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(57)【要約】
【課題】認証用の媒体を携帯していない利用者のための
認証用の媒体の発行の要求を、認証済みの利用者が行う
認証装置及び認証プログラムを提供する。
【解決手段】認証紙サービスサーバ１は、認証された利
用者６Ｂからの利用者６Ａ用の認証紙７を発行する要求
を受け付ける発行要求受付手段１０Ｂと、発行判断手段
１０Ｃの判断に基づき利用者６Ａ用の認証紙７の発行を
認証紙情報生成手段１０Ｅに指示する発行指示手段１０
Ｄとを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証された第１の利用者からの、第２の利用者用の認証媒体を発行する要求を受け付け
る受付手段と、
　前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示する指示手段とを有する認証装置。
【請求項２】
　前記受付手段は、印刷する手段と原稿を読み取る手段を備えた画像処理装置の機能の利
用を可能とする、前記第１の利用者からの、前記第２の利用者用の認証媒体を発行する要
求を受け付け、
　前記指示手段によって前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示されたときに、当該
認証媒体となる認証紙を印刷させる印刷データを生成する生成手段と、
　前記生成手段によって生成された印刷データを前記画像処理装置に出力する手段とをさ
らに有する請求項１に記載の認証装置。
【請求項３】
　前記指示手段によって前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示されたときに、携帯
端末装置において認証媒体として認証情報を表示させる表示用データを生成する生成手段
をさらに有する請求項１に記載の認証装置。
【請求項４】
　前記指示手段は、前記受付手段によって認証媒体を利用しない認証方法によって認証さ
れた第１の利用者からの、当該第１の利用者用の認証媒体を発行する要求が受け付けられ
た場合、当該第１の利用者用の認証媒体の発行を指示する請求項１から３のいずれかに記
載の認証装置。
【請求項５】
　前記受付手段により前記要求を受け付けた場合、前記第１の利用者と前記第２の利用者
とが予め定められた利用者間の関係を充足するときに、当該第２の利用者用の認証媒体の
発行を許可すると判断する判断手段をさらに有し、
　前記指示手段は、前記判断手段によって前記認証媒体の発行を許可すると判断されたと
きに、当該認証媒体の発行を指示する、請求項１から４のいずれかに記載の認証装置。
【請求項６】
　前記判断手段は、前記第１の利用者と前記第２の利用者とが予め定められた利用者間の
関係を充足しないときに、当該第２の利用者用の認証媒体の発行を許可しないと判断する
、請求項５に記載の認証装置。
【請求項７】
　コンピュータに、
　認証された第１の利用者からの、第２の利用者用の認証媒体を発行する要求を受け付け
る受付機能と、
　前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示する指示機能を実現させるための認証プロ
グラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証装置及び認証プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の認証装置は、認証カードの読み取り機能を有する外部装置から使用された
認証カードに該当する利用者が外部装置を使用可能か否かの判定要求を受信する判定要求
受信手段と、利用者が前払いしている使用料金の残高を記憶するユーザー別情報記憶手段
と、ユーザー別情報記憶手段を参照して認証カードに該当する利用者に支払能力があるか
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否かを判定する支払能力判定手段と、利用者が外部装置を使用可能か否かの判定結果を外
部装置に対して送信する判定結果送信手段とを有し、外部装置は、判定結果に応じて利用
者の使用を許可するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２４８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、認証用の媒体を携帯していない利用者のための認証用の媒体の発行の
要求を、認証済みの利用者が行う認証装置及び認証プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
［１］認証された第１の利用者からの、第２の利用者用の認証媒体を発行する要求を受け
付ける受付手段と、前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示する指示手段とを有する
認証装置。
【０００６】
［２］前記受付手段は、印刷する手段と原稿を読み取る手段を備えた画像処理装置の機能
の利用を可能とする、前記第１の利用者からの、前記第２の利用者用の認証媒体を発行す
る要求を受け付け、前記指示手段によって前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示さ
れたときに、当該認証媒体となる認証紙を印刷させる印刷データを生成する生成手段と、
前記生成手段によって生成された印刷データを前記画像処理装置に出力する手段とをさら
に有する前記［１］に記載の認証装置。
【０００７】
［３］前記指示手段によって前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示されたときに、
携帯端末装置において認証媒体として認証情報を表示させる表示用データを生成する生成
手段をさらに有する前記［１］に記載の認証装置。
【０００８】
［４］前記指示手段は、前記受付手段によって認証媒体を利用しない認証方法によって認
証された第１の利用者からの、当該第１の利用者用の認証媒体を発行する要求が受け付け
られた場合、当該第１の利用者用の認証媒体の発行を指示する前記［１］から［３］のい
ずれかに記載の認証装置。
【０００９】
［５］前記受付手段により前記要求を受け付けた場合、前記第１の利用者と前記第２の利
用者とが予め定められた利用者間の関係を充足するときに、当該第２の利用者用の認証媒
体の発行を許可すると判断する判断手段をさらに有し、前記指示手段は、前記判断手段に
よって前記認証媒体の発行を許可すると判断されたときに、当該認証媒体の発行を指示す
る、前記［１］から［４］のいずれかに記載の認証装置。
【００１０】
［６］前記判断手段は、前記第１の利用者と前記第２の利用者とが予め定められた利用者
間の関係を充足しないときに、当該第２の利用者用の認証媒体の発行を許可しないと判断
する、前記［５］に記載の認証装置。
【００１１】
［７］コンピュータに、認証された第１の利用者からの、第２の利用者用の認証媒体を発
行する要求を受け付ける受付機能と、前記第２の利用者用の認証媒体の発行を指示する指
示機能を実現させるための認証プログラム。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１又は７に係る発明によれば、認証用の媒体を携帯していない利用者のための認
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証用の媒体の発行の要求を、認証済みの利用者が行うことができる。
【００１３】
　請求項２に係る発明によれば、認証が必要となる機器が画像処理装置である場合におい
て、認証用の媒体となる印刷文書をその画像処理装置に印刷させることができる。
【００１４】
　請求項３に係る発明によれば、認証用の媒体となる認証情報を携帯端末装置に表示させ
ることができる。
【００１５】
　請求項４に係る発明によれば、認証用の媒体を利用しない方法によって認証された利用
者が、自ら、認証用の媒体の発行の要求を行うことができる。
【００１６】
　　請求項５に係る発明によれば、認証用の媒体の発行を許可する条件に、認証用の媒体
を携帯していない利用者と要求を行った認証済みの利用者との利用者間の関係を反映させ
ることができる。
【００１７】
　　請求項６に係る発明によれば、認証用の媒体を携帯していない利用者と要求を行った
認証済みの利用者とが予め定められた利用者間の関係を充足しないときには、その認証用
の媒体の発行を許可しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る認証サーバの構成例を示す概略図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る認証紙サービスサーバが
記憶する情報の一例を示す概略図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る組織情報管理サーバが記
憶する情報の一例を示す概略図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る認証サービスサーバが記憶する情報の一例を示
す概略図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る複合機が記憶する情報の一例を示す概略図であ
る。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る端末において表示される
認証紙印刷画面の一例を示す概略図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る認証紙サービスサーバの動作例を示すフローチ
ャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る複合機の動作例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である。
【図１２】本発明の第４の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［第１の実施の形態］
（認証システムの構成）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である。
【００２０】
　認証システム１００は、利用者の要求に応じて認証媒体として後述する認証紙７を印刷
するための情報を生成する認証装置としての認証紙サービスサーバ１と、利用者の情報及
び利用者間の関係を示す情報を管理する組織情報管理サーバ２と、後述する複合機４の使
用を認証する認証サービスサーバ３と、印刷、コピー、スキャン等の機能を実行可能な複
合機４と、表示部と操作部とを備えて情報を入出力する端末装置５とを有し、それぞれネ
ットワーク８によって互いに通信可能に接続される。



(5) JP 2011-34529 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

【００２１】
　組織情報管理サーバ２は、利用者毎に利用者の各々に関する情報を示す利用者情報２０
と、利用者間の関係を示す組織情報２１とを記憶する。
【００２２】
　認証サービスサーバ３は、複合機４に備えられた認証カード読取部４Ａによって読み取
られた認証カード６０から読み取られる情報が使用可能か否かを認証するための認証カー
ド情報３０を記憶する。なお、認証カード６０及び認証カード読取部４Ａは、例えば、Ｒ
Ｆ－ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）によって
情報の読み出し及び読み込みを実行する。
【００２３】
　複合機４は、端末装置５において印刷処理されて、ネットワーク８を介して受信したワ
ープロ、表計算、画像等の文書情報の印刷データを印刷ジョブ４０として記憶する。また
、複合機４は、認証カード読取部４Ａによって読み取られた認証カード６０の情報が認証
されたとき、その認証カード６０に関連する印刷ジョブ４０を印刷したり、コピー、スキ
ャン等の機能を有効にする。つまり、その利用者がそれらの機能を利用できるようにする
。
【００２４】
　また、複合機４は、ＱＲ（Ｑｕｉｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）コード（登録商標）等を用
いた認証コードが記載された認証紙７をスキャン機能等を用いて読み込むことで、認証紙
７を利用する利用者に対して印刷、コピー、スキャン等の機能を有効にする。つまり、そ
の利用者がそれらの機能を利用できるようにする。
【００２５】
　本実施の形態において、例えば、利用者６Ａが認証カードを紛失するなどの理由により
不携帯の状態のとき、利用者６Ｂに依頼して認証紙７を印刷してもらい、利用者６Ａは、
認証紙７を用いて複合機４において印刷等の機能を利用する状況を説明する。
【００２６】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る認証紙サービスサーバの構成例を示す概略図
である。
【００２７】
　認証紙サービスサーバ１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）等から構成された、各部を制御するとともに各種のプログラムを実行する制御部１０
と、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やフラッシュメモリ等の記憶装置から構
成された、情報を記憶する記憶部１１と、ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）
等から構成された、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワーク
８を介して外部と通信する通信部１２とを有する。
【００２８】
　制御部１０は、認証紙サービスプログラム１１Ａを実行することで、ＵＩ生成手段１０
Ａと、発行要求受付手段１０Ｂと、発行判断手段１０Ｃと、発行指示手段１０Ｄと、認証
紙情報生成手段１０Ｅと、認証紙出力手段１０Ｆ等として機能させる。
【００２９】
　ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）生成手段１０Ａは、端末装置５から操作を受け
付けて、その操作内容に応じた内容を端末装置５に備えられた表示部又は複合機４に備え
られた表示部において表示される操作画面（ＵＩ）として生成する。
【００３０】
　発行要求受付手段１０Ｂは、端末装置５に表示された操作画面の内容に従って利用者が
操作部に入力した情報に基づいて認証紙７の発行要求を受け付ける。
【００３１】
　発行判断手段１０Ｃは、認証紙７の発行を要求した利用者と認証紙７を利用する利用者
との関係に基づいて発行を許可するか否かを判断する。
【００３２】
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　発行指示手段１０Ｄは、発行判断手段１０Ｃの判断に基づいて後述する認証紙情報生成
手段１０Ｅに後述する認証紙情報１１Ｃを生成するよう指示する。
【００３３】
　認証紙情報生成手段１０Ｅは、発行指示手段１０Ｄから受け付けた指示に応じて、後述
する認証紙情報１１Ｃを生成する。
【００３４】
　認証紙出力手段１０Ｆは、認証紙情報生成手段１０Ｅによって生成された認証紙情報１
１Ｃを複合機４で印刷できる形式の印刷ジョブに変換し、複合機４に対して出力する。
【００３５】
　記憶部１１は、制御部１０を上述した各手段として動作させる認証紙サービスプログラ
ム１１Ａと、複合機４で利用することができる機能のうち認証紙７を用いて利用する権限
のある機能を記述する権限情報１１Ｂと、認証紙情報生成手段１０Ｅによって生成される
認証紙情報１１Ｃとを記憶する。
【００３６】
　図３（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る認証紙サービスサーバが記
憶する情報の一例を示す概略図である。
【００３７】
　権限情報１１Ｂは、図３（ａ）に示すように、ネットワーク８に接続された複合機４に
おいて利用が許された機能として、例えば、コピー、印刷、スキャン等の権限を有する。
利用者は権限に記載されている機能以外の機能は利用することができない。
【００３８】
　認証紙情報１１Ｃは、図３（ｂ）に示すように、認証紙７を印刷するよう発行を要求し
た利用者を示す認証紙印刷者と、認証紙７を利用する利用者を示す認証紙利用者と、認証
紙７ごとに一意的に与えられる識別コードと、認証紙７を用いて利用することができる機
能を示す権限と、認証紙７によって複合機４を利用することができる期間を示す期間とを
有する。
【００３９】
　図４（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る組織情報管理サーバが記憶
する情報の一例を示す概略図である。
【００４０】
　利用者情報２０は、図４（ａ）に示すように、利用者のそれぞれに一意的に与えられる
ＩＤと、利用者（の名前）を示す利用者名とを有する。
【００４１】
　組織情報２１は、利用者間において予め定められた関係を示す情報であり、図４（ｂ）
に示すように、認証紙７の発行を要求することができる利用者名を示す権限者と、権限者
が発行を要求することで印刷された認証紙７を利用することができる利用者を示す利用者
名とを有する。なお、利用者名の欄に「すべての利用者」と記載されているときは、組織
上の関係を問わず利用者情報２０に定義された利用者を選択して認証紙７の発行を要求で
きるものとする。
【００４２】
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る認証サービスサーバが記憶する情報の一例を
示す概略図である。
【００４３】
　認証カード情報３０は、認証カード６０に一意的に与えられたカードＩＤと、認証カー
ド６０の利用者として登録された利用者を示す利用者名とを有する。
【００４４】
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る複合機が記憶する情報の一例を示す概略図で
ある。
【００４５】
　印刷ジョブ４０は、端末装置５において作成されたワープロや表計算ソフト等のアプリ
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ケーションで作成された文書情報の印刷処理を実行した利用者、又は認証紙サービスサー
バ１から認証紙７の発行を依頼した利用者の名前を示す利用者と、印刷処理の結果、端末
装置５において文書情報から生成され、複合機４において受信した印刷データの生成元と
なる文書情報、又は認証紙サービスサーバ１から受信した認証紙７を印刷するための認証
紙情報の文書名を示す印刷文書とを有する。
【００４６】
　図７（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係る端末において表示される認
証紙印刷画面の一例を示す概略図である。
【００４７】
　認証紙印刷画面５０Ａは、端末装置５の表示部において表示されるＵＩであり、図７（
ａ）に示すように、認証紙７を印刷する利用者の名前及びパスワードを入力するための入
力枠５００と、入力枠５００に入力された内容を決定して他の項目を設定するために次の
認証紙印刷画面５０Ｂに進むためのボタン５０１とを有する。
【００４８】
　認証紙印刷画面５０Ｂは、図７（ｂ）に示すように、認証紙印刷画面５０Ａの次に表示
されるＵＩであり、認証紙７を利用する利用者を選択するための選択枠５０２と、認証紙
７を用いて利用することができる機能を選択するための選択枠５０３と、認証紙７が有効
な期間を選択するための選択枠５０４と、以上で設定した内容で認証紙７を印刷するため
の印刷ボタン５０５とを有する。なお、選択枠５０２は、組織情報２１に基づいてその選
択肢として権限者が認証紙を印刷できる利用者名が表示され、選択枠５０３は、権限情報
１１Ｂに基づいてその選択肢として権限が表示される。
【００４９】
（動作）
　以下に、本発明の一実施の形態における認証システムの動作を各図を参照しつつ説明す
る。
【００５０】
　まず、利用者６Ａは、利用者６Ａに関連づけられた認証カードを紛失などの理由によっ
て非携帯の状態のとき、複合機４を利用するために、例えば、利用者６Ｂに対して認証紙
７の印刷を依頼する。
【００５１】
　次に、利用者６Ｂは、端末装置５を使用して認証紙サービスサーバ１にアクセスし、認
証紙７を複合機４から印刷するよう操作する。
【００５２】
　ＵＩ生成手段１０Ａは、例えば、利用者６Ｂから端末装置５を介して認証紙７の発行の
要求を受け付けると、図７に示すように、認証紙印刷画面５０Ａ及び５０Ｂの順で端末装
置５の表示部に表示するためのＵＩを生成し、端末装置５に送信する。
【００５３】
　以下において、認証紙サービスサーバ１が認証紙７を印刷処理する動作を説明する。
【００５４】
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る認証紙サービスサーバの動作例を示すフロー
チャートである。
【００５５】
　認証紙サービスサーバ１の発行要求受付手段１０Ｂは、認証紙印刷画面５０Ａにおいて
権限者となる利用者６Ｂのログインを受け付けると（Ｓ１；Ｙｅｓ）、端末装置５の表示
部に表示された認証紙印刷画面５０Ｂの選択枠５０２～５０４において利用者６Ｂの操作
によって選択された認証紙の内容を受け付けて（Ｓ２；Ｙｅｓ）、発行判断手段１０Ｃは
、受け付けた内容が組織情報２１に一致するとき、一意的に定まる識別コードを生成する
よう発行指示手段に指示し（Ｓ３）、認証紙情報生成手段１０Ｅは、発行指示手段１０Ｄ
の指示のもと、選択枠５０２～５０４において選択された内容に基づいて認証紙情報１１
Ｃを生成する（Ｓ４）。
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【００５６】
　次に、認証紙出力手段１０Ｆは、ステップＳ４において生成された認証紙情報１１Ｃを
印刷処理して認証紙７を印刷するための印刷データを生成し、複合機４へ送信することで
印刷処理する（Ｓ５）。
【００５７】
　次に、認証紙サービスサーバ１から送信された印刷データは、印刷ジョブ４０として複
合機４に記憶される。
【００５８】
　次に、利用者６Ｂは、認証カード６０を認証カード読取部４Ａで読み取らせることで複
合機４を使用可能な状態にし、印刷ジョブ４０に基づいて認証紙７の印刷を実行すること
で認証紙７が印刷される。
【００５９】
　利用者６Ａは、認証紙７をピックアップし、複合機４の認証を必要としないスキャン機
能を利用して認証紙７をスキャンさせて認証を実行する。
【００６０】
　以下において、複合機４が認証紙７を読み込んで複合機４が有する機能を提供する動作
を説明する。
【００６１】
　図９は、本発明の第１の実施の形態に係る複合機の動作例を示すフローチャートである
。
【００６２】
　まず、複合機４は、認証紙７のスキャンを受け付けると（Ｓ１１；Ｙｅｓ）、認証紙サ
ービスサーバ１に認証を要求する（Ｓ１２）。ここで、認証紙サービスサーバ１は、認証
紙情報１１Ｃを参照し、認証紙７が有する識別コードと一致する識別コードを有する情報
を抽出する。該当する情報が抽出されたとき、複合機４は、利用者を認証し（Ｓ１３；Ｙ
ｅｓ）、例えば、利用者６Ａが複合機４に送信した印刷ジョブ４０を実行する（Ｓ１４）
。なお、ステップＳ１４は、印刷ジョブ４０の実行に限らず、認証紙７に設定された権限
に含まれる複合機４のコピー、スキャン等の機能であれば実行可能である。
【００６３】
　また、認証紙７のスキャンではないとき（Ｓ１１；Ｎｏ）、認証カード６０を用いた認
証を認証サービスサーバ３に要求する（Ｓ１５）。ステップＳ１５の動作は、利用者６Ｂ
が認証紙７を印刷するときの動作と同一である。
【００６４】
　また、ステップＳ１３において認証されないとき（Ｓ１３；Ｎｏ）、ステップＳ１１に
戻る。
【００６５】
［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態は、利用者６Ｂが認証紙の発行を要求する媒体を端末装置５から複合
機４に変更したものである。
【００６６】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である
。
【００６７】
　まず、利用者６Ａは、利用者６Ａに関連づけられた認証カードを紛失などの理由によっ
て非携帯の状態のとき、複合機４を利用するために、例えば、利用者６Ｂに対して認証紙
７の発行を要求する。
【００６８】
　次に、利用者６Ｂは、複合機４を使用して認証紙サービスサーバ１にアクセスし、認証
紙７を複合機４から印刷するよう操作する。
【００６９】
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　ＵＩ生成手段１０Ａは、例えば、複合機４のメニュー画面における操作を介して利用者
６Ｂから認証紙７の印刷の要求を受け付けると、図７に示すように、認証紙印刷画面５０
Ａ及び５０Ｂの順で複合機４の表示部に表示するためのＵＩを生成し、端末装置５に送信
する。それ以降の動作は第１の実施の形態と同様である。
【００７０】
［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態は、利用者６Ａが複合機４において認証紙の発行を要求するように変
更したものである。
【００７１】
　図１１は、本発明の第３の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である
。
【００７２】
　まず、利用者６Ａは、利用者６Ａに関連づけられた認証カードを紛失などの理由によっ
て非携帯の状態のとき、複合機４を利用するために、複合機４を使用して認証紙サービス
サーバ１にアクセスし、認証紙７を複合機４から印刷するよう操作する。このとき、認証
紙サービスサーバ１にアクセスするための認証は、複合機４の操作部、又は表示部に表示
されるソフトウェアキーボード等の入力手段を用いて行う。なお、第３の実施の形態にお
いて、組織情報２１の権限者と利用者名が同一の人物（利用者６Ａ）に設定されている必
要がある。
【００７３】
　以降の動作は、第１の実施の形態と同様である。
【００７４】
［第４の実施の形態］
　第４の実施の形態は、認証紙を用いずに携帯端末９に識別コードを表示するように変更
したものである。
【００７５】
　図１２は、本発明の第４の実施の形態に係る認証システムの構成例を示す概略図である
。
【００７６】
　まず、利用者６Ａは、利用者６Ａに関連づけられた認証カードを紛失などの理由により
非携帯の状態のとき、複合機４を利用するために、例えば、利用者６Ｂに対して認証コー
ド９０の取得を依頼する。
【００７７】
　次に、利用者６Ｂは、端末装置５を使用して認証紙サービスサーバ１にアクセスし、認
証コード９０を携帯端末９に送信するよう操作する。
【００７８】
　ＵＩ生成手段１０Ａは、例えば、利用者６Ｂから端末装置５を介して認証コード９０の
送信の要求を受け付けると、第１の実施の形態と同様に、図７に示すように、認証紙印刷
画面５０Ａ及び５０Ｂの順で端末装置５の表示部に表示するためのＵＩを生成し、端末装
置５に送信する。
【００７９】
　次に、認証紙情報生成手段１０Ｅは、認証紙印刷画面５０Ａ及び５０Ｂで選択された内
容に基づいて認証紙情報１１Ｃを生成し、認証紙出力手段１０Ｆは、印刷データを生成す
る代わりに携帯端末９が認識できる表示用データを生成し、携帯端末９に送信する。
【００８０】
　携帯端末９は、携帯電話の通信網等を利用して表示用データを受信し、表示部に認証コ
ード９０として表示する。利用者６Ａは、携帯端末９に表示された認証コード９０を複合
機４に読み取らせることで、認証を行う。
【００８１】
　なお、認証コード９０を表示するのは携帯端末９の他、電子ペーパー等の認証コード９
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【００８２】
［他の実施の形態］
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々
な変形が可能である。例えば、認証紙７を発行した利用者６Ｂに対して認証紙７を使用し
た利用者の複合機４の使用履歴等を報告する構成を付加してもよい。また、認証紙７は、
複合機４以外の複合機であっても認証紙サービスサーバ１に接続されたものであれば認証
を行えるようにしてもよい。また、認証紙サービスサーバ１で、無効となった認証紙の認
証コードのリストを管理し、認証を行う時に、無効となった認証コードのリストを参照し
て、そのリストに載っている認証コードと一致する場合には、認証しないようにしてもよ
い。
【００８３】
　また、上記実施の形態で使用されるＵＩ生成手段１０Ａと、発行要求受付手段１０Ｂと
、発行判断手段１０Ｃと、発行指示手段１０Ｄと、認証紙情報生成手段１０Ｅと、認証紙
出力手段１０Ｆとは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶されたコンピュータ・プログラム
を装置内の記憶部に読み込んで、そのコンピュータ・プログラムを実行することによって
機能させても良い。また、そのコンピュータ・プログラムをインターネット等のネットワ
ークに接続されているサーバ装置等から装置内の記憶部にダウンロードしてもよい。また
、上記実施の形態で使用される手段の一部または全部をＡＳＩＣ等のハードウェアによっ
て実現してもよい。また、そのコンピュータ・プログラムを記憶した記憶媒体を提供した
り、コンピュータ・プログラムをインターネット等のネットワークを介して配信してもよ
い。
【符号の説明】
【００８４】
１…認証紙サービスサーバ、２…組織情報管理サーバ、３…認証サービスサーバ、４…複
合機、４Ａ…認証カード読取部、５…端末装置、６Ａ…利用者、６Ｂ…利用者、７…認証
紙、８…ネットワーク、９…携帯端末、１０…制御部、１０Ａ…ＵＩ生成手段、１０Ｂ…
発行要求受付手段、１０Ｃ…発行判断手段、１０Ｄ…発行指示手段、１０Ｅ…認証紙情報
生成手段、１０Ｆ…認証紙出力手段、１１…記憶部、１１Ａ…認証紙サービスプログラム
、１１Ｂ…権限情報、１１Ｃ…認証紙情報、１２…通信部、２０…利用者情報、２１…組
織情報、３０…認証カード情報、４０…印刷ジョブ、５０Ａ…認証紙印刷画面、５０Ｂ…
認証紙印刷画面、６０…認証カード、９０…認証コード、１００…認証システム、５００
…入力枠、５０１…ボタン、５０２…選択枠、５０３…選択枠、５０４…選択枠、５０５
…印刷ボタン
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