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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置と、その端末装置からの要求に応じて処理を実行する画像形成装置とを備える
画像形成システムにおいて、
　前記端末装置は、前記画像形成装置へユーザ識別情報とともにログイン要求を送信し、
前記画像形成装置にログインしたユーザに対して発行されたユーザトークンをＳＯＡＰに
従って前記画像形成装置から受信し、そのユーザトークンと関連付けてサービス要求をＳ
ＯＡＰに従って前記画像形成装置へ送信し、
　前記画像形成装置は、
　前記端末装置との間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行うネットワーク処理手段と、
　前記ネットワーク処理手段により前記端末装置から前記ログイン要求とともに受信され
たユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、前記ユーザトー
クンを前記ログイン要求に対する応答で前記端末装置へ送信するログイン処理手段と、
　前記ユーザトークンを関連付けたサービス要求が前記ネットワーク処理手段により受信
されると、前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する判定手段
と、
　前記判定手段により前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場
合に、前記サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段とを有し、
　前記ログイン処理手段は、（ａ）前記ログイン要求に対する応答において、前記ユーザ
トークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバ
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イナリセキュリティトークンに含めて、前記ユーザトークンを前記端末装置へ送信し、（
ｂ）ＳＯＡＰに従って前記ネットワーク処理手段により前記端末装置からログアウト要求
が受信されると、前記ログアウト要求に含まれている前記ユーザトークンが正当なユーザ
トークンであると判定された場合に、ログアウトを許可し前記ログアウト要求に含まれて
いる前記ユーザトークンを無効とし、
　前記判定手段は、前記サービス要求および前記ログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷ
Ｓ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから
前記ユーザトークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否か
を判定し、
　前記ユーザトークンは、前記ユーザのログインごとに固有の値を有するデータであるこ
と、
　を特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　端末装置からの要求に応じて処理を実行する画像形成装置において、
　前記端末装置との間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行うネットワーク処理手段と、
　前記ネットワーク処理手段により前記端末装置からログイン要求とともに受信されたユ
ーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログインしたユーザ
のためのユーザトークンを前記ログイン要求に対する応答で前記端末装置へ送信するログ
イン処理手段と、
　前記ユーザトークンを関連付けたサービス要求が前記ネットワーク処理手段により受信
されると、前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する判定手段
と、
　前記判定手段により前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場
合に、前記サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段と、
　を備え、
　前記ログイン処理手段は、（ａ）前記ログイン要求に対する応答において、前記ユーザ
トークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバ
イナリセキュリティトークンに含めて、前記ユーザトークンを前記端末装置へ送信し、（
ｂ）ＳＯＡＰに従って前記ネットワーク処理手段により前記端末装置からログアウト要求
が受信されると、前記ログアウト要求に含まれている前記ユーザトークンが正当なユーザ
トークンであると判定された場合に、ログアウトを許可し前記ログアウト要求に含まれて
いる前記ユーザトークンを無効とし、
　前記判定手段は、前記サービス要求および前記ログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷ
Ｓ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから
前記ユーザトークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否か
を判定し、
　前記ユーザトークンは、前記ユーザのログインごとに固有の値を有するデータであるこ
と、
　を特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　前記ネットワーク処理手段により前記端末装置から受信されたユーザ識別情報が正当な
ユーザ識別情報であるか否かを外部認証サーバに問い合わせ、認証結果を受信する認証処
理手段を備え、
　前記ネットワーク処理手段は、ＳＯＡＰに従って前記ユーザ識別情報を受信し、
　前記ログイン処理手段は、前記認証結果に基づき、前記端末装置から受信したユーザ識
別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可すること、
　を特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　画像形成処理を実行するための内部装置の制御および／または監視をするシステム処理
手段を備え、
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　前記サービス提供手段は、前記ユーザトークンの発行を受けたユーザに対する認可によ
り使用許可されている前記システム処理手段の機能を利用して、前記サービス要求により
指定された処理を実行すること、
　を特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項５】
　端末装置からの要求に応じて処理を実行する画像形成装置におけるコンピュータを、
　前記端末装置との間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行うネットワーク処理手段、
　前記ネットワーク処理手段により前記端末装置からログイン要求とともに受信されたユ
ーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログインしたユーザ
のためのユーザトークンを前記ログイン要求に対する応答で前記端末装置へ送信するログ
イン処理手段、
　前記ユーザトークンを関連付けたサービス要求が前記ネットワーク処理手段により受信
されると、前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する判定手段
、および
　前記判定手段により前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場
合に、前記サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段、
　として機能させ、
　前記ログイン処理手段は、（ａ）前記ログイン要求に対する応答において、前記ユーザ
トークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバ
イナリセキュリティトークンに含めて、前記ユーザトークンを前記端末装置へ送信し、（
ｂ）ＳＯＡＰに従って前記ネットワーク処理手段により前記端末装置からログアウト要求
が受信されると、前記ログアウト要求に含まれている前記ユーザトークンが正当なユーザ
トークンであると判定された場合に、ログアウトを許可し前記ログアウト要求に含まれて
いる前記ユーザトークンを無効とし、
　前記判定手段は、前記サービス要求および前記ログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷ
Ｓ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから
前記ユーザトークンを抽出し、そのトークンユーザが正当なユーザトークンであるか否か
を判定し、
　前記ユーザトークンは、前記ユーザのログインごとに固有の値を有するデータであるこ
と、
　を特徴とする画像形成プログラム。
【請求項６】
　端末装置からの要求に応じて処理を実行する画像形成方法において、
　前記端末装置からログイン要求とともに受信されたユーザ識別情報が正当なユーザ識別
情報の場合にはログインを許可し、ログインしたユーザのためのユーザトークンを前記ロ
グイン要求に対する応答で前記端末装置へＳＯＡＰに従って送信する送信ステップと、
　ＳＯＡＰに従って前記ユーザトークンを関連付けたサービス要求が受信されると、前記
ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する第１判定ステップと、
　前記サービス要求に含まれている前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであると
判定された場合に、前記サービス要求により指定された処理を実行するステップと、
　ＳＯＡＰに従って前記ユーザトークンを関連付けたログアウト要求が受信されると、前
記ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する第２判定ステップと、
　ＳＯＡＰに従って前記端末装置から前記ログアウト要求が受信されると、前記ログアウ
ト要求に含まれている前記ユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場
合に、ログアウトを許可し前記ログアウト要求に含まれている前記ユーザトークンを無効
とするステップと、
　を備え、
　前記送信ステップでは、前記ログイン要求に対する応答において、前記ユーザトークン
をＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセ
キュリティトークンに含めて、前記ユーザトークンを前記端末装置へ送信し、
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　前記第１判定ステップでは、前記サービス要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒ
ｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから前記ユーザトー
クンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定し、
　前記第２判定ステップでは、前記ログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕ
ｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから前記ユーザト
ークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定し、
　前記ユーザトークンは、前記ユーザのログインごとに固有の値を有するデータであるこ
と、
　を特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成システム、画像形成装置、画像形成プログラムおよび画像形成方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複合機、複写機などの画像形成装置には、画像形成装置の操作パネルで操作してユーザ
ＩＤを入力すると、認証サーバにそのユーザＩＤの正当性を問い合わせ、その問い合わせ
に対する応答に基づいてユーザのログインを許可するものがある（例えば特許文献１参照
）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１２８２０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、コンピュータネットワークを介して、パーソナルコンピュータなどの端末装置か
ら画像形成装置へ要求を送信し、その要求により指定された処理を実行させることが可能
となっている。
【０００５】
　しかしながら、上述のユーザ認証方法では、画像形成装置を直接操作してユーザＩＤが
入力されることを想定しているため、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを
介して画像形成装置を利用するシステムに適用することは困難である。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、ユーザが端末装置からコンピュー
タネットワークを介して画像形成装置を利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・
認可を行うことができるようにするための画像形成システム、画像形成装置、画像形成プ
ログラムおよび画像形成方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明では以下のようにした。
【０００８】
　本発明に係る画像形成システムは、端末装置と、その端末装置からの要求に応じて処理
を実行する画像形成装置とを備える。端末装置は、画像形成装置へユーザ識別情報ととも
にログイン要求を送信し、画像形成装置にログインしたユーザに対して発行されたユーザ
トークンをＳＯＡＰに従って画像形成装置から受信し、そのユーザトークンと関連付けて
サービス要求をＳＯＡＰに従って画像形成装置へ送信する。画像形成装置は、端末装置と
の間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行うネットワーク処理手段と、ネットワーク処理手
段により端末装置からログイン要求とともに受信されたユーザ識別情報が正当なユーザ識
別情報の場合にはログインを許可し、ユーザトークンをログイン要求に対する応答で端末
装置へ送信するログイン処理手段と、ユーザトークンを関連付けたサービス要求がネット
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ワーク処理手段により受信されると、ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否
かを判定する判定手段と、判定手段によりユーザトークンが正当なユーザトークンである
と判定された場合に、サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段と
を有する。そして、ログイン処理手段は、（ａ）ログイン要求に対する応答において、ユ
ーザトークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまた
はバイナリセキュリティトークンに含めて、ユーザトークンを端末装置へ送信し、（ｂ）
ＳＯＡＰに従ってネットワーク処理手段により端末装置からログアウト要求が受信される
と、ログアウト要求に含まれているユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定
された場合に、ログアウトを許可しログアウト要求に含まれているユーザトークンを無効
とする。また、判定手段は、サービス要求およびログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷ
Ｓ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンから
ユーザトークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判
定する。さらに、ユーザトークンは、ユーザのログインごとに固有の値を有するデータで
ある。
【０００９】
　これにより、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを介して画像形成装置を
利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・認可を行なうことができる。
【００１０】
　本発明に係る画像形成装置は、端末装置との間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行うネ
ットワーク処理手段と、ネットワーク処理手段により端末装置からログイン要求とともに
受信されたユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログイ
ンしたユーザのためのユーザトークンをログイン要求に対する応答で端末装置へ送信する
ログイン処理手段と、ユーザトークンを関連付けたサービス要求がネットワーク処理手段
により受信されると、ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する判
定手段と、判定手段によりユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場
合に、サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段とを備える。そし
て、ログイン処理手段は、（ａ）ログイン要求に対する応答において、ユーザトークンを
ＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキ
ュリティトークンに含めて、ユーザトークンを端末装置へ送信し、（ｂ）ＳＯＡＰに従っ
てネットワーク処理手段により端末装置からログアウト要求が受信されると、ログアウト
要求に含まれているユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された場合に、
ログアウトを許可しログアウト要求に含まれているユーザトークンを無効とする。また、
判定手段は、サービス要求およびログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒ
ｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンからユーザトークン
を抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する。さらに
、ユーザトークンは、ユーザのログインごとに固有の値を有するデータである。
【００１１】
　これにより、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを介して画像形成装置を
利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・認可を行うことができる。また、画像形
成装置をリモートから利用する際に、セキュリティトークンまたはバイナリセキュリティ
トークンによりサービス要求ごとにユーザの認可を確実に行うことができる。
【００１６】
　また、本発明に係る画像形成装置は、上記の画像形成装置のいずれかに加え、次のよう
にしてもよい。この場合、画像形成装置は、ネットワーク処理手段により端末装置から受
信されたユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報であるか否かを外部認証サーバに問い合
わせ、認証結果を受信する認証処理手段を備える。そして、ネットワーク処理手段は、Ｓ
ＯＡＰに従ってユーザ識別情報を受信し、ログイン処理手段は、その認証結果に基づき、
端末装置から受信したユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可
する。
【００１７】
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　これにより、ユーザ識別情報はＳＯＡＰに従って受信され、所定のプロトコルに従って
外部認証サーバとの通信を行うため、端末装置と画像形成装置との間の通信は、外部認証
サーバの使用するプロトコルに依存せずに済む。
【００２０】
　また、本発明に係る画像形成装置は、上記の画像形成装置のいずれかに加え、次のよう
にしてもよい。この場合、画像形成装置は、画像形成処理を実行するための内部装置の制
御および／または監視をするシステム処理手段を備える。そして、サービス提供手段は、
ユーザトークンの発行を受けたユーザに対する認可により使用許可されているシステム処
理手段の機能を利用して、サービス要求により指定された処理を実行する。
【００２１】
　これにより、ユーザからのサービス要求による処理におけるシステム処理手段の機能へ
のアクセス許可も併せて行うことができる。
【００２２】
　本発明に係る画像形成プログラムは、端末装置からの要求に応じて処理を実行する画像
形成装置におけるコンピュータを、端末装置との間でＳＯＡＰに従ってデータ通信を行う
ネットワーク処理手段、ネットワーク処理手段により端末装置からログイン要求とともに
受信されたユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログイ
ンしたユーザのためのユーザトークンをログイン要求に対する応答で端末装置へ送信する
ログイン処理手段、ユーザトークンを関連付けたサービス要求がネットワーク処理手段に
より受信されると、ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する判定
手段、および判定手段によりユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された
場合に、サービス要求により指定された処理を実行するサービス提供手段として機能させ
る。そして、ログイン処理手段は、（ａ）ログイン要求に対する応答において、ユーザト
ークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイ
ナリセキュリティトークンに含めて、ユーザトークンを端末装置へ送信し、（ｂ）ＳＯＡ
Ｐに従ってネットワーク処理手段により端末装置からログアウト要求が受信されると、ロ
グアウト要求に含まれているユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定された
場合に、ログアウトを許可しログアウト要求に含まれているユーザトークンを無効とする
。また、判定手段は、サービス要求およびログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓ
ｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンからユーザ
トークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する
。さらに、ユーザトークンは、ユーザのログインごとに固有の値を有するデータである。
【００２３】
　これにより、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを介して画像形成装置を
利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・認可を行うことができる。
【００２４】
　本発明に係る画像形成方法は、端末装置からログイン要求とともに受信されたユーザ識
別情報が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログインしたユーザのため
のユーザトークンをログイン要求に対する応答で端末装置へＳＯＡＰに従って送信する送
信ステップと、ＳＯＡＰに従ってユーザトークンを関連付けたサービス要求が受信される
と、ユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否かを判定する第１判定ステップと
、サービス要求に含まれているユーザトークンが正当なユーザトークンであると判定され
た場合に、サービス要求により指定された処理を実行するステップと、ＳＯＡＰに従って
ユーザトークンを関連付けたログアウト要求が受信されると、ユーザトークンが正当なユ
ーザトークンであるか否かを判定する第２判定ステップと、ＳＯＡＰに従って端末装置か
らログアウト要求が受信されると、ログアウト要求に含まれているユーザトークンが正当
なユーザトークンであると判定された場合に、ログアウトを許可しログアウト要求に含ま
れているユーザトークンを無効とするステップとを備える。送信ステップでは、ログイン
要求に対する応答において、ユーザトークンをＳＯＡＰヘッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンに含めて、ユーザトーク
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ンを端末装置へ送信する。また、第１判定ステップでは、そのサービス要求のＳＯＡＰヘ
ッダ内のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティト
ークンからユーザトークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンである
か否かを判定する。さらに、第２判定ステップでは、ログアウト要求のＳＯＡＰヘッダ内
のＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークン
からユーザトークンを抽出し、そのユーザトークンが正当なユーザトークンであるか否か
を判定する。さらに、ユーザトークンは、ユーザのログインごとに固有の値を有するデー
タである。
【００２５】
　これにより、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを介して画像形成装置を
利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・認可を行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、ユーザが端末装置からコンピュータネットワークを介して画像形成装
置を利用するシステムにおいて安全にユーザ認証を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成システムの構成を示すブロック図である。
図１において、画像形成装置１は、端末装置２からの要求に応じて画像形成処理および画
像データの送受信処理などの処理を実行する装置である。画像形成装置１の形態は、複合
機、複写機、ファクシミリ送受信機などとされる。端末装置２は、画像形成装置１にコン
ピュータネットワークを介して接続し、サービス要求を送信して各種処理を実行させ、処
理結果を受信する装置である。端末装置２の形態は、所定のアプリケーションプログラム
、ユーティリティプログラム、ドライバなどがインストールされたパーソナルコンピュー
タなどとされる。このシステムでは、端末装置２が通信路を介して画像形成装置１に接続
した後に、ユーザは、端末装置２から画像形成装置１を使用する際に、画像形成装置１に
よりユーザ認証を受ける必要がある。
【００２９】
　図２は、図１における画像形成装置１の構成を示すブロック図である。図２において、
通信装置１１は、コンピュータネットワークなどを介して端末装置２とデータ通信可能な
装置である。通信装置１１としては、例えばネットワークインタフェースなどが使用され
る。また、データ格納装置１２は、画像形成プログラム１２ａおよびその他のコンピュー
タプログラム、並びに画像形成処理などに必要なデータを格納する装置である。データ格
納装置１２としては、ハードディスクドライブ、不揮発性メモリなどが使用される。
【００３０】
　また、内部装置１３は、画像形成装置１の有する機能を実現するために必要な装置であ
る。内部装置１３としては、例えばスキャナ、プリンタ、モデムなどが適宜設けられる。
また、コンピュータネットワークを介して画像データを送受する場合には、通信装置１１
も内部装置１３に含まれる。
【００３１】
　コンピュータ１４は、図示せぬＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などを有し、データ格納装置１２に格納
されている画像形成プログラム１２ａなどを実行し各種処理部を実現する演算処理装置で
ある。
【００３２】
　図３は、図２におけるコンピュータ１４が画像形成プログラム１２ａ等を実行すること
により実現される処理部の構成を示すブロック図である。図３において、システム処理部
２１は、内部装置１３を制御したり監視したりする処理部である。ネットワーク処理部２
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２は、各種プロトコルで通信処理を行うエンティティ３１～３７およびログインコントロ
ールインタフェース３８を有する。エンティティ３１は、ＩＰ（Internet Protocol）の
処理を行う。エンティティ３２は、ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）の処理を
行う。エンティティ３３は、ＨＴＴＰ（HyperText Transfer Protocol）のサーバおよび
クライアントの処理を行う。
【００３３】
　エンティティ３４は、ＨＴＴＰを利用するＳＯＡＰ（Simple Object Access Protocol
）のプロキシおよびリスナの処理を行う。
【００３４】
　エンティティ３５は、ＳＯＡＰを利用するＷＳ－Ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ（Web Services
 Addressing）に基づきエンドポイント（つまり、端末装置２のネットワーク識別情報お
よびその他の属性情報）を管理する処理を行う。なお、ＷＳ－Ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇにつ
いては、Ｗ３Ｃの仕様がある。
【００３５】
　エンティティ３６は、ＳＯＡＰを利用するＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（Web Services Sec
urity）およびＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙ補遺に基づき認証・認可に必要な情報の送受を行
う。ＷＳ－ＳｅｃｕｒｉｔｙおよびＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙ補遺では、送信側の識別情報
を含むＵｓｅｒＮａｍｅＴｏｋｅｎ要素がセキュリティトークンとされる。また、ＷＳ－
ＳｅｃｕｒｉｔｙおよびＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙ補遺では、送信側の証明情報を含むＢｉ
ｎａｒｙＳｅｃｕｒｉｔｙＴｏｋｅｎ要素がバイナリセキュリティトークンとされる。セ
キュリティトークンおよびバイナリセキュリティトークンは、ＳＯＡＰヘッダに含まれる
。
【００３６】
　エンティティ３７は、ＳＯＡＰを利用するＷＳ－Ｔｒａｎｓｆｅｒ（Web Services Tra
nsfer）に基づき情報の送受を行う。なお、ＷＳ－Ｔｒａｎｓｆｅｒについては、Ｗ３Ｃ
の仕様がある。
【００３７】
　ログインコントロールインタフェース３８は、端末装置２から受信された情報から、ロ
グイン要求に係るユーザのユーザ識別情報を取得し、セキュリティマネージャ４１へ供給
する。例えば、セキュリティトークンとして端末装置２からユーザ識別情報（ユーザＩＤ
、パスワードなど）が受信される場合には、エンティティ３６により抽出されたセキュリ
ティトークンからユーザ識別情報が抽出される。
【００３８】
　また、セキュリティマネージャ２３は、ログインマネージャ４１および認証・認可マネ
ージャ４２を有する。ログインマネージャ４１は、ユーザのログイン許可、ログインユー
ザに対するユーザトークンの発行などを行う。認証・認可マネージャ４２は、サービス要
求時のユーザトークンの認証（つまり、ユーザの認可）、システム処理部２１の機能利用
の認可などの処理を行う。
【００３９】
　認証処理部２４は、ネットワーク処理部２２を介して各種プロトコルで外部認証サーバ
に認証処理を要求し、外部認証サーバによる認証結果を出力する。認証処理部２４は、シ
ステム処理部２１、ネットワーク処理部２２、セキュリティマネージャ２３などから独立
したモジュールとして構成され、システム処理部２１、ネットワーク処理部２２、セキュ
リティマネージャ２３などとの間ではＳｏｃｋｅｔなどにより通信を行う。認証処理部２
４では、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ、ＬＤＡＰ（Lightweight Directory Access Protocol）、Ｎ
ＴＬＭ（Windows NT LAN Manager authentication）ｖ１、ＮＴＬＭｖ２などの認証プロ
トコルが適宜使用される。また、認証処理部２４は、モジュール化されているため、認証
プロトコルの変更を容易に行うことができる。
【００４０】
　サービス提供処理部２５は、Ｗｅｂサービスを通じて、サービス要求に応じて、画像形
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成処理、データ送受信処理およびその他の付随処理を提供する処理部である。「Ｗｅｂサ
ービス」は、ＳＯＡＰが通信プロトコルとして使用され、記述言語としてはＷＳＤＬ（We
b Services Description Language）などが使用される技術のことを指す。
【００４１】
　なお、ネットワーク処理部２２は、ネットワーク処理手段の一例であり、ログインマネ
ージャ４１は、ログイン処理手段の一例であり、認証・認可マネージャ４２は、判定手段
の一例であり、サービス提供処理部２５は、サービス提供手段の一例である。
【００４２】
　また、認証処理部２４は、認証処理手段の一例であり、システム処理部２１は、システ
ム処理手段の一例である。
【００４３】
　次に、上記システムにおける各装置の動作について説明する。
【００４４】
　図４は、図１のシステムにおいて端末装置２と画像形成装置１との間で確立されるセッ
ションについて説明する図である。
【００４５】
　まず、端末装置２と画像形成装置１との間で、ＴＣＰ／ＩＰセッションが確立される（
ステップＳ１）。画像形成装置１では、エンティティ３１，３２がＴＣＰ／ＩＰセッショ
ン確立のための処理を行う。
【００４６】
　次に、端末装置２と画像形成装置１との間で、ＨＴＴＰＳ、装置１，２の相互認証など
により、セキュリティセッションが確立される（ステップＳ２）。画像形成装置１では、
エンティティ３３がセキュリティセッション確立のための処理を行う。これにより、装置
１，２の機器の正当性、および装置１，２感の通信路のセキュリティが確保される。
【００４７】
　そして、端末装置２と画像形成装置１との間で、Ｗｅｂサービスセッションが確立され
る（ステップＳ３）。画像形成装置１では、エンティティ３５が、端末装置２をエンドポ
イントとして認識する。これ以降、Ｗｅｂサービス関連の通知、要求および応答がＳＯＡ
Ｐに従って送受される。
【００４８】
　Ｗｅｂサービスセッションが確立されると、端末装置２は、ログイン要求とともにユー
ザ識別情報を画像形成装置１へ送信し、画像形成装置１は、このユーザ識別情報を受信す
る（ステップＳ４）。ユーザ識別情報は、端末装置２を操作しているユーザを識別するた
めの情報であり、例えばユーザＩＤ、ユーザＩＤおよびパスワードのセット、ユーザの生
体情報（例えば指紋情報）などである。画像形成装置１は、このユーザ識別情報を受信す
ると、装置１の内部でユーザ識別情報の正当性を判定するか、外部認証サーバへユーザ識
別情報の正当性を問い合わせる。そして、画像形成装置１は、ユーザ識別情報が正当なも
のであるか否かを判定する。
【００４９】
　画像形成装置１は、このユーザ識別情報が正当なユーザ識別情報である場合には、その
ユーザ識別情報のユーザのためのユーザトークンを生成し、そのユーザトークンをユーザ
識別情報に関連付けて保持するとともに、端末装置２へ送信する。端末装置２は、ログイ
ン要求の応答としてログインの許可とともにそのユーザトークンを受信する（ステップＳ
５）。端末装置２は、ユーザ識別情報とユーザトークンを関連付けて保持し、以後のサー
ビス要求時には、これらを画像形成装置１へ提示する。ユーザトークンは、そのユーザの
今回のログインに固有の値を有するデータである。これにより、シングルサインオンが実
現される。つまり、以前のログインが有効である期間においては、そのとき発行されたユ
ーザトークンを継続して使用することができる。
【００５０】
　その後、端末装置２は、Ｗｅｂサービスのサービス要求を画像形成装置１へ送信する際
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、サービス要求にそのユーザトークンを含める（ステップＳ６）。画像形成装置１は、そ
のユーザトークンの正当性を判定し、そのユーザトークンが正当なものであれば、サービ
スの提供を許可する（ステップＳ７）。これにより、画像形成装置１と端末装置２との間
では、そのサービスの提供のためのユーザセッションがＷｅｂサービス上で確立される（
ステップＳ８）。
【００５１】
　このようにして、端末装置２から画像形成装置１へサービス要求を送信する場合には、
常にユーザトークンに基づきユーザの認可が行われる。
【００５２】
　次に、以下の項目につき、端末装置２と画像形成装置１との間で行われる処理の詳細に
ついて説明する。
（ａ）ログイン処理
（ｂ）ログアウト処理
（ｃ）画像形成装置１のシステム機能における属性（設定項目）の値の保存処理（以下、
属性値保存処理という）
（ｄ）画像形成装置１のシステム機能についての認可の設定処理（以下、認可設定処理と
いう）
（ｅ）画像形成装置１のシステム機能に設定されている認可情報の閲覧処理（以下、認可
情報閲覧処理という）
（ｆ）端末装置２からのサービス要求に基づく処理（以下、Ｗｅｂサービス処理という）
【００５３】
（ａ）ログイン処理
【００５４】
　図５は、図１に示すシステムにおけるログイン処理を説明する図である。図６は、図１
に示すシステムにおける、外部認証サーバを使用したログイン処理を説明する図である。
【００５５】
　図４に示すＴＣＰ／ＩＰセッション、セキュリティセッションおよびＷｅｂサービスセ
ッションが確立した後、端末装置２は、画像形成装置１のユーザ認証方式を特定するため
に、認証方式情報要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ１１）。この実施の形態
では、この認証方式情報要求は、ＷＳＤＬで記述されたＳＯＡＰエンベロープとして送信
される。また、そのＳＯＡＰエンベロープには、ＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティ
トークンまたはバイナリセキュリティトークンが含まれる。そのセキュリティトークンま
たはそのバイナリセキュリティトークンには、画像形成装置１の証明書（Ｋｅｒｂｅｒｏ
ｓチケット、Ｘ．５０９ｖ３証明書など）、画像形成装置１のＭＡＣ（Media Access Con
trol）アドレス、このログイン処理を実行する端末装置２のユーティリティ、アプリケー
ション、ドライバなどといったプログラムの固有情報などが含まれる。そして、画像形成
装置１は、その認証方式情報要求を受信する。画像形成装置１では、各エンティティ３１
～３６により各プロトコルに従った処理が実行され、エンティティ３６によりセキュリテ
ィトークンまたはバイナリセキュリティトークンがその要求のＳＯＡＰエンベロープから
抽出される。そして、ログインコントロールインタフェース３８は、そのトークンをログ
インマネージャ４１に供給する。ログインマネージャ４１は、その認証方式情報要求に対
して、ログインマネージャ４１により許容されるユーザ認証方法を示す認証方式情報を、
ネットワーク処理部２２を介して、その要求に対する応答に含めて端末装置２へ送信する
（ステップＳ１２）。この応答も、ＳＯＡＰエンベロープとして送信される。
【００５６】
　端末装置２は、その応答を受信すると、画像形成装置１により指定された認証方式に従
って、ユーザ識別情報とともにログイン要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ１
３）。端末装置２は、ユーザ識別情報を含むセキュリティトークンをＳＯＡＰヘッダに含
めてＷＳＤＬで記述されたログイン要求をＳＯＡＰエンベロープとして送信する。そして
、画像形成装置１は、そのユーザ識別情報とともにログイン要求を受信する。画像形成装
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置１では、各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従った処理が実行され、エン
ティティ３６によりセキュリティトークンがログイン要求のＳＯＡＰエンベロープから抽
出される。そして、ログインコントロールインタフェース３８は、そのセキュリティトー
クンからユーザ識別情報を抽出して、ログインマネージャ４１に供給する。
【００５７】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザ識別情報を受け取ると、システム処理部２１に
対して、そのユーザ識別情報を提示して、ログインを許可するか否かを問い合わせる（ス
テップＳ１４）。システム処理部２１は、画像形成装置１内にユーザ登録情報がある場合
には、そのユーザ登録情報に基づいてそのユーザ識別情報が正当なものであるか否かを判
定する。一方、画像形成装置１内にユーザ登録情報がない場合には、システム処理部２１
は、認証処理部２４に、図示せぬ外部認証サーバへの問い合わせを実行させる。認証処理
部２４は、予め指定されたプロトコルで、外部認証サーバへユーザ識別情報を提示してそ
のユーザ識別情報の正当性を問い合わせ（図６：ステップＳ２１）、その認証結果を外部
認証サーバから受信する（図６：ステップＳ２２）。システム処理部２１は、認証処理部
２４により受信された認証結果に基づいて、そのユーザ識別情報が正当なものであるか否
かを判定する。
【００５８】
　そして、システム処理部２１は、そのユーザ識別情報が正当なものであるか否かを示す
認証結果をログインマネージャ４１へ供給する（ステップＳ１５）。
【００５９】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザ識別情報が正当なものである場合には、そのユ
ーザ識別情報を送信してきた端末装置２のユーザのログインを許可し、そのユーザに対し
てユーザトークンを発行する（ステップＳ１６）。このユーザトークンは、以後のＷｅｂ
サービスでの通信でそのユーザのセッションにおいて、ＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュ
リティトークンまたはバイナリセキュリティトークンに含まれる。ログインマネージャ４
１は、そのユーザトークンとユーザ識別情報とを関連付けて保持する。
【００６０】
　そして、ログインマネージャ４１は、ログインを許可した場合には、ネットワーク処理
部２２を介して、そのユーザトークンを、ログイン要求に対する応答に含めて端末装置２
へ送信する（ステップＳ１７）。このとき、ログインマネージャ４１は、ユーザトークン
をネットワーク処理部２２に供給する。ネットワーク処理部２２では、そのユーザトーク
ンがログイン要求に対する応答のＳＯＡＰエンベロープに含められ、端末装置２へ送信さ
れる。このとき、ユーザトークンは、ＳＯＡＰエンベロープのヘッダおよびボディのいず
れに含められていてもよい。
【００６１】
　端末装置２は、その応答を受信すると、ログインが許可された場合には、ＳＯＡＰエン
ベロープからユーザトークンを抽出し、保持する。
【００６２】
　なお、ログインが許可されなかった場合、ログインマネージャ４１は、ログイン拒否の
応答を端末装置２へ送信する。ログインが拒否された場合には、ユーザトークンは発行さ
れない。
【００６３】
　このようにして、ログイン処理が実行される。
【００６４】
（ｂ）ログアウト処理
【００６５】
　図７は、図１に示すシステムにおけるログアウト処理を説明する図である。図８は、図
１に示すシステムにおける、外部認証サーバを使用したログアウト処理を説明する図であ
る。
【００６６】
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　図５または図６に示すログイン処理後、端末装置２は、ユーザ操作などに基づいて、ロ
グアウト要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ３１）。端末装置２は、ユーザト
ークンを含むＷＳＤＬで記述されたログアウト要求をＳＯＡＰエンベロープとして送信す
る。そして、画像形成装置１は、そのログアウト要求を受信する。画像形成装置１では、
各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従った処理が実行され、エンティティ３
６により、ログアウト要求のＳＯＡＰエンベロープからユーザトークンが抽出される。ユ
ーザトークンは、セキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトークンとして、Ｓ
ＯＡＰヘッダに含まれている。そして、認証・認可マネージャ４２は、抽出されたユーザ
トークンをログインマネージャ４１に供給する。
【００６７】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザトークンを受け取ると、そのユーザトークンの
検証を行い、そのユーザトークンが正当なものである場合には、そのユーザトークンに関
連付けられているユーザ識別情報を、システム処理部２１に対して提示してログアウトを
要求する（ステップＳ３２）。システム処理部２１は、画像形成装置１内にユーザ登録情
報がある場合には、そのユーザ登録情報に基づいてそのユーザ識別情報のユーザのログア
ウト処理を行い、完了通知をログインマネージャ４１に供給する（ステップＳ３３）。一
方、画像形成装置１内にユーザ登録情報がない場合には、システム処理部２１は、認証処
理部２４に、図示せぬ外部認証サーバへのログアウト要求を実行させる。認証処理部２４
は、予め指定されたプロトコルで、外部認証サーバへユーザ識別情報を提示してそのユー
ザ識別情報のログアウト要求を送信し（図８：ステップＳ４１）、そのログアウト処理の
完了通知を外部認証サーバから受信する（図８：ステップＳ４２）。システム処理部２１
は、認証処理部２４により完了通知が受信されると、完了通知をログインマネージャ４１
に供給する（ステップＳ３３）。
【００６８】
　そして、ログインマネージャ４１は、システム処理部２１から、そのユーザ識別情報に
ついてのログアウト処理の完了通知を受け取ると、そのユーザ識別情報に関連付けて保持
しているユーザトークンの保持を終了し、そのユーザトークンを解放する（ステップＳ３
４）。
【００６９】
　このようにして、ログアウト処理が実行される。
【００７０】
（ｃ）属性値保存処理
【００７１】
　図９は、図１に示すシステムにおける属性値保存処理を説明する図である。
【００７２】
　図５または図６に示すログイン処理後、端末装置２は、ユーザ操作などに基づいて、属
性値保存要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ５１）。端末装置２は、ユーザト
ークンをＳＯＡＰヘッダに含めて、ＷＳＤＬで記述された属性値保存要求をＳＯＡＰエン
ベロープとして送信する。属性値保存要求には、属性（設定項目）の種類およびその値が
含まれる。そして、画像形成装置１は、その属性値保存要求を受信する。画像形成装置１
では、各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従った処理が実行され、エンティ
ティ３６により、属性値保存要求のＳＯＡＰエンベロープからユーザトークンが抽出され
る。ユーザトークンは、ＳＯＡＰヘッダのセキュリティトークンまたはバイナリセキュリ
ティトークンに含まれている。そして、認証・認可マネージャ４２は、抽出されたユーザ
トークンをログインマネージャ４１に供給する。
【００７３】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザトークンを受け取ると、そのユーザトークンの
検証を行い、そのユーザトークンが正当なものである場合には、そのユーザトークンに関
連付けられているユーザ識別情報をシステム処理部２１に対して提示して、端末装置２か
らの要求に従って属性値の保存を要求する（ステップＳ５２）。システム処理部２１は、
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その要求に従って、属性値を保存する。なお、指定された属性の値が既に存在する場合に
は、システム処理部２１は、要求により指定された値で、その属性の値を更新する。これ
により、システム処理部２１における処理に、その属性値が反映される。
【００７４】
　そして、システム処理部２１は、属性値の保存処理が完了すると、その処理結果（保存
に成功したか否か）をログインマネージャ４１に供給する（ステップＳ５３）。
【００７５】
　ログインマネージャ４１は、システム処理部２１から、その処理結果を受け取ると、ネ
ットワーク処理部２２を介して、その処理結果を端末装置２へ送信する（ステップＳ５４
）。このとき、ネットワーク処理部２２は、ＳＯＡＰエンベロープとして、その処理結果
を含む属性値保存要求の応答を送信する。そして、端末装置２は、その属性値保存要求の
応答を受信する。
【００７６】
　このようにして、属性値保存処理が実行される。
【００７７】
（ｄ）認可設定処理
【００７８】
　図１０は、図１に示すシステムにおける認可設定処理を説明する図である。
【００７９】
　図５または図６に示すログイン処理後、端末装置２は、ユーザ操作などに基づいて、認
可情報設定要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ６１）。端末装置２は、ユーザ
トークンをＳＯＡＰヘッダに含めて、ＷＳＤＬで記述された認可情報設定要求をＳＯＡＰ
エンベロープとして送信する。認可情報設定要求には、認可の対象となる機能名（例えば
関数名）を示す認可情報が含まれる。そして、画像形成装置１は、その認可情報設定要求
を受信する。画像形成装置１では、各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従っ
た処理が実行され、エンティティ３６により、認可情報設定要求のＳＯＡＰエンベロープ
からユーザトークンが抽出される。ユーザトークンは、ＳＯＡＰヘッダのセキュリティト
ークンまたはバイナリセキュリティトークンに含まれている。そして、認証・認可マネー
ジャ４２は、抽出されたユーザトークンをログインマネージャ４１に供給する。
【００８０】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザトークンを受け取ると、そのユーザトークンの
検証を行い、そのユーザトークンが正当なものである場合には、そのユーザトークンに関
連付けられているユーザ識別情報をシステム処理部２１に対して提示して、端末装置２か
らの要求に従って認可情報の設定を要求する（ステップＳ６２）。システム処理部２１は
、その要求に従って、認可情報を設定する。
【００８１】
　そして、システム処理部２１は、認可情報の設定処理が完了すると、その処理結果（設
定に成功したか否か）をログインマネージャ４１に供給する（ステップＳ６３）。
【００８２】
　ログインマネージャ４１は、システム処理部２１から、その処理結果を受け取ると、ネ
ットワーク処理部２２を介して、その処理結果を端末装置２へ送信する（ステップＳ６４
）。このとき、ネットワーク処理部２２は、ＳＯＡＰエンベロープとして、その処理結果
を含む認可情報設定要求の応答を送信する。そして、端末装置２は、その認可情報設定要
求の応答を受信する。
【００８３】
　このようにして、認可設定処理が実行される。なお、認可設定処理は、所定の権限を有
するユーザのみが行えるようにしてもよい。その場合、所定の権限を有するユーザのユー
ザ識別情報が予め画像形成装置１に格納されており、ログインマネージャ４１は、ログイ
ン要求におけるユーザ識別情報が所定の権限を有するユーザのものである場合にのみ、認
可設定処理をシステム処理部２１に実行させる。また、所定の権限を有するユーザは、他
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のユーザについての認可の設定を行えるようにしてもよい。
【００８４】
（ｅ）認可情報閲覧処理
【００８５】
　図１１は、図１に示すシステムにおける認可情報閲覧処理を説明する図である。
【００８６】
　図５または図６に示すログイン処理後、端末装置２は、ユーザ操作などに基づいて、認
可情報閲覧要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ７１）。端末装置２は、ユーザ
トークンをＳＯＡＰヘッダに含めて、ＷＳＤＬで記述された認可情報閲覧要求をＳＯＡＰ
エンベロープとして送信する。そして、画像形成装置１は、その認可情報閲覧要求を受信
する。画像形成装置１では、各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従った処理
が実行され、エンティティ３６により、認可情報閲覧要求のＳＯＡＰエンベロープからユ
ーザトークンが抽出される。ユーザトークンは、ＳＯＡＰヘッダのセキュリティトークン
またはバイナリセキュリティトークンに含まれている。そして、認証・認可マネージャ４
２は、抽出されたユーザトークンをログインマネージャ４１に供給する。
【００８７】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザトークンを受け取ると、そのユーザトークンの
検証を行い、そのユーザトークンが正当なものである場合には、そのユーザトークンに関
連付けられているユーザ識別情報を、システム処理部２１に対して提示して、端末装置２
からの要求に従って認可情報の提供を要求する（ステップＳ７２）。システム処理部２１
は、その要求に従って、システム処理部２１に設定されている認可情報を供給する。認可
情報には、認可されている機能およびユーザ識別情報が含まれる。
【００８８】
　そして、システム処理部２１は、認可情報の閲覧処理が完了すると、その処理結果（設
定に成功したか否かおよび得られた認可情報）をログインマネージャ４１に供給する（ス
テップＳ７３）。
【００８９】
　ログインマネージャ４１は、システム処理部２１から、その処理結果を受け取ると、ネ
ットワーク処理部２２を介して、その処理結果を端末装置２へ送信する（ステップＳ７４
）。このとき、ネットワーク処理部２２は、ＳＯＡＰエンベロープとして、その処理結果
を含む認可情報閲覧要求の応答を送信する。そして、端末装置２は、その認可情報閲覧要
求の応答を受信する。
【００９０】
　このようにして、認可情報閲覧処理が実行される。なお、ログインマネージャ４１は、
ユーザグループを予め設定しておき、グループ内の全ユーザの認可情報をシステム処理部
２１から取得し、処理結果に含めるようにしてもよい。
【００９１】
（ｆ）Ｗｅｂサービス処理
【００９２】
　図１２は、図１に示すシステムにおけるＷｅｂサービス処理を説明する図である。
【００９３】
　図５または図６に示すログイン処理後、端末装置２は、ユーザ操作などに基づいて、サ
ービス要求を画像形成装置１に送信する（ステップＳ８１）。端末装置２は、ユーザトー
クンをＳＯＡＰヘッダに含めて、ＷＳＤＬで記述されたサービス要求をＳＯＡＰエンベロ
ープとして送信する。そして、画像形成装置１は、そのサービス要求を受信する。画像形
成装置１では、各エンティティ３１～３６により各プロトコルに従った処理が実行される
。エンティティ３６により、サービス要求のＳＯＡＰヘッダからセキュリティトークンま
たはバイナリセキュリティトークンが抽出され、認証・認可マネージャ４２へ供給される
。認証・認可マネージャ４２は、セキュリティトークンまたはバイナリセキュリティトー
クンに含まれるユーザトークンを抽出し（ステップＳ８２）、抽出されたユーザトークン
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をログインマネージャ４１に供給する（ステップＳ８３）。
【００９４】
　ログインマネージャ４１は、そのユーザトークンを受け取ると、そのユーザトークンの
検証を行い（ステップＳ８４）、その検証結果を認証・認可マネージャ４２に供給する（
ステップＳ８５）。認証・認可マネージャ４２は、ユーザトークンが正当なものである場
合には、サービス要求のＳＯＡＰボディの内容を解析してサービス要求において指定され
ている処理を特定し（ステップＳ８６）、その処理の実行をサービス提供処理部２５に要
求する（ステップＳ８７）。ユーザトークンが正当なものではない場合には、認証・認可
マネージャ４２は、サービス要求を拒否し、ネットワーク処理部２２に、その旨の応答を
送信させる。そのユーザトークンが、ログインしたユーザに発行されその時点で保持され
ているものであれば、正当なものと判定され、そうでなければ、正当なものではないと判
定される。
【００９５】
　サービス提供処理部２５は、その要求に基づき、指定された処理を実行し（ステップＳ
８８）、処理結果を、ネットワーク処理部２２を介して、端末装置２へ送信する（ステッ
プＳ８９）。このとき、ネットワーク処理部２２は、ＳＯＡＰエンベロープとして、その
処理結果を含むサービス要求の応答を送信する。そして、端末装置２は、そのサービス要
求の応答を受信する。
【００９６】
　このようにして、Ｗｅｂサービス処理が実行される。
【００９７】
　なお、サービス提供処理部２５がシステム処理部２１の機能を利用する際に認可が必要
な場合には、ステップＳ８４において、ログインマネージャ４１は、システム処理部２１
からそのユーザトークンに基づき取得可能な認可情報を取得する。そして、ログインマネ
ージャ４１は、その認可情報を検証結果とともに認証・認可マネージャ４２に供給する。
認証・認可マネージャ４２は、その認可情報をサービス提供処理部２５に処理実行の要求
とともに供給する。そして、サービス提供処理部２５は、その認可情報を提示して、シス
テム処理部２１の機能を利用する。
【００９８】
　以上のように、上記実施の形態によれば、画像形成装置１において、ネットワーク処理
部２２は、端末装置２との間で所定のプロトコルでデータ通信を行う。ログインマネージ
ャ４１は、ネットワーク処理部２２により端末装置２から受信されたユーザ識別情報が正
当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可し、ログインしたユーザのためのトークン
を端末装置２へ送信する。認証・認可マネージャ４２は、トークンを関連付けたサービス
要求がネットワーク処理部２２により受信されると、トークンが正当なトークンであるか
否かを判定する。サービス提供処理部２５は、認証・認可マネージャ４２によりトークン
が正当なトークンであると判定された場合にのみ、サービス要求により指定された処理を
実行する。
【００９９】
　これにより、ユーザが端末装置２からコンピュータネットワークを介して画像形成装置
１を利用するシステムにおいて確実にユーザの認証・認可を行うことができる。
【０１００】
　また、上記実施の形態によれば、ログインマネージャ４１は、ユーザトークンを、ＷＳ
－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのセキュリティトークンとして送信し、ネットワーク処理部２２は、
ＳＯＡＰに従ってサービス要求を受信する。
【０１０１】
　これにより、画像形成装置１をリモートから利用する際に、セキュリティトークンによ
りサービス要求ごとにユーザの認可を確実に行なうことができる。
【０１０２】
　また、上記実施の形態によれば、ログインマネージャ４１は、ユーザトークンを、ＷＳ
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－Ｓｅｃｕｒｉｔｙのバイナリセキュリティトークンとして送信し、ネットワーク処理部
２２は、ＳＯＡＰに従ってサービス要求を受信する。
【０１０３】
　これにより、画像形成装置１をリモートから利用する際に、バイナリセキュリティトー
クンによりサービス要求ごとにユーザの認可を確実に行うことができる。
【０１０４】
　また、上記実施の形態によれば、画像形成装置１は、認証処理部２４を備える。認証処
理部２４は、ネットワーク処理部２２により端末装置２から受信されたユーザ識別情報が
正当なユーザ識別情報であるか否かを外部認証サーバに問い合わせ、認証結果を受信する
。そして、ネットワーク処理部２２は、ＳＯＡＰに従ってユーザ識別情報を受信し、ログ
インマネージャ４１は、その認証結果に基づき、端末装置２から受信したユーザ識別情報
が正当なユーザ識別情報の場合にはログインを許可する。
【０１０５】
　これにより、ユーザ識別情報はＳＯＡＰに従って受信され、所定のプロトコルに従って
外部認証サーバとの通信を行うため、端末装置２と画像形成装置１との間の通信は、外部
認証サーバの使用するプロトコルに依存せずに済む。また、ログインマネージャ４１は、
システム処理部２１から独立したセキュリティマネージャ２３によりリモートの端末装置
２との間でのユーザ認証に必要な通信のセキュリティを確保できるため、既存の画像形成
装置１のシステム処理部をほとんど変更することなく使用することができる。
【０１０６】
　また、上記実施の形態によれば、ログインマネージャ４１は、ネットワーク処理部２２
により端末装置２からログアウト要求が受信されると、ログアウトを許可し、ログアウト
したユーザのトークンを無効とする。
【０１０７】
　これにより、ログイン状態にないユーザからのサービス要求は受け付けないので、サー
ビス要求ごとに正確にユーザの認可を行うことができる。
【０１０８】
　また、上記実施の形態によれば、画像形成装置１は、システム処理部２１を備える。シ
ステム処理部２１は、画像形成処理を実行するための内部装置１３の制御および／または
監視をする。そして、サービス提供処理部２５は、トークンの発行を受けたユーザに対す
る認可により使用許可されているシステム処理部２１の機能を利用して、サービス要求に
より指定された処理を実行する。
【０１０９】
　これにより、ユーザからのサービス要求による処理におけるシステム処理部２１の機能
へのアクセス許可も併せて行うことができる。
【０１１０】
　なお、上述の実施の形態は、本発明の好適な例であるが、本発明は、これらに限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の変形、変更が可能であ
る。
【０１１１】
　例えば、上記実施の形態において、ユーザトークンは、例えば、擬似乱数関数の値、ま
た、乱数値やその他の値をシードとしたＭＤ５、ＳＨＡ１などのハッシュ関数値などとさ
れる。また、ユーザトークンに、ユーザトークンの発行元（つまり、画像形成装置１）を
証明するＫｅｒｂｅｒｏｓチケット、Ｘ．５０９ｖ３証明書などの証明情報を含めるよう
にしてもよい。
【０１１２】
　また、上記実施の形態において、端末装置２から画像形成装置１へユーザ識別情報を送
信する際に、ユーザＩＤをそのまま送信せずに、ユーザＩＤのハッシュ関数値などをユー
ザ識別情報として送信するようにしてもよい。
【０１１３】
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　また、上記実施の形態においては、ユーザトークンは、ログインマネージャ４１により
生成されるが、その代わりに、外部認可サーバがユーザトークンを生成し、ログインマネ
ージャ４１に供給するようにしてもよい。その場合、ログインマネージャ４１が、端末装
置２から受信されたユーザトークンを外部認可サーバへ転送し、外部認可サーバが、その
ユーザトークンの正当性を判定するようにしてもよい。
【０１１４】
　また、上記実施の形態においては、端末装置２は、ログイン前に、セキュリティトーク
ンまたはバイナリセキュリティトークンでセキュリティを確保しつつ、画像形成装置１の
認証方式情報を取得しているが、その代わりに、設定情報の読み取りのみ可能なAnonymou
sユーザを設定し、最初にそのAnonymousユーザとしてログインして認証方式情報を取得し
、その後に、上述のようにして、再度、ログインを行うようにしてもよい。また、端末装
置２側で認証方式を指定するようにしてもよい。また、予め指定されている特定の認証方
式のみで、画像形成装置１および端末装置２が認証処理を行うようにしてもよい。その場
合には、端末装置２または画像形成装置１による認証方式情報の取得は不要である。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、例えば、ネットワーク機能を有する複合機に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１における画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図２におけるコンピュータが画像形成プログラム等を実行することにより実現さ
れる処理部の構成を示すブロック図である。
【図４】図１のシステムにおいて端末装置と画像形成装置との間で確立されるセッション
について説明する図である。
【図５】図１に示すシステムにおけるログイン処理を説明する図である。
【図６】図１に示すシステムにおける、外部認証サーバを使用したログイン処理を説明す
る図である。
【図７】図１に示すシステムにおけるログアウト処理を説明する図である。
【図８】図１に示すシステムにおける、外部認証サーバを使用したログアウト処理を説明
する図である。
【図９】図１に示すシステムにおける属性値変更処理を説明する図である。
【図１０】図１に示すシステムにおける認可設定処理を説明する図である。
【図１１】図１に示すシステムにおける認可情報閲覧処理を説明する図である。
【図１２】図１に示すシステムにおけるＷｅｂサービス処理を説明する図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　画像形成装置
　２　端末装置
　１２ａ　画像形成プログラム
　１３　内部装置
　１４　コンピュータ
　２１　システム処理部（システム処理手段）
　２２　ネットワーク処理部（ネットワーク処理手段）
　２４　認証処理部（認証処理手段）
　２５　サービス提供処理部（サービス提供手段）
　４１　ログインマネージャ（ログイン処理手段）
　４２　認証・認可マネージャ（判定手段）
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