示されるボタンが複数になるため、登録エラーとなる。
このように、変更後の表示名が既存のユーザ名と重複している場合も登録エラーとする。
【００７４】
　１１１３は、表示名を「ＵｓｅｒＣ」に変更する例を示している。この場合は、１１０
６に「ＵｓｅｒＣ」というユーザ名が既に登録されているが、この「ＵｓｅｒＣ」が表示
名を「Ｃ」として設定している。この場合はユーザ選択画面４００上のボタンに同一の名
称が表示されることはないため、登録は成功となる。
【００７５】
　図１４は、ユーザ情報を編集する場合の別の例を示した図である。ユーザ情報記憶部３
０５には、１４０１～１４０６に示す６つのユーザ情報が登録されているものとする。ズ
１３と比較すると、１４０５、１４０６の表示名が１３０５、１３０６の表示名と異なる
ものとなっている。
【００７６】
　ここでは、１４１１のように、１４０６で示すユーザ名「ＡｄｄＡ」のユーザが表示名
を空にする例を表している。ユーザ名を空にしようとすると、ユーザ名「ＡｄｄＡ」がユ
ーザ選択画面４００上に表示されることとなる。しかしながら、「ＡｄｄＡ」は１４０５
で表示名として既に使用されており、ユーザ選択画面４００上のボタンに同一の名称が表
示されることとなるため、登録エラーになる。
【００７７】
　図１５は表示名の変更を行う場合の処理を示したフローチャートである。本フローチャ
ートで示す処理を実行するためのプログラムが制御部２００のＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０
３、ＨＤＤ２０４のいずれかに記憶され、ＣＰＵ２０１により実行される。
【００７８】
　ユーザ選択画面４００上のユーザ編集ボタン４０８が押下されると、ＣＰＵ２０１はユ
ーザ情報の編集画面１０１０を操作部２０８に表示する（Ｓ１５０１）。編集画面１０１
０上で表示名が変更され、ＯＫボタン１０１５が押下されると、ＣＰＵ２０１はＳ１５０
２～Ｓ１５０６の判定処理を行う。
【００７９】
　まず、ＣＰＵ２０１は、変更後の表示名が空か否かを判定する（Ｓ１５０２）。表示名
が空である場合、ユーザ情報記憶部３０５に記憶されているユーザ情報を検索し、既に登
録されている表示名の中に、当該ユーザ名と一致しているものがあるか否かを判定する（
Ｓ１５０３）。すなわち、表示名が空になったユーザのユーザ名と、既存の表示名が重複
しているか否が判定される。一致しているものがあると判定された場合、ＣＰＵ２０１は
登録エラーとし、表示名の変更が認められない旨を操作部２０８に表示する（Ｓ１５０８
）。これは、図１４の１４１１のケースに相当する。Ｓ１５０２において、表示名が空で
ないと判定された場合、ＣＰＵ２０１は、既に登録されている表示名の中に、変更された
表示名と一致しているものがあるか否かを判定する（Ｓ１５０４）。すなわち、変更後の
表示名と既存の表示名が重複しているか否かが判定される。一致しているものがあると判
定された場合、表示名の重複が発生するため、ＣＰＵ２０１は登録エラーとし、表示名の
変更が認められない旨を操作部２０８に表示する（Ｓ１５０８）。これは、図１３の１３
１１のケースに相当する。
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【００８０】
　Ｓ１５０４において表示名の重複がないと判定された場合、ＣＰＵ２０１は既に登録さ
れているユーザ名の中に、変更後の表示名と一致しているものがあるか否かを判定する（
Ｓ１５０５）。すなわち、変更後の表示名と既存のユーザ名が重複しているか否かが判定
される。一致しているものがあると判定された場合、ＣＰＵ２０１はさらにそのユーザが
表示名を設定しているか否かを判定する（Ｓ１５０６）。そのユーザが表示名を設定して
いない場合には、ＣＰＵ２０１は登録エラーとし、表示名の変更が認められない旨を操作
部２０８に表示する（Ｓ１５０８）。これは、図１３の１３１２のケースに相当する。上
記のエラー条件に合致しない場合は、登録成功となり、ＣＰＵ２０１は変更後の表示名を
ユーザ情報記憶部３０５に記憶する（Ｓ１５０７）。
【００８１】
　このように、ＭＦＰ１０１では、既存のユーザ情報のユーザ名を変更する際にも、ユー
ザ選択画面４００のボタン上に表示される名称に重複が生じないよう、表示名の登録を制
限する。
【００８２】
　以上のように、本実施形態によれば、ユーザ情報を新規に登録する場合も既存のユーザ
情報を編集する場合も、ユーザ選択画面４００のボタン上に同一の名称が表示されないよ
う、表示名の登録が制限される。より具体的には、新規にユーザ情報を登録する際には、
これにより、ユーザによるボタンの選択ミスを減らすことができる。
【００８３】
　なお、図１２のＳ１２０９、及び図１５のＳ１５０８では、登録エラーをユーザに通知
するものとして説明したが、単にエラーを通知するのでなく、他の表示名への変更を促す
通知をしてもよい。例えば、登録しようとした表示名が、既存の他のユーザのユーザ名と
重複している場合、「この表示名は登録できません。他の表示名にして下さい」等のメッ
セージを表示するようにしてもよい。
【００８４】
　また、上記説明では、ユーザ選択画面４００上に表示されるボタン上には、ユーザ名、
又は表示名のいずれかのみ表示する場合について説明したが、アイコン画像等を共に表示
するようにしてもよい。また、ユーザ選択画面４００ではボタンではなくリストなどを使
ってユーザの選択をさせても良い。
【００８５】
　また、上記説明では、ＭＦＰ１０１の起動後にユーザ選択画面４００を表示し、ユーザ
がログインした後にメインメニュー画面５００を表示するものとして説明した。しかしな
がら、ＭＦＰ１０１の設定によっては、メインメニュー画面５００を先に表示し、ユーザ
により機能が選択された後にユーザ選択画面４００を表示するようにしてもよい。例えば
、コピー機能は誰でも利用可能とし、パーソナルプリント機能やスキャンして送信機能は
登録されたユーザのみが利用可能とする、といった運用を行う場合に有効である。この場
合、メインメニュー画面５００でコピーボタン５０１が押下された場合は、ユーザ選択画
面４００を表示することなく、コピー設定画面に遷移させ、その他のボタンが押下された
場合はユーザ選択画面４００を表示するようにすればよい。
【００８６】
　また、上記実施形態ではコピー機能、スキャナ機能、プリント機能等の複数の機能を有
する画像形成装置を例として説明したが、このうち一部の機能のみを有する画像処理装置
にも本発明は適用可能である。また、パーソナルコンピュータやＰＤＡ、携帯電話、ＦＡ
Ｘ、カメラ、ビデオカメラ、その他の画像ビューワ等、他の情報処理装置に適用しても構
わない。
【００８７】
　以上のように、上記実施形態における情報処理装置は、ログイン可能なユーザのユーザ
情報として、ユーザを識別するためのユーザ識別情報と共に、前記ユーザ識別情報の代わ
りに表示される表示名を登録可能である。当該情報処理装置は、登録されたユーザ情報の
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一覧を表示する際に、表示名が登録されているユーザについてはユーザ識別情報を表示せ
ずに表示名を表示し、表示名が登録されていないユーザについてはユーザ識別情報を表示
するよう表示制御を行う。そして、当該情報処理装置は、表示された表示名又はユーザ識
別情報が選択されると、選択された表示名又はユーザ識別情報に対応するユーザとしてロ
グインさせるためのログイン処理を行う。よって、ユーザは表示名を登録しておけば当該
表示名を選択するだけで情報処理装置にログインできる。一方で、選択画面上に同一の名
称が表示されると、ユーザは誤って他のユーザの情報を選択してしまう可能性がある。よ
ってこのような選択ミスを防ぐため、本実施形態における情報処理装置は、選択画面上に
表示される名称に重複が生じないように、表示名の登録を制限している。
【００８８】
　より具体的には、ユーザ情報を新規に登録する際には、新規登録対象のユーザの表示名
として入力された情報が、ユーザ情報を登録済みの他のユーザの表示名と重複している場
合に、当該入力された表示名の登録が制限される。これにより、他のユーザとの表示名の
重複を防ぐことができる。また、新規登録対象のユーザの表示名として入力された情報が
、ユーザ情報を登録済みであって表示名を未登録の他のユーザのユーザ識別情報と重複し
ている場合も、当該入力された表示名の登録を制限する。これにより、登録しようとした
表示名と、表示名を未登録の他のユーザのユーザ識別情報との重複を防ぐことができる。
【００８９】
　また、新規登録対象のユーザのユーザ識別情報として入力された情報が、登録済みの他
のユーザの表示名と重複している場合にも、当該入力されたユーザ識別情報の登録が制限
される。これにより、新規登録対象のユーザの表示名を未登録とした場合であっても、新
規に登録されるユーザ識別情報が他のユーザの表示名と重複することを防ぐことができる
。
【００９０】
　また、登録済みのユーザ情報を編集する際には、編集対象のユーザの表示名が空白に変
更される場合で、当該ユーザのユーザ識別情報が登録済みの他のユーザの表示名と重複し
ている場合には、表示名の空白への変更が制限される。これにより、表示名が空白になる
ことにより表示されるユーザ識別情報と、他のユーザの表示名とが重複することを防ぐこ
とができる。また、編集対象のユーザの変更後の表示名が、登録済みの他のユーザの表示
名と重複している場合にも当該表示名の変更が制限される。これにより、表示名の変更に
よる他のユーザの表示名との重複を防ぐことができる。更に、編集対象のユーザの変更後
の表示名が、登録済みの他のユーザであって表示名を未登録の他のユーザのユーザ識別情
報と重複している場合にも、当該表示名の変更が制限される。これにより、変更後の表示
名と、表示名を未登録の他のユーザのユーザ識別情報との重複を防ぐことができる。
【００９１】
　そして、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、そのシステム又は装置のコンピュータ（又はＣＰ
ＵやＭＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプ
ログラム、及び該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。
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