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(57)【要約】
【課題】ユーザの利便性を考慮するとともに、セキュリ
ティをある程度確保することが可能な情報処理装置を提
供する。
【解決手段】ログインボタンが押下されたかどうかを判
断する（ステップＳ１２）。ログインボタンが押下され
たと判断した場合（ステップＳ１２においてＹＥＳ）に
は、ＩＤ選択画面を表示する（ステップＳ１４）。ＩＤ
選択が有るかどうかを判断する（ステップＳ１６）。Ｉ
Ｄ選択が有ると判断した場合には、セキュリティ印刷ジ
ョブが有るかどうかを判断する（ステップＳ１８）。そ
して、次に、パスワードが一致するかどうかを判断する
（ステップＳ１９）。そして、次に、パスワード画像機
能がオンかどうかを判断する（ステップＳ２０）。そし
て、パスワードが一致し、パスワード画像認証機能がオ
ンであると判断した場合には、パスワード画像認証を実
行する（ステップＳ２６）。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証画面を表示する表示部と、
　前記認証画面に対するユーザの入力指示に応答して認証処理を実行する認証処理部とを
備え、
　前記認証処理部は、前記認証処理として第１の認証方式と、前記第１の認証方式よりも
簡易な第２の認証方式の少なくとも一方を実行可能であり、
　前記認証処理部において、前記ユーザの入力指示により前記第１の認証方式による認証
処理が成功した場合には、次回の認証処理の際に前記第２の認証方式を実行する、情報処
理装置。
【請求項２】
　前記第１の認証方式は、パスワード認証に相当する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第２の認証方式は、パスワード画像による認証に相当する、請求項１記載の情報処
理装置。
【請求項４】
　前記第２の認証方式は、前記第１の認証方式よりも少ない文字数制限のあるパスワード
認証に相当する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の認証方式のパスワード認証は、予め登録されている第１の登録キーデータと
前記ユーザの入力指示するキーデータとが一致する場合に成功し、
　前記文字数制限のあるパスワード認証は、前記第１の登録キーデータから所定の規則に
従って生成されるキーデータを第２の登録キーデータとして登録する、請求項４記載の情
報処理装置。
【請求項６】
　前記第２の登録キーデータは、前記第１の登録キーデータの文字列の一部を抽出したも
のに相当する、請求項５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第２の登録キーデータは、前記第１の登録キーデータの文字を別の文字に変換した
ものに相当する、請求項５記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記認証処理部は、前記ユーザの入力指示により前記第１の認証方式による認証処理が
成功した場合に、前記第２の認証方式で用いる登録キーデータを前記表示部に表示する、
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１の認証方式は、セキュリティ印刷機能における認証に相当する、請求項１記載
の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第１の認証方式は、装置のログイン認証に相当する、請求項１記載の情報処理装置
。
【請求項１１】
　前記第１の認証方式は、ユーザＩＤあるいはパスワードの少なくとも一方を入力指示す
る、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記認証処理部は、前記ユーザの入力指示により前記第２の認証方式による認証処理が
成功した場合には、認証が成功した日時を登録する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記認証処理部は、前記第２の認証方式による認証処理を実行することが可能な有効期
限を確認する、請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１４】
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　前記認証処理部は、前記認証が成功した日時に基づいて前記第２の認証方式による認証
処理を実行することが可能な有効期限内で有る場合に前記第２の認証方式による認証処理
を実行する、請求項１３記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記認証処理部は、前記第２の認証方式による認証処理が成功した場合、認証が成功し
た日時を更新する、請求項１４記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記認証処理部は、前記第２の認証方式による認証処理が失敗した場合、前記第１の認
証方式を実行する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　認証画面を表示するステップと、
　前記認証画面に対するユーザの入力指示に応答して、第１の認証方式と、前記第１の認
証方式よりも簡易な第２の認証方式の少なくとも一方の認証処理を実行するステップとを
備え、
　前記認証処理を実行するステップにおいて、前記ユーザの入力指示により前記第１の認
証方式による認証処理が成功した場合には、次回の認証処理の際に前記第２の認証方式を
実行する、情報処理装置の制御方法。
【請求項１８】
　情報処理装置のコンピュータに、
　認証画面を表示するステップと、
　前記認証画面に対するユーザの入力指示に応答して、第１の認証方式と、前記第１の認
証方式よりも簡易な第２の認証方式の少なくとも一方の認証処理を実行するステップとを
備え、
　前記認証処理を実行するステップにおいて、前記ユーザの入力指示により前記第１の認
証方式による認証処理が成功した場合には、次回の認証処理の際に前記第２の認証方式を
実行する、処理を実行させる、情報処理装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証処理を実行する情報処理装置、情報処理装置の制御方法および情報処理
装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、セキュリティ印刷が可能なプリンタあるいはＭＦＰ（Multi Function Perip
heral）が登場してきている。セキュリティ印刷は、プリンタドライバからプリント時に
パスワードを設定し、プリンタ本体のパネルでパスワードを入力できると、プリント出力
が可能な機能である。
【０００３】
　この機能は、世間での情報セキュリティを強化する流れにものり、使われることが増え
てきている。
【０００４】
　しかし、多くの場合、ユーザは、プリンタドライバで過去に設定した同じパスワードを
繰り返し使うにもかかわらず、プリントするたびに、同じパスワードを入力する必要があ
り、非常に不便であるという問題があった。
【０００５】
　とくに、プリンタあるいはＭＦＰとも操作パネルにハードキーのキーボードがなく、ソ
フトウェアキーボードなどで入力を求められる機種も多く、入力に時間がかかり、不便で
あった。
【０００６】
　この問題を解決するために特開２００５－３３５２８２号公報に記載のようにＩＣカー
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ドを利用することも可能である。具体的には、ＩＣカードに認証情報を登録しておき、Ｉ
Ｃカードに登録されている認証情報を読み取って個人認証して、印刷処理する方式が提案
されている。
【０００７】
　しかしながら、ＩＣカードを読み取る機能をプリンタあるいはＭＦＰに設ける必要があ
り、コストアップしてしまうという問題がある。
【０００８】
　一方で、簡易な認証方法として、特開２００３－２２８５５３号公報においては、複数
の画像情報の中からユーザが記憶部に記憶させた画像（登録した画像）を選択する認証方
法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－３３５２８２号公報
【特許文献２】特開２００３－２２８５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、例えば、セキュリティ印刷の場合に常に複数の画像情報の中から１つの
画像情報を選択する場合は、セキュリティ面において弱い可能性が考えられる。
【００１１】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、ユーザの利便性
を考慮するとともに、セキュリティをある程度確保することが可能な情報処理装置、情報
処理装置の制御方法、情報処理装置の制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る情報処理装置は、認証画面を表示する表示部と、認証画面に対するユーザ
の入力指示に応答して認証処理を実行する認証処理部とを備える。認証処理部は、認証処
理として第１の認証方式と、第１の認証方式よりも簡易な第２の認証方式の少なくとも一
方を実行可能であり、認証処理部において、ユーザの入力指示により第１の認証方式によ
る認証処理が成功した場合には、次回の認証処理の際に第２の認証方式を実行する。
【００１３】
　好ましくは、第１の認証方式は、パスワード認証に相当する、請求項１記載の情報処理
装置。
【００１４】
　好ましくは、第２の認証方式は、パスワード画像による認証に相当する、請求項１記載
の情報処理装置。
【００１５】
　好ましくは、第２の認証方式は、第１の認証方式よりも少ない文字数制限のあるパスワ
ード認証に相当する。
【００１６】
　特に、第１の認証方式のパスワード認証は、予め登録されている第１の登録キーデータ
とユーザの入力指示するキーデータとが一致する場合に成功し、文字数制限のあるパスワ
ード認証は、第１の登録キーデータから所定の規則に従って生成されるキーデータを第２
の登録キーデータとして登録する。
【００１７】
　特に、第２の登録キーデータは、第１の登録キーデータの文字列の一部を抽出したもの
に相当する。
【００１８】
　特に、第２の登録キーデータは、第１の登録キーデータの文字を別の文字に変換したも
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のに相当する。
【００１９】
　好ましくは、認証処理部は、ユーザの入力指示により第１の認証方式による認証処理が
成功した場合に、第２の認証方式で用いる登録キーデータを表示部に表示する。
【００２０】
　好ましくは、第１の認証方式は、セキュリティ印刷機能における認証に相当する。
　好ましくは、第１の認証方式は、装置のログイン認証に相当する。
【００２１】
　好ましくは、第１の認証方式は、ユーザＩＤあるいはパスワードの少なくとも一方を入
力指示する。
【００２２】
　好ましくは、認証処理部は、ユーザの入力指示により第２の認証方式による認証処理が
成功した場合には、認証が成功した日時を登録する。
【００２３】
　特に、認証処理部は、第２の認証方式による認証処理を実行することが可能な有効期限
を確認する。
【００２４】
　特に、認証処理部は、認証が成功した日時に基づいて第２の認証方式による認証処理を
実行することが可能な有効期限内で有る場合に第２の認証方式による認証処理を実行する
。
【００２５】
　特に、認証処理部は、第２の認証方式による認証処理が成功した場合、認証が成功した
日時を更新する。
【００２６】
　好ましくは、認証処理部は、第２の認証方式による認証処理が失敗した場合、第１の認
証方式を実行する。
【００２７】
　本発明に係る情報処理装置の制御方法は、認証画面を表示するステップと、認証画面に
対するユーザの入力指示に応答して、第１の認証方式と、第１の認証方式よりも簡易な第
２の認証方式の少なくとも一方の認証処理を実行するステップとを備える。認証処理を実
行するステップにおいて、ユーザの入力指示により第１の認証方式による認証処理が成功
した場合には、次回の認証処理の際に第２の認証方式を実行する。
【００２８】
　本発明に係る情報処理装置の制御プログラムは、情報処理装置のコンピュータに、認証
画面を表示するステップと、認証画面に対するユーザの入力指示に応答して、第１の認証
方式と、第１の認証方式よりも簡易な第２の認証方式の少なくとも一方の認証処理を実行
するステップとを備える。認証処理を実行するステップにおいて、ユーザの入力指示によ
り第１の認証方式による認証処理が成功した場合には、次回の認証処理の際に第２の認証
方式を実行する、処理を実行させる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る情報処理装置、その制御方法、その制御プログラムは、認証処理として第
１の認証方式と、第１の認証方式よりも簡易な第２の認証方式の少なくとも一方を実行可
能であり、ユーザの入力指示により１の認証方式による認証処理が成功した場合には、次
回の認証処理の際に第２の認証方式を実行する。当該方式により、第１の認証方式により
セキュリティを確保するとともに、次回の認証処理には、第２の認証方式を実行するため
ユーザの利便性に供する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態１に従う情報処理システム１について説明する図である。
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【図２】本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０の概略ブロック図について説明する図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態１に従うＰＣ１００の概略ブロック図について説明する図で
ある。
【図４】ＰＣ１００における本発明の実施の形態１に従う印刷設定処理について説明する
図である。
【図５】プリンタドライバを起動することによってディスプレイ部２０６に表示される印
刷設定画面４０を説明する図である。
【図６】セキュリティ印刷を実行する際の認証情報の登録画面１２４を説明する図である
。
【図７】本発明の実施の形態１に従う認証処理部４の機能ブロックについて説明する図で
ある。
【図８】認証用データ保存部３６に格納されている認証テーブルを説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０におけるセキュリティ印刷処理について
説明する図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に従うセキュリティ印刷の処理画面の一例について説明
する図である。
【図１１】ステップＳ３０におけるパスワード認証処理について説明する図である。
【図１２】パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態１に従う認証テーブ
ルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【図１３】パスワード画像認証処理のフローについて説明する図である。
【図１４】本発明の実施の形態１に従うパスワード画像認証処理の画面について説明する
図である。
【図１５】パスワード画像認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態１に従う認証テ
ーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
【図１６】本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０における認証処理の変形例について説
明する図である。
【図１７】本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０におけるパスワード認証処理の変形例
について説明する図である。
【図１８】本発明の実施の形態１の変形例に従うパスワード画像認証処理の画面について
説明する図である。
【図１９】本発明の実施の形態２に従うＰＣ１１０の概略ブロック図について説明する図
である。
【図２０】本発明の実施の形態２に従う認証処理部２０８の機能ブロックについて説明す
る図である。
【図２１】本発明の実施の形態２に従うユーザアカウントを設定する処理について説明す
る図である。
【図２２】ユーザアカウント設定画面５００を説明する図である。
【図２３】本発明の実施の形態２に従うＰＣ１１０における認証処理について説明する図
である。
【図２４】本発明の実施の形態２に従う認証処理の画面の一例について説明する図である
。
【図２５】ステップＳ７２におけるパスワード認証処理について説明する図である。
【図２６】パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態２に従う認証テーブ
ルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【図２７】パスワード画像認証処理のフローについて説明する図である。
【図２８】本発明の実施の形態２に従うパスワード画像認証処理の画面について説明する
図である。
【図２９】パスワード画像認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態２に従う認証テ
ーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
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【図３０】本発明の実施の形態３に従う認証処理部２０８＃の機能ブロックについて説明
する図である。
【図３１】ユーザアカウント設定画面５００を説明する図である。
【図３２】本発明の実施の形態３に従うＰＣにおける認証処理について説明する図である
。
【図３３】本発明の実施の形態３に従う認証処理の画面の一例について説明する図である
。
【図３４】ステップＳ１０２における第１の方式に従うパスワード認証処理について説明
する図である。
【図３５】パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態３に従う認証テーブ
ルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【図３６】第２の方式に従うパスワード認証処理のフローについて説明する図である。
【図３７】本発明の実施の形態３に従うパスワード画像認証処理の画面について説明する
図である。
【図３８】第２パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態３に従う認証テ
ーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一
または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００３２】
　（実施の形態１）
　図１を用いて本発明の実施の形態１に従う情報処理システム１について説明する。
【００３３】
　図１を参照して、ここでは、端末装置であるパーソナルコンピュータ（以下、単にＰＣ
とも称する）１００と、ＭＦＰ２０とがＬＡＮ（Local Area Network）１７を介して接続
されている場合が示されている。
【００３４】
　ＰＣ１００とＭＦＰ２０とはＬＡＮ１７を介して互いにデータの授受が可能なように接
続されており、本実施の形態１においてはＰＣ１００上で実行されるアプリケーション上
で作成された画像データを印刷ジョブとしてＭＦＰ２０に出力する。ＭＦＰ２０は、ＰＣ
１００から送信された印刷ジョブを受信して印刷処理を実行する場合について説明する。
【００３５】
　なお、ここでは、端末装置として１台のＰＣがＬＡＮ１７に接続されている構成につい
て説明するが、これらの数は１個に限定されるものではなく、少なくとも１個以上あれば
よい。また、ＬＡＮに限らずＷＡＮ（Wide Area Network）等であってもよい。
【００３６】
　図２を用いて、本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０の概略ブロック図について説明
する。
【００３７】
　図２を参照して、本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０は、ＨＤＤ２と、認証処理部
４と、ＲＯＭ６と、ＲＡＭ８と、ＣＰＵ１０と、ネットワークカード１２と、ＦＡＸモデ
ム１４と、スキャナ部１６と、プリンタ部１８と、操作パネル１９とを含む。
各部は内部バスで接続されており、互いにデータの授受が可能であるものとする。
【００３８】
　ＨＤＤ２は、各種データを格納する領域である。
　認証処理部４は、後述する認証処理を実行する部位である。
【００３９】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）６は、ＭＦＰ２０で所定の機能を実現するために用いられ
るソフトウェアプログラムが格納された記憶領域である。
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【００４０】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）８は、ＣＰＵ１０のワーク領域として用いられる。
　ＣＰＵ１０は、ＭＦＰ２０全体を制御するものであり、各部に対して所定の指示を出力
する。
【００４１】
　ネットワークカード１２は、外部のＬＡＮ１７と接続されるインタフェースであり、例
えば、ＰＣ１００からの印刷ジョブを受信する。そして、受信された印刷ジョブは、ＲＡ
Ｍ８に保存される。そして、ＲＡＭ８に保存された印刷ジョブに含まれる印刷データ（描
画データ）は、展開されて、所定の用紙に印刷データが印刷されることになる。
【００４２】
　ＦＡＸモデム１４は、ＦＡＸ機能を実行するものである。
　スキャナ部１６は、図示しない載荷台にセットされた原稿を読取って画像データを取得
する。
【００４３】
　プリンタ部１８は、画像データを所定の用紙に印刷する。
　操作パネル１９は、ユーザによる種々の操作入力を受け付けるとともに、種々の設定情
報を表示する。
【００４４】
　図３を用いて本発明の実施の形態１に従うＰＣ１００の概略ブロック図について説明す
る。
【００４５】
　図３を参照して、本発明の実施の形態に従うＰＣ１００は、本体部と、表示手段と、入
力手段とで構成される。
【００４６】
　表示手段は、ディスプレイ部２０６に相当する。また、入力部２０９は、キー入力手段
であるキーボードと、ポインティングデバイスであるマウス等で構成される。
【００４７】
　なお、本例においては、ディスプレイ部２０６と、入力部２０９は、一体で構成されて
いるものとして説明するが、別体で構成されていても良い。
【００４８】
　なお、ディスプレイ部２０６は、液晶表示装置であっても良いし、ＣＲＴ（Cathode Ra
y Tube）ディスプレイ装置であっても良いし、プラズマディスプレイ装置であっても良い
し、表示することが可能な装置であれば何でも良い。
【００４９】
　本体部は、オペレーティングシステム（ＯＳ：Operating System）を含む各種プログラ
ムを実行するためのＣＰＵ（Central Processing Unit）２０１と、ＣＰＵ２０１のプロ
グラム部分の実行に必要なデータを一時的に記憶するＲＡＭ２１２と、ＣＰＵ２０１で実
行されるプログラムやデータを不揮発的に記憶するハードディスク部（ＨＤＤ：Hard Dis
k Drive）２１１と、ＣＰＵ２０１で実行されるプログラムが予め格納されたＲＯＭ２１
３とを含む。ＲＯＭ２１３あるいはＨＤＤ２１１には、予め基本ソフトウェア（ＯＳ）が
格納されており、当該ＯＳを実行することにより各種アプリケーションが実行されるもの
とする。
【００５０】
　また、ＨＤＤ２１１には、ＭＦＰ２０に対して印刷ジョブを送信するためのソフトウェ
アプログラムであるプリンタドライバが記憶されており、当該プリンタドライバをＣＰＵ
２０１が読込むことにより後述する機能が実現される。
【００５１】
　このようなプログラムは、ＦＤドライブ２１７あるいはＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-R
ead Only Memory）ドライブ２１５によってそれぞれフレキシブルディスク３１７ａまた
はＣＤ－ＲＯＭ３１５ａなどから読取られる。そして、読取られたプログラムは、ＨＤＤ
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２１１に格納されて利用されるものとする。
【００５２】
　ＣＰＵ２０１は、入力部２０９を介してユーザからの指示を受取るとともにプログラム
の実行によって生成される画面出力をディスプレイ制御部２０５に出力する。
【００５３】
　ディスプレイ制御部２０５は、画面出力をディスプレイ部２０６に出力する。
　また、ＣＰＵ２０１は、ＬＡＮカード等からなるネットワークインターフェイスカード
（ＮＩＣ）２０７を介してＬＡＮ６０（あるいはＷＡＮ等）に接続されたＭＦＰ２０に対
して印刷ジョブを送信する。
【００５４】
　また、上述の各部は内部バス２０３を介して相互データを授受する。
　図４を用いて、ＰＣ１００における本発明の実施の形態１に従う印刷設定処理について
説明する。
【００５５】
　図４を参照して、まず、プリンタドライバの起動があるかどうかを判断する（ステップ
Ｓ２）。
【００５６】
　具体的には、ＣＰＵ２０１は、マウスあるいはキーボード等によりプリンタドライバの
起動指示が有ったかどうかを判断し、プリンタドライバの起動が有ると判断した場合には
、次に、印刷設定画面を表示する（ステップＳ３）。
【００５７】
　図５を用いて、プリンタドライバを起動することによってディスプレイ部２０６に表示
される印刷設定画面４０を説明する。
【００５８】
　図５を参照して、印刷設定画面４０においては、印刷環境設定に係る各種複数の設定項
目を設定することが可能であり、具体的には、例えば、上部に設けられた設定項目毎に分
類された複数のタブをポインティングデバイスであるマウスあるいはキーボード等により
指定することにより各種の印刷環境に係る設定を実行することができる。
【００５９】
　各種タブあるいは設定項目等をマウス等により指定することにより、たとえば印刷用紙
の選択や画像品質あるいは印刷部数等を設定することが可能である。
【００６０】
　本例においては、一例として基本的な設定に関する「基本設定」のタブが指定された場
合の各種設定項目が表示されている。
【００６１】
　例えば、一例として、原稿の向き、原稿サイズを設定する項目が設けられている。また
、出力方法の設定に関する項目ボタン１１６が示されており、ユーザは、当該項目ボタン
１１６を指定することにより、例えばプルダウンメニューにより「通常印刷」、「セキュ
リティ印刷」等の各種出力方法の設定の変更操作を実行することが可能であるものとする
。
【００６２】
　本実施の形態１においては、ポインティングデバイスであるマウスを用いて出力方法の
設定項目として、セキュリティ印刷が設定される場合について説明する。
【００６３】
　「セキュリティ」印刷は、通常印刷とは異なり、印刷ジョブを送信する際にパスワード
等の認証情報を設定し、ＭＦＰ２０のパネルでパスワードを入力して照合した場合に、印
刷ジョブに含まれている画像データのプリント出力が可能な機能である。当該機能により
、印刷ジョブが実行されてプリント出力された放置されて内容が漏洩するという問題を回
避することが可能である。
【００６４】
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　ここで、印刷設定画面４０の下領域において、「適用」の項目ボタンが設けられている
。ユーザがポインティングデバイスであるマウス等により適用ボタン１２２を指定するこ
とにより、設定した内容すなわち本例においてはセキュリティ印刷が設定されることにな
る。
【００６５】
　再び、図４を参照して、次に、セキュリティ印刷機能の選択が有るかどうかを判断する
（ステップＳ４）。具体的には、ＣＰＵ２０は、マウスを用いて印刷設定画面４０の出力
方法の設定の項目がセキュリティ印刷に指定されたかどうかにより判断することが可能で
ある。
【００６６】
　ステップＳ４において、セキュリティ印刷機能の選択が有ると判断した場合（ステップ
Ｓ４においてＹＥＳ）には、次に、ＣＰＵ２０は、登録画面を表示する（ステップＳ５）
。
【００６７】
　図６を用いてセキュリティ印刷を実行する際の認証情報の登録画面１２４を説明する。
　図６を参照して、ここでは、セキュリティ印刷を実行する際に用いる認証情報として登
録するユーザＩＤと、パスワードとを入力する入力欄１２６，１２８が設けられている場
合が示されている。
【００６８】
　なお、上述したように図４の印刷設定画面４０において、適用ボタン１２２を指定する
ことにより当該登録画面１２４が表示されるものとする。
【００６９】
　入力欄１２６に、キーボード等を用いて、ユーザＩＤを入力し、入力欄１２８にキーボ
ード等を用いてパスワードを入力することが可能である。
【００７０】
　そして、ここで、登録画面１２４の下領域において、「設定」の項目ボタンが設けられ
ている。ユーザがポインティングデバイスであるマウス等により設定ボタン１３０を指定
することにより、セキュリティ印刷における認証情報として設定されることになる。
【００７１】
　一方、「キャンセル」ボタン１３２を指定することによりセキュリティ印刷の登録画面
において認証情報を設定することなく処理を終了することが可能である。
【００７２】
　再び、図４を参照して、次に、ユーザＩＤとパスワードの入力があるかどうかを判断す
る（ステップＳ６）。具体的には、登録画面において、入力欄１２６，１２８に入力が有
り、かつ、「設定」の項目ボタンが指定されたか否かに基づいて判断される。
【００７３】
　ステップＳ６において、ユーザＩＤとパスワードの入力が有ると判断された場合（ステ
ップＳ６においてＹＥＳ）には、次に、ＣＰＵ２０１は、認証情報を設定する（ステップ
Ｓ７）。
【００７４】
　そして、次に、プリントジョブの送信が有るかどうかを判断する（ステップＳ８）。
　具体的には、図４の印刷設定画面４０において、ユーザがポインティングデバイスであ
るマウス等により印刷ボタン１２０を指定されたか否かに基づいて判断される。指定され
た場合には、プリントジョブがＰＣ１００からＭＦＰ２０に対して送信されて処理を終了
する（エンド）。
【００７５】
　本発明の実施の形態１においては、ＰＣ１００からＭＦＰ２０に対してセキュリティ印
刷ジョブが複数回送信された場合に、ユーザにとって利便性の高い認証方式について説明
する。
【００７６】
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　簡易に説明すると最初の一回目の認証の際には、パスワード認証を実行し、以降、次回
の認証の際にはパスワード画像認証を実行する。
【００７７】
　図７を用いて、本発明の実施の形態１に従う認証処理部４の機能ブロックについて説明
する。
【００７８】
　図７を参照して、認証処理部４は、認証方法選択部３０と、パスワード認証部３２と、
パスワード画像認証部３４と、認証用データ保存部３６と、パスワード画像設定部３８と
を含む。
【００７９】
　認証方法選択部３０は、パスワード認証部３２における認証処理か、パスワード画像認
証部３４における認証処理かを選択する。
【００８０】
　パスワード認証部３２は、ユーザからの入力指示に従ってパスワード認証を実行する。
　パスワード画像認証部３４は、ユーザからの入力指示に従って画像認証を実行する。
【００８１】
　認証用データ保存部３６は、認証に用いる認証データが格納された認証テーブルを有す
る。
【００８２】
　パスワード画像設定部３８は、後述するがパスワード画像認証部３４で用いる画像を設
定する。
【００８３】
　図８を用いて、認証用データ保存部３６に格納されている認証テーブルを説明する。
　図８を参照して、ユーザＩＤ、パスワード、パスワードパスワード画像画像の認証機能
のオンオフ、認証時刻が登録されるテーブルが示されている。
【００８４】
　具体的には、ユーザＩＤとして、「Ａｌｉｃｅ」、「Ｂｏｂ」、「Ｃｈａｒｌｉｅ」、
「Ｄａｖｉｄ」、「Ｅｒｉｋ」、「Ｆｒｅｄ」が登録されている場合が示されている。
【００８５】
　一例として、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワードが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、
パスワード画像が「なし」、パスワード画像認証機能のオンオフが「オフ」、認証時刻が
「０８／１２／１４　１７：０３：１５」として登録されている場合が示されている。後
述するがパスワード画像認証機能のオンオフは、パスワード画像認証を実行するか否かを
判断するフラグである。また、後述するが、認証時刻は、前回の認証からの経過時間を判
断するために用いられる。
【００８６】
　また、別の例として、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワードが「ｗＱ９Ｄｓｐ
Ｘ」、パスワード画像が「あり（図１０の画像オブジェクト３１０）」、パスワード画像
認証機能のオンオフが「オン」、認証時刻が「０９／１／７　１１：２０：３４」として
登録されている場合が示されている。
【００８７】
　図９を用いて、本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０におけるセキュリティ印刷処理
について説明する。
【００８８】
　図９を参照して、まず、ＣＰＵ１０は、セキュリティ印刷が選択されたかどうかを判断
する。図示しない操作パネル１９に設けられた操作キーについて所定の操作を実行するこ
とによりセキュリティ印刷を選択したかどうかを判断する（ステップＳ１２）。
【００８９】
　そして、セキュリティ印刷を選択したと判断した場合（ステップＳ１２においてＹＥＳ
）には、ＩＤ選択画面を表示する（ステップＳ１４）。具体的には、図７で説明した認証
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方法選択部３０は、認証用データ保存部３６に格納されている認証テーブルを読み出して
登録されているＩＤについて、ＩＤ選択画面として操作パネル１９に表示する。
【００９０】
　図１０を用いて、本発明の実施の形態１に従うセキュリティ印刷の処理画面の一例につ
いて説明する。
【００９１】
　図１０（Ａ）は、本発明の実施の形態１に従うＩＤ選択画面３００の一例を説明する図
である。
【００９２】
　図１０（Ａ）を参照して、ここでは、登録された６個の登録ＩＤが表示されている場合
が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）に対応する項目
をタッチパネルを介して指定する。
【００９３】
　ここでは、一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目３０２
が設けられている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合
について説明する。
【００９４】
　再び、図９を参照して、次に、ＩＤ選択が有るかどうかを判断する（ステップＳ１６）
。具体的には、認証方法選択部３０は、上述したＩＤ選択画面において、ＩＤに対応する
項目の指定があったかどうかを判断する。
【００９５】
　そして、次に、ＩＤ選択が有ると判断した場合（ステップＳ１６においてＹＥＳ）には
、セキュリティ印刷ジョブが有るかどうかを判断する（ステップＳ１８）。具体的には、
認証方法選択部３０は、ＲＡＭ８に格納されている指定されたＩＤに対応するセキュリテ
ィ印刷ジョブを受信しているかどうかを判断する。
【００９６】
　そして、認証方法選択部３０は、セキュリティ印刷ジョブが有ると判断した場合（ステ
ップＳ１８においてＹＥＳ）には、次に、パスワードが一致するかどうかを判断する（ス
テップＳ１９）。具体的には、セキュリティ印刷ジョブにおける認証情報として設定され
ているパスワードと、上記のＩＤ選択されたユーザＩＤに対応する認証用データ保存部３
６に格納されている認証テーブルのパスワードとが一致するかどうかを判断する。
【００９７】
　そして、パスワードが一致すると判断した場合（ステップＳ１９においてＹＥＳ）には
、次にパスワード画像認証機能がオンであるかどうかを判断する（ステップＳ２０）。具
体的には、認証方法選択部３０は、認証テーブルにおいて対応するＩＤのパスワード画像
認証機能のオンオフのフラグを確認する。
【００９８】
　そして、パスワード画像認証機能がオンであると判断した場合（ステップＳ２０におい
てＹＥＳ）には、前回の認証から２時間以内であるかどうかを判断する（ステップＳ２２
）。具体的には、認証方法選択部３０は、認証テーブルにおいて対応するＩＤの認証時刻
を参照して現在時刻との比較に基づいて前回の認証から２時間以内であるかどうかを判断
する。
【００９９】
　そして、前回の認証から２時間以内であると判断した場合（ステップＳ２２においてＹ
ＥＳ）には、パスワード画像認証を実行する（ステップＳ２６）。具体的には、認証方法
選択部３０は、パスワード画像認証部３４に対してパスワード画像認証を実行するように
指示する。パスワード画像認証については後述する。
【０１００】
　一方、ＩＤ選択が無いと判断された場合（ステップＳ１６においてＮＯ）には、処理を
終了する（エンド）。例えば、Ｓｔｏｐボタン等を押下した場合に、セキュリティ印刷処
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理を終了する。
【０１０１】
　また、ステップＳ１８において、選択したＩＤに関して、セキュリティ印刷ジョブが無
いと判断した場合（ステップＳ１８においてＮＯ）にも処理を終了する。
【０１０２】
　また、ステップＳ１９において、パスワードが一致しない場合（ステップＳ１９におい
てＮＯ）には、ステップＳ３０に進む。
【０１０３】
　また、ステップＳ２０において、パスワード画像認証機能がオンではないすなわちオフ
であると判断した場合（ステップＳ２０においてＮＯ）には、ステップＳ３０に進む。
【０１０４】
　また、ステップＳ２２において、前回の認証から２時間以内で無いと判断した場合（ス
テップＳ２２においてＮＯ）には、ステップＳ３０に進む。当該処理により、パスワード
画像の有効期限を２時間に設定することが可能であり、セキュリティを確保することが可
能である。なお、本例においては、一例として２時間としたが、特にこの時間に限られず
、セキュリティを考慮して任意に設定することが可能である。また、同日であるか否かを
判断することも可能であるし、過去の認証時刻を履歴として持たせて所定条件を満たすか
否かに基づいて判断させるようにしても良い。
【０１０５】
　図１１を用いて、ステップＳ３０におけるパスワード認証処理について説明する。
　図１１を参照して、まず、パスワード入力画面を表示する（ステップＳ４０）。具体的
には、パスワード認証部３２は、認証方法選択部３０からの指示を受けて操作パネル１９
にパスワード入力画面を表示する。
【０１０６】
　図１０（Ｂ）は、本発明の実施の形態１に従うパスワード入力画面３０８の一例を説明
する図である。
【０１０７】
　図１０（Ｂ）を参照して、ここでは、パスワードを入力してくださいの表示とともに、
パスワードをソフトウェアキーボードの画面を用いて入力する入力欄３０４が設けられて
いる場合が示されている。ユーザは、入力欄３０４に自己が登録したパスワードをソフト
ウェアキーボードの画面を用いて入力する。
【０１０８】
　図１０（Ｃ）は、入力欄３０４にパスワードをソフトウェアキーボードの画面を用いて
入力した場合が示されている。
【０１０９】
　そして、実行ボタン３０６を押下する。これによりパスワード認証処理が開始される。
　再び図１１を参照して、次に、パスワードの入力があったかどうかが判断される（ステ
ップＳ４２）。具体的には、パスワード認証部３２は、上記したパスワード入力画面３０
８において入力欄３０４にパスワードが入力されて実行ボタン３０６が押下されたかどう
かにより判断する。
【０１１０】
　そして、パスワードの入力が有ったと判断された場合（ステップＳ４２においてＹＥＳ
）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ４４）。具体的には、パスワード
認証部３２は、入力欄３０４に入力されたパスワードと、認証テーブルに登録されている
パスワードとが一致するかどうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯＫであると判
断するものとする。
【０１１１】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ４４においてＹＥＳ）には、プリント出
力する（ステップＳ４５）。具体的には、セキュリティ印刷ジョブを実行してプリンタ部
１８においてジョブに含まれている画像データを展開して用紙に印刷する。
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【０１１２】
　そして、認証が成功した旨を通知する（ステップＳ４６）。具体的には、パスワード認
証部３２は、認証が成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。
【０１１３】
　そして、次に、パスワード画像を表示する（ステップＳ４８）。パスワード認証部３２
は、パスワード画像設定部３８に対して、パスワード画像を設定するように指示する。パ
スワード画像設定部３８は、複数のパスワード画像の中から任意に１つのパスワード画像
を設定してパスワード認証部３２に出力する。そして、パスワード認証部３２は、パスワ
ード画像設定部３８により設定されたパスワード画像を操作パネル１９に表示する。なお
、パスワード画像の表示は、所定期間例えば１秒程度表示して消去させるようにすること
も可能であるし、ユーザの任意のタイミングで消去させるようにしても良い。
【０１１４】
　図１０（Ｄ）を用いて、本発明の実施の形態１に従うパスワード画像を表示した場合に
ついて説明する。
【０１１５】
　図１０（Ｄ）を参照して、ここでは、「認証できました」の表示とともに、「あなたの
パスワード画像」としてその下に画像オブジェクト３１０が表示されている場合が示され
ている。当該画像オブジェクトが後述するパスワード画像認証において用いられる認証キ
ーとして登録される。
【０１１６】
　再び、図１１を参照して、次に、パスワード画像と認証時刻を保存し、パスワード画像
認証機能をオンに設定する（ステップＳ５０）。具体的には、パスワード認証部３２は、
表示された画像オブジェクトをパスワード画像として、認証が成功した時刻を認証時刻と
して、パスワード画像の認証機能をオンとして、認証用データ保存部３６の認証テーブル
の対応するＩＤの項目欄に登録する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１１７】
　一方、ステップＳ４２において、パスワードの入力が無いと判断した場合（ステップＳ
４２においてＮＯ）には、認証が失敗した旨を通知する（ステップＳ５２）。
【０１１８】
　また、ステップＳ４４において、認証がＮＧで有る場合（ステップＳ４４においてＮＯ
）においても認証が失敗した旨を通知する（ステップＳ５２）。具体的には、パスワード
認証部３２は、認証が失敗した旨をＣＰＵ１０に通知する。当該処理により、ＣＰＵ１０
は、認証が失敗したユーザに対するＭＦＰ２０の機能の使用を禁止することによりセキュ
リティを確保することが可能である。
【０１１９】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　図１２は、パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態１に従う認証テー
ブルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【０１２０】
　図１２（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、パスワード画像が「なし」、パスワード認証機能のオンオフが「
オフ」、認証時刻が「０８／１２／１４　１７：０３：１５」として登録されている場合
が示されている。
【０１２１】
　そして、図１２（Ｂ）を参照して、次に、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワー
ドが「ｗＱ９ＤｓｐＸ」、パスワード画像が「あり（図１０の画像オブジェクト３１０）
」、パスワード認証機能のオンオフが「オン」、認証時刻が「０９／１／７　１１：２０
：３４」として登録されている場合が示されている。
【０１２２】
　この登録処理に従って、後述の画像認証処理が実行される。本例においては、複数回の
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セキュリティ印刷ジョブを受信した場合を想定して考える。
【０１２３】
　図１３を用いてパスワード画像認証処理のフローについて説明する。
　図１３を参照して、まず、パスワード画像選択画面を表示する（ステップＳ４１）。具
体的には、パスワード画像認証部３４は、認証方法選択部３０からの指示を受けて操作パ
ネル１９にパスワード画像選択画面を表示する。
【０１２４】
　図１４を用いて、本発明の実施の形態１に従うパスワード画像認証処理の画面について
説明する。
【０１２５】
　図１４（Ａ）は、上述した図１０（Ａ）と同様に本発明の実施の形態１に従うＩＤ選択
画面３００の一例である。
【０１２６】
　図１４（Ａ）を参照して、ここでは、上述したように登録された６個の登録ＩＤが表示
されている場合が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）
に対応する項目をタッチパネルを介して指定する。
【０１２７】
　一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目３０２が設けられ
ている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合について説
明する。
【０１２８】
　図１４（Ｂ）は、本発明の実施の形態１に従うパスワード画像選択画面３２０の一例を
説明する図である。
【０１２９】
　図１４（Ｂ）を参照して、ここでは、複数の画像オブジェクトが表示されており、その
中からユーザは、登録されている自己のパスワード画像を入力するように促される。そし
て、ユーザは、タッチパネルを介して自己の登録されたパスワード画像を入力する。
【０１３０】
　そして、パスワード画像が入力されることによりパスワード画像認証処理が開始される
。
【０１３１】
　再び、図１３を参照して、次に、パスワード画像の入力があったかどうかが判断される
（ステップＳ４３）。具体的には、パスワード画像認証部３４は、上記したパスワード画
像選択画面３２０においてパスワード画像が入力されたかどうかにより判断する。
【０１３２】
　そして、パスワード画像の入力が有ったと判断された場合（ステップＳ４３においてＹ
ＥＳ）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ４４）。具体的には、パスワ
ード画像認証部３４は、入力されたパスワード画像と、認証テーブルに登録されているパ
スワード画像とが一致するかどうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯＫであると
判断するものとする。
【０１３３】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ４４においてＹＥＳ）には、プリント出
力する（ステップＳ４５）。具体的には、セキュリティ印刷ジョブを実行してプリンタ部
１８においてジョブに含まれている画像データを展開して用紙に印刷する。
【０１３４】
　そして、認証が成功した旨を通知する（ステップＳ４６）。具体的には、パスワード認
証部３２は、認証が成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。
【０１３５】
　図１４（Ｃ）は、パスワード画像の認証が成功した場合を示す図である。
　図１４（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証できました」と表示されている。
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【０１３６】
　当該表示により、ユーザに認証が成功したことを通知する。
　当該構成により、パスワード認証処理によりセキュリティを確保するとともに、２回目
の認証の際には、パスワード画像認証を実行することにより簡易に認証を実行することが
可能であり、ユーザの利便性に供する。
【０１３７】
　なお、上記登録されたパスワード画像とともに表示される複数の画像オブジェクトは、
予め設けられているものとするが、どのような画像オブジェクトを用いることも可能であ
る。また、予め設けられているものに限られず、ダウンロードにより取得しても良いし、
ユーザが外部から登録するようにしても良い。
【０１３８】
　再び、図１３を参照して、次に、認証時刻を更新し保存する（ステップＳ４７）。具体
的には、パスワード画像認証部３４は、認証が成功した時刻を認証時刻として、認証テー
ブルの対応するＩＤの項目欄に登録する。すなわち、認証時刻を更新する。そして、処理
を終了する（エンド）。認証時刻を更新することにより、パスワード画像の有効期限をリ
スタートさせることが可能となる。
【０１３９】
　一方、ステップＳ４４において、認証がＮＧであると判断した場合（ステップＳ４４に
おいてＮＯ）には、認証が失敗した旨を通知する（ステップＳ５２）。具体的には、パス
ワード画像認証部３４は、認証が失敗した旨をＣＰＵ１０に通知する。当該処理により、
ＣＰＵ１０は、認証が失敗したユーザに対するＭＦＰ２０の機能の使用を禁止することに
よりセキュリティを確保することが可能である。
【０１４０】
　そして、次に、パスワード画像情報を消去する（ステップＳ５３）。具体的には、パス
ワード画像認証部３４は、認証用データ保存部３６に対してパスワード画像情報を消去す
るように指示する。パスワード画像認証は簡易な認証処理方式であるため認証が失敗した
場合であってもパスワード画像を有効とするならば悪意のある第三者にパスワード画像が
解読される可能性もあるからである。
【０１４１】
　図１５は、パスワード画像認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態１に従う認証
テーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
【０１４２】
　図１５（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、パスワード画像が「なし」、パスワード認証機能のオンオフが「
オフ」、認証時刻が「０８／１２／１４　１７：０３：１５」として登録されている場合
が示されている。また、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワードが「ｗＱ９Ｄｓｐ
Ｘ」、パスワード画像が「あり（図１０の画像オブジェクト３１０）」、パスワード認証
機能のオンオフが「オン」、認証時刻が「０９／１／７　１１：２０：３４」として登録
されている場合が示されている。
【０１４３】
　このユーザＩＤ「Ｂｏｂ」について、パスワード画像認証処理を実行した場合について
説明する。
【０１４４】
　図１５（Ｂ）を参照して、ここでは認証がＯＫであった場合の認証テーブルの情報が更
新された場合が示されている。
【０１４５】
　図１５（Ａ）と比較して異なる点は、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、認証時刻が「
０９／１／７　１１：３５：１４」として登録されている場合が異なる。その他の点につ
いては同様である。
【０１４６】
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　図１５（Ｃ）を参照して、ここでは、認証がＮＧであった場合の認証テーブルの情報が
更新された場合が示されている。具体的には、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワ
ード画像が消去されるとともに、パスワード画像認証機能のオンオフのフラグをオフに設
定し、認証時刻を消去した場合が示されている。
【０１４７】
　当該処理により、再度、認証処理を実行する場合には、パスワード認証のみが有効とな
るため当該処理により、セキュリティを強化することが可能である。
【０１４８】
　上記の図１３のフロー図においては、パスワード画像の認証が失敗した場合等には、認
証失敗としてＣＰＵ１０に通知するとともに、パスワード画像情報を消去する場合につい
て説明したが、正当なユーザが登録されたパスワード画像を忘却してしまって認証が失敗
する場合も考えられる。そのような場合に、再度、パスワード認証を実行することも可能
である。
【０１４９】
　図１６を用いて、本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０における認証処理の変形例に
ついて説明する。
【０１５０】
　図１６を参照して、図１３のフロー図と比較して異なる点は、ステップＳ５２，Ｓ５３
の代わりにステップＳ３０，Ｓ５３を実行する点が異なる。
【０１５１】
　具体的には、ステップＳ４３において、パスワード画像の入力が無い場合、あるいは、
ステップＳ４４において、認証がＮＧで有る場合に、パスワード画像情報を消去する（ス
テップＳ５３）。具体的には、パスワード画像認証部３４は、認証用データ保存部３６に
対してパスワード画像情報を消去するように指示する。パスワード画像認証は簡易な認証
処理方式であるため認証が失敗した場合であってもパスワード画像を有効とするならば悪
意のある第三者にパスワード画像が解読される可能性もあるからである。
【０１５２】
　そして、次に、パスワード認証を実行する（ステップＳ３０）。そして、処理を終了す
る。
【０１５３】
　パスワード認証については、図１１のフロー図で説明したのと同様である。この場合、
パスワード認証が成功した場合には、再度パスワード画像を設定して、登録することによ
り、新たなパスワード画像を登録することが可能であるためユーザの利便性に供する。
【０１５４】
　また、上記においては、パスワード画像設定部３８が複数の画像の中から任意に１つの
パスワード画像を設定する場合について説明したが、ユーザが自己の意思に基づいてパス
ワード画像を設定するようにしても良い。
【０１５５】
　図１７は、本発明の実施の形態１に従うＭＦＰ２０におけるパスワード認証処理の変形
例について説明する。
【０１５６】
　図１７を参照して、図１１のフロー図と比較して異なる点は、ステップＳ４６以降の処
理が異なる。具体的には、認証が成功した後、次に、パスワード画像設定画面を表示する
（ステップＳ５４）。パスワード認証部３２は、パスワード画像設定部３８に対して設定
可能な複数のパスワード画像を要求する。パスワード画像設定部３８は、設定可能な複数
のパスワード画像をパスワード認証部３２に出力する。そして、パスワード認証部３２は
、パスワード画像設定部３８により出力された設定可能な複数のパスワード画像を操作パ
ネル１９に表示する。
【０１５７】
　そして、パスワード画像の選択があったかどうかを判断する（ステップＳ５６）。具体
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的には、パスワード認証部３２は、パスワード画像設定画面において、ユーザからのパス
ワード画像の入力指示があったかどうかを判断する。
【０１５８】
　そして、パスワード画像の選択が有った場合（ステップＳ５６においてＹＥＳ）には、
選択されたパスワード画像と認証時刻を保存し、パスワード画像認証機能をオンに設定す
る（ステップＳ５７）。具体的には、パスワード認証部３２は、選択された画像オブジェ
クトをパスワード画像として、認証が成功した時刻を認証時刻として、パスワード画像の
認証機能をオンとして、認証用データ保存部３６の認証テーブルの対応するＩＤの項目欄
に登録する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１５９】
　一方、パスワード画像の選択が無かった場合（ステップＳ５６においてＮＯ）には、パ
スワード認証部３２は、認証用データ保存部３６の認証テーブルに対してパスワード画像
と認証時刻を保存せず、パスワード画像認証機能をオフに設定する（ステップＳ５８）。
【０１６０】
　図１８を用いて、本発明の実施の形態１の変形例に従うパスワード画像認証処理の画面
について説明する。
【０１６１】
　図１８（Ａ）を参照して、ここでは、上述したように登録された６個の登録ＩＤが表示
されている場合が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）
に対応する項目をタッチパネルを介して指定する。
【０１６２】
　一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目３０２が設けられ
ている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合について説
明する。
【０１６３】
　図１８（Ｂ）を参照して、ここでは、上述したようにパスワード入力画面３０８の一例
を説明する図である。
ここでは、パスワードを入力してくださいの表示とともに、パスワードをソフトウェアキ
ーボードの画面を用いて入力する入力欄３０４が設けられている場合が示されている。ユ
ーザは、入力欄３０４に自己が登録したパスワードをソフトウェアキーボードの画面を用
いて入力する。そして、入力欄３０４にパスワードをソフトウェアキーボードの画面を用
いて入力して、実行ボタン３０６を押下する。これによりパスワード認証処理が開始され
る。
【０１６４】
　図１８（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証できました。あなたのパスワード画像を、
決定してください。」の表示とともに、複数の登録可能なオブジェクト画像が表示されて
いる場合が示されている。
【０１６５】
　ユーザは、当該オブジェクト画像の中から自己の意思に基づくパスワード画像を決定す
ることが可能である。
【０１６６】
　そして、当該パスワード画像として決定（指定）された画像オブジェクトが後述するパ
スワード画像認証において用いられる認証キーとして登録される。
【０１６７】
　当該構成により、ユーザが任意にパスワード画像を決定することが可能であるためユー
ザの好みの画像を決定することが可能であり利便性が向上する。
【０１６８】
　ここで、「使用しない」のボタン３３１を選択することにより、パスワード認証部３２
は、認証用データ保存部３６の認証テーブルに対してパスワード画像と認証時刻を保存せ
ず、パスワード画像認証機能をオフに設定する。当該構成により、ユーザは、パスワード
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画像を用いたくない場合には、その機能をオフに設定することが可能であり、ユーザの利
便性が向上する。
【０１６９】
　なお、図１０（Ｄ）においても「使用しない」のボタン３３１を設けて、当該ボタンを
選択することにより、パスワード画像認証機能をオフに設定するようにすることも可能で
ある。
【０１７０】
　なお、本例においては、パスワード画像の提示については、パスワード認証成功後であ
る場合について説明したが、パスワード設定時のようなパスワード認証前にパスワード画
像を提示することも可能である。この場合には、パスワード認証成功時にパスワード画像
による認証を有効とすればよい。
【０１７１】
　（実施の形態２）
　上記においては、ＭＦＰ２０において、セキュリティ印刷ジョブを実行する場合にパス
ワード画像認証を実行する場合について説明した。
【０１７２】
　一方で、ＰＣにおいても同様のパスワード画像認証を実行することも可能である。
　図１９を用いて本発明の実施の形態２に従うＰＣ１１０の概略ブロック図について説明
する。
【０１７３】
　図１９を参照して、本発明の実施の形態に従うＰＣ１１０は、図３で説明したＰＣ１０
０とほぼ同様であり、認証処理部２０８をさらに設けた点が異なる。その他の点について
は同様であるのでその詳細な説明については繰り返さない。
【０１７４】
　なお、本例におけるＲＯＭ２１３あるいはＨＤＤ２１１においては、ＰＣ１１０におけ
る基本的な機能を実行するためのＯＳ（Operating Sistem）（例えばWindows（登録商標
））が格納されており、ＲＯＭ２１３あるいはＨＤＤ２１１に格納されたＯＳを起動する
ことにより、各種の処理を実行するためのソフトウェアプログラムが実行される。そして
、ＲＯＭ２１３あるいはＨＤＤ２１１には、一定期間、入力操作が無い場合には、画面を
保護するためのいわゆるスクリーンセーバの機能を有するソフトウェアプログラムが格納
されており、セキュリティ対策機能がスクリーンセーバの付加機能として設けられている
ものとする。具体的には、スクリーンセーバの機能から復帰する場合には認証処理部２０
８における認証処理を実行する。
【０１７５】
　本発明の実施の形態２に従うＰＣ１１０は、電源を投入して立ち上げた際、また、スク
リーンセーバの機能から復帰する場合に認証処理を実行する。
【０１７６】
　以下、本発明の実施の形態２においては、ＰＣ１１０においてユーザにとって利便性の
高い認証方式について説明する。
【０１７７】
　簡易に説明すると、最初の一回目の認証の際には、パスワード認証を実行し、以降の認
証の際にはパスワード画像認証かあるいはパスワード認証のいずれかが実行される。
【０１７８】
　図２０を用いて、本発明の実施の形態２に従う認証処理部２０８の機能ブロックについ
て説明する。
【０１７９】
　図２０を参照して、認証処理部２０８は、ユーザアカウント設定部４０２と、認証方法
選択部４０４と、パスワード認証部４０６と、パスワード画像認証部４０８と、認証用デ
ータ保存部４１０と、パスワード画像設定部４１２とを含む。
【０１８０】
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　ユーザアカウント設定部４０２は、ユーザアカウントを設定する処理を実行する。
　認証方法選択部４０４は、パスワード認証部４０６における認証処理か、パスワード画
像認証部４０８における認証処理かを選択する。
【０１８１】
　パスワード認証部４０６は、ユーザからの入力指示に従ってパスワード認証を実行する
。
【０１８２】
　パスワード画像認証部４０８は、ユーザからの入力指示に従って画像認証を実行する。
　認証用データ保存部４１０は、認証に用いる認証データが格納された認証テーブルを有
する。
【０１８３】
　パスワード画像設定部４１２は、後述するがパスワード画像認証部４０８で用いる画像
を設定する。
【０１８４】
　まず、認証情報を登録するユーザアカウントを設定する処理について説明する。
　図２１を用いて、本発明の実施の形態２に従うユーザアカウントを設定する処理につい
て説明する。
【０１８５】
　図２１を参照して、ユーザアカウントの設定指示があったかどうかを判断する（Ｓ２０
０）
　具体的には、ＣＰＵ２０１は、入力部２０９である例えばポインティングデバイスであ
るマウス等の入力指示によりＰＣ１１０を利用するユーザを登録するユーザアカウント設
定プログラムの起動を指示したかどうかを判断する。なお、ユーザアカウント設定プログ
ラムは、例えば、ＲＯＭ２１３に格納されており、所定の指示により起動されるものとす
る。例えば、ディスプレイ部２０６に設けられたアイコンを指定することにより起動する
ようにしても良い。
【０１８６】
　ＣＰＵ２０１は、ユーザアカウントの設定指示が有ったと判断した場合（ステップＳ２
００においてＹＥＳ）には、認証処理部２０８を起動する。そして、ユーザアカウント設
定部４０２は、ユーザアカウント設定画面を表示する（ステップＳ２０２）。
【０１８７】
　図２２を用いてユーザアカウント設定画面５００を説明する。
　図２２を参照して、ここでは、ユーザアカウント設定画面５００において、登録するユ
ーザＩＤと、パスワードとを入力する入力欄５０２，５０４が設けられている場合が示さ
れている。
【０１８８】
　入力欄５０２に、キーボード等を用いて、ユーザＩＤを入力し、入力欄５０４にキーボ
ード等を用いてパスワードを入力することが可能である。
【０１８９】
　そして、ここで、ユーザアカウント設定画面５００の下領域において、「ＯＫ」の項目
のボタン５０６が設けられている。ユーザがポインティングデバイスであるマウス等によ
りＯＫボタン５０６を指定することによりアカウント情報であるユーザＩＤおよびパスワ
ードを設定することができる。
【０１９０】
　一方、「Ｃａｎｃｅｌ」ボタン５０８を指定することによりユーザアカウントの設定処
理を終了することが可能である。
【０１９１】
　再び、図２１を参照して、設定入力が有るかどうかを判断する（ステップＳ２０４）。
具体的には、ユーザアカウント設定部４０２は、ユーザアカウント設定画面において、ユ
ーザＩＤおよびパスワードの入力とともに「ＯＫ」ボタン５０６が押下されたかどうかを
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判断する。
【０１９２】
　ステップＳ２０４において、設定入力が有ると判断した場合（ステップＳ２０４におい
てＹＥＳ）には、アカウント情報を登録する（ステップＳ２０６）。具体的には、ユーザ
アカウント設定部４０２は、認証用データ保存部４１０の認証テーブルにアカウント情報
であるユーザＩＤおよびパスワードを登録する。
【０１９３】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　一方、ステップＳ２０４において、設定入力が無いと判断した場合（ステップＳ２０４
においてＮＯ）には、アカウント情報の設定処理を終了する（エンド）。
【０１９４】
　本例においては、上記ユーザアカウント設定画面によりユーザＩＤおよびパスワードが
設定されているものとして説明する。
【０１９５】
　認証用データ保存部４１０に格納されている認証テーブルについては、図８で説明した
のとほぼ同様であるがパスワード画像認証機能のオンオフの項目は設けられない。ユーザ
ＩＤと、パスワードと、パスワード画像と、認証時刻の項目が設けられているものとする
。その他の点については同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０１９６】
　図２３を用いて、本発明の実施の形態２に従うＰＣ１１０における認証処理について説
明する。
【０１９７】
　図２３を参照して、まず、ＰＣが起動されたかどうかを判断する（ステップＳ６０）。
具体的には、図示しない電源ボタンにより電源が投入された場合にＰＣが起動されたもの
と判断する。また、当該ＰＣの起動は、所定の期間ＰＣ１１０を操作しない場合にスクリ
ーンセーバが起動した場合に、スクリーンセーバから復帰する場合が含まれる。
【０１９８】
　当該ＰＣが起動された場合には、ＣＰＵ１０は、ＰＣ１１０の認証処理部２０８を起動
して認証処理を実行する。
【０１９９】
　そして、次に、ＩＤ選択画面を表示する（ステップＳ６１）。具体的には、図２１で説
明した認証方法選択部４０４は、認証用データ保存部４１０に格納されている認証テーブ
ルを読み出して登録されているＩＤについて、ＩＤ選択画面としてディスプレイ制御部２
０５を介してディスプレイ部２０６に表示する。
【０２００】
　図２４を用いて、本発明の実施の形態２に従う認証処理の画面の一例について説明する
。
【０２０１】
　図２４（Ａ）は、本発明の実施の形態２に従うＩＤ選択画面６０２の一例を説明する図
である。
【０２０２】
　図２４（Ａ）を参照して、ここでは、登録された４個の登録ＩＤが表示されている場合
が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）に対応する項目
をポインティングデバイスであるマウス等により指定する。
【０２０３】
　ここでは、一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目６０４
が設けられている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合
について説明する。
【０２０４】
　再び、図２３を参照して、次に、ＩＤ選択が有るかどうかを判断する（ステップＳ６２
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）。具体的には、認証方法選択部４０４は、上述したＩＤ選択画面において、ＩＤに対応
する項目の指定があったかどうかを判断する。
【０２０５】
　そして、次に、ＩＤ選択が有ると判断した場合（ステップＳ６２においてＹＥＳ）には
、パスワード画像が設定されており、認証時刻が同じ日であるかどうかを判断する（ステ
ップＳ６４）。具体的には、認証方法選択部４０４は、認証用データ保存部４１０に格納
されている認証テーブルを読み出して、対応するＩＤについて認証時刻が登録されている
場合に同じ日であるかどうかを判断する。
【０２０６】
　そして、認証方法選択部４０４は、パスワード画像が設定されており、認証時刻が同じ
日であると判断した場合（ステップＳ６４においてＹＥＳ）には、次に、スクリーンセー
バが起動してから１０分以内かどうかを判断する（ステップＳ６６）。具体的には、認証
方法選択部４０４は、スクリーンセーバが起動された時刻と現在時刻との比較に基づいて
１０分以内であるかどうかを判断する。
【０２０７】
　ステップＳ６６において、スクリーンセーバが起動してから１０分以内である場合（ス
テップＳ６６）には、パスワード画像認証を実行する（ステップＳ６８）。具体的には、
認証方法選択部４０４は、スクリーンセーバが起動してから１０分以内である場合には、
パスワード画像認証部４０８に対してパスワード画像認証を実行するように指示する。パ
スワード画像認証については後述する。
【０２０８】
　一方、ＩＤ選択が無いと判断された場合（ステップＳ６２においてＮＯ）には、認証処
理を終了する（エンド）。例えば、図示ししてないが「キャンセル」等を押下した場合に
、認証処理を終了する。この場合には、ＰＣ１１０は利用不可に設定される。
【０２０９】
　また、ステップＳ６４において、パスワード画像が設定されており、認証時刻が同じ日
でないと判断した場合（ステップＳ６４においてＮＯ）には、ステップＳ７２に進む。具
体的には、認証方法選択部４０４は、パスワード認証部４０６に対してパスワード認証を
実行するように指示する。認証時刻が同じ日でない場合には、セキュリティを確保するた
めにパスワード認証を実行するようにしている。パスワード認証については後述する。
【０２１０】
　また、ステップＳ６６において、スクリーンセーバが起動してから１０分以内でないと
判断した場合（ステップＳ６６においてＮＯ）には、ステップＳ７２に進む。具体的には
、認証方法選択部４０４は、パスワード認証部４０６に対してパスワード認証を実行する
ように指示する。スクリーンセーバが起動してから１０分以内でない場合には、セキュリ
ティを確保するためにパスワード認証を実行するようにしている。例えば、電源を投入し
て立ち上げた際には、スクリーンセーバが起動されていないためパスワード認証が実行さ
れることになる。
【０２１１】
　図２５を用いて、ステップＳ７２におけるパスワード認証処理について説明する。
　図２５を参照して、まず、パスワード入力画面を表示する（ステップＳ１１０）。具体
的には、パスワード認証部４０６は、認証方法選択部４０４からの指示を受けてディスプ
レイ部２０６にパスワード入力画面を表示する。
【０２１２】
　図２４（Ｂ）は、本発明の実施の形態２に従うパスワード入力画面の一例を説明する図
である。
【０２１３】
　図２４（Ｂ）を参照して、ここでは、パスワードを入力してくださいの表示とともに、
パスワードを入力する入力欄６０６が設けられている場合が示されている。ユーザは、入
力欄６０６に自己が登録したパスワードを入力部２０９を構成するキーボードを用いて入
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力する。
【０２１４】
　そして、実行ボタン６０８を押下する。これによりパスワード認証処理が開始される。
　再び図２５を参照して、次に、パスワードの入力があったかどうかが判断される（ステ
ップＳ１１２）。具体的には、パスワード認証部４０６は、上記したパスワード入力画面
において入力欄６０６にパスワードが入力されて実行ボタン６０８が押下されたかどうか
により判断する。
【０２１５】
　そして、パスワードの入力が有ったと判断された場合（ステップＳ１１２においてＹＥ
Ｓ）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ１１４）。具体的には、パスワ
ード認証部４０６は、入力欄６０６に入力されたパスワードと、認証テーブルに登録され
ているパスワードとが一致するかどうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯＫであ
ると判断するものとする。
【０２１６】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ１１４においてＹＥＳ）には、次に、ロ
グイン処理を実行する（ステップＳ１１６）。具体的には、パスワード認証部４０６は、
認証が成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。これにより、ＰＣ１１０を利用することが可
能となる。上述したように例えば、電源を投入して立ち上げた際には、スクリーンセーバ
が起動されていないためパスワード認証が実行されることになる。すなわち、電源を投入
して立ち上げた際には、通常のパスワード認証を実行することによりセキュリティを強化
することが可能である。
【０２１７】
　そして、次に、パスワード画像を表示する（ステップＳ１１８）。パスワード認証部４
０６は、パスワード画像設定部４１２に対して、パスワード画像を設定するように指示す
る。パスワード画像設定部４１２は、複数のパスワード画像の中から任意に１つのパスワ
ード画像を設定してパスワード認証部４０６に出力する。そして、パスワード認証部４０
６は、パスワード画像設定部４１２により設定されたパスワード画像をディスプレイ部２
０６に表示する。なお、パスワード画像の表示は、所定期間例えば１秒程度表示して消去
させるようにすることも可能であるし、ユーザの任意のタイミングで消去させるようにし
ても良い。
【０２１８】
　図２４（Ｃ）を用いて、本発明の実施の形態２に従うパスワード画像を表示した場合に
ついて説明する。
【０２１９】
　図２４（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証されました」の表示とともに、「あなたの
パスワード画像」としてその下に画像オブジェクト６１０が表示されている場合が示され
ている。当該画像オブジェクトが後述するパスワード画像認証において用いられる認証キ
ーとして登録される。
【０２２０】
　再び、図２５を参照して、次に、パスワード画像と認証時刻を保存する（ステップＳ１
２０）。具体的には、パスワード認証部４０６は、表示された画像オブジェクトをパスワ
ード画像として、認証が成功した時刻を認証時刻として、認証用データ保存部４１０の認
証テーブルの対応するＩＤの項目欄に登録する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０２２１】
　一方、ステップＳ１１４において、認証がＮＧであると判断した場合（ステップＳ４４
においてＮＯ）には、ログイン不可とする（ステップＳ１２２）。当該処理により、ログ
イン不可のユーザに対してＰＣ１１０の機能の使用を禁止することによりセキュリティを
確保することが可能である。
【０２２２】
　図２６は、パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態２に従う認証テー
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ブルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【０２２３】
　図２６（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、パスワード画像が「なし」、認証時刻が「０８／１２／１４　１
７：０３：１５」として登録されている場合が示されている。
【０２２４】
　そして、図２６（Ｂ）を参照して、次に、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワー
ドが「ｗＱ９ＤｓｐＸ」、パスワード画像が「あり（図１０の画像オブジェクト３１０）
」、認証時刻が「０９／１／７　１１：２０：３４」として登録されている場合が示され
ている。
【０２２５】
　この登録処理に従って、後述の画像認証処理が実行される。
　図２７を用いてパスワード画像認証処理のフローについて説明する。
【０２２６】
　図２７を参照して、まず、パスワード画像選択画面を表示する（ステップＳ８０）。具
体的には、パスワード画像認証部４０８は、認証方法選択部４０４からの指示を受けてデ
ィスプレイ部２０６にパスワード画像選択画面を表示する。
【０２２７】
　図２８を用いて、本発明の実施の形態２に従うパスワード画像認証処理の画面について
説明する。
【０２２８】
　図２８（Ａ）は、上述した図２４（Ａ）と同様に本発明の実施の形態２に従うＩＤ選択
画面６０２の一例である。
【０２２９】
　図２８（Ａ）を参照して、ここでは、上述したように登録された６個の登録ＩＤが表示
されている場合が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）
に対応する項目をポインティングデバイスであるマウスを用いて指定する。
【０２３０】
　一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目６０４が設けられ
ている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合について説
明する。
【０２３１】
　図２８（Ｂ）は、本発明の実施の形態２に従うパスワード画像選択画面６１０の一例を
説明する図である。
【０２３２】
　図２８（Ｂ）を参照して、ここでは、複数の画像オブジェクトが表示されており、その
中からユーザは、登録されている自己のパスワード画像を入力するように促される。そし
て、ユーザは、ポインティングデバイスであるマウスを用いて自己の登録されたパスワー
ド画像を入力する。本例においては、一例として、画像オブジェクト６１４を指定する。
【０２３３】
　そして、パスワード画像が入力されることによりパスワード画像認証処理が開始される
。
【０２３４】
　再び、図２７を参照して、次に、パスワード画像の入力があったかどうかが判断される
（ステップＳ８２）。具体的には、パスワード画像認証部４０８は、上記したパスワード
画像選択画面６１０においてパスワード画像が入力されたかどうかにより判断する。パス
ワード画像の入力が無い場合（ステップＳ８２においてＮＯ）には、ステップＳ８７に進
む。具体的には、図示しないが「Ｃａｎｃｅｌ」ボタンをマウス等により指定した場合に
相当する。
【０２３５】
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　そして、パスワード画像の入力が有ったと判断された場合（ステップＳ８２においてＹ
ＥＳ）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ８４）。具体的には、パスワ
ード画像認証部４０８は、入力されたパスワード画像と、認証テーブルに登録されている
パスワード画像とが一致するかどうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯＫである
と判断するものとする。
【０２３６】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ８４においてＹＥＳ）には、ログイン処
理を実行する（ステップＳ８５）。具体的には、パスワード画像認証部４０８は、認証が
成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。これにより、ＰＣ１１０を利用することが可能とな
る。
【０２３７】
　図２８（Ｃ）は、パスワード画像の認証が成功した場合を示す図である。
　図２８（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証できました」と表示されている。
【０２３８】
　当該表示により、ユーザに認証が成功したことを通知する。
　当該構成により、パスワード認証処理によりセキュリティを確保するとともに、所定条
件の場合には、認証の際には、パスワード画像認証を実行することにより簡易に認証を実
行することが可能であり、ユーザの利便性に供する。すなわち、本例においては、スクリ
ーンセーバが起動してから１０分以内である場合に、パスワード画像認証を実行する。し
たがって、スクリーンセーバが起動してから、復帰する場合に、パスワード画像を入力す
ることにより簡易に認証処理を実行することが可能であるためパスワード認証を繰り返し
実行しなければならないというユーザの負担を軽減し、ユーザの利便性を向上させること
が可能である。
【０２３９】
　再び、図２７を参照して、次に、認証時刻を更新し保存する（ステップＳ８６）。具体
的には、パスワード画像認証部４０８は、認証が成功した時刻を認証時刻として、認証テ
ーブルの対応するＩＤの項目欄に登録する。すなわち、認証時刻を更新する。そして、処
理を終了する（エンド）。認証時刻を更新することにより、パスワード画像の有効期限を
リスタートさせることが可能となる。
【０２４０】
　一方、ステップＳ８４において、認証がＮＧであると判断した場合（ステップＳ８４に
おいてＮＯ）には、パスワード画像情報を消去する（ステップＳ８７）。パスワード画像
認証は簡易な認証処理方式であるため認証が失敗した場合であってもパスワード画像を有
効とするならば悪意のある第三者にパスワード画像が解読される可能性もあるからである
。
【０２４１】
　そして、パスワード認証を実行する（ステップＳ７２）。パスワード認証については、
図２５において説明したのと同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０２４２】
　具体的には、パスワード画像認証部４０８は、認証がＮＧである場合には、パスワード
認証を実行することにより、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０２４３】
　図２９は、パスワード画像認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態２に従う認証
テーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
【０２４４】
　図２９（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、パスワード画像が「なし」、認証時刻が「０８／１２／１４　１
７：０３：１５」として登録されている場合が示されている。また、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ
」に対応して、パスワードが「ｗＱ９ＤｓｐＸ」、パスワード画像が「あり（図１０の画
像オブジェクト３１０）」、認証時刻が「０９／１／７　１１：２０：３４」として登録
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されている場合が示されている。
【０２４５】
　このユーザＩＤ「Ｂｏｂ」について、パスワード画像認証処理を実行した場合について
説明する。
【０２４６】
　図２９（Ｂ）を参照して、ここでは認証がＯＫであった場合の認証テーブルの情報が更
新された場合が示されている。
【０２４７】
　図２９（Ａ）と比較して異なる点は、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、認証時刻が「
０９／１／７　１１：３５：１４」として登録されている場合が異なる。その他の点につ
いては同様である。
【０２４８】
　図２９（Ｃ）を参照して、ここでは、認証がＮＧであった場合の認証テーブルの情報が
更新された場合が示されている。具体的には、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワ
ード画像が消去されるとともに、認証時刻を消去した場合が示されている。
【０２４９】
　当該処理により、再度、認証処理を実行する場合には、パスワード認証のみが有効とな
るため当該処理により、セキュリティを強化することが可能である。
【０２５０】
　パスワード認証については、図２５のフロー図で説明したのと同様である。この場合、
パスワード認証が成功した場合には、再度パスワード画像を設定して、登録することによ
り、新たなパスワード画像を登録することが可能であるためユーザの利便性に供する。
【０２５１】
　また、上記においては、パスワード画像設定部４１２が複数の画像の中から任意に１つ
のパスワード画像を設定する場合について説明したが、ユーザが自己の意思に基づいてパ
スワード画像を設定するようにしても良い。
【０２５２】
　具体的には、図１４（Ｂ）で説明したように複数のパスワード画像の中から任意に１つ
のパスワード画像を選択させるようにすることも可能である。当該構成により、ユーザが
任意にパスワード画像を決定することが可能であるためユーザの好みの画像を決定するこ
とが可能であり利便性が向上する。
【０２５３】
　（実施の形態３）
　上記においては、パスワード画像により簡易に認証処理を実行する方式について説明し
た。
【０２５４】
　本例においては、パスワード画像ではなく別の方式により簡易に認証処理を実行する方
式について説明する。
【０２５５】
　本発明の実施の形態３に従うＰＣの構成は、図２０で説明したＰＣ１１０と同様の構成
であり、認証処理部２０８を認証処理部２０８＃に置換した点が異なる。その他の点につ
いては同様であるのでその詳細な説明は省略する。
【０２５６】
　上述したように、本発明の実施の形態３に従うＰＣは、電源を投入して立ち上げた際、
また、スクリーンセーバの機能から復帰する場合に認証処理を実行する。
【０２５７】
　図３０を用いて、本発明の実施の形態３に従う認証処理部２０８＃の機能ブロックにつ
いて説明する。
【０２５８】
　図３０を参照して、認証処理部２０８＃は、ユーザアカウント設定部４０２と、認証方
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法選択部４０４と、第１パスワード認証部４０６＃と、第２パスワード認証部４０８＃と
、認証用データ保存部４１０と、第２パスワード設定部４１３とを含む。
【０２５９】
　ユーザアカウント設定部４０２は、ユーザアカウントを設定する処理を実行する。
　認証方法選択部４０４は、第１パスワード認証部４０６＃における認証処理か、第２パ
スワード認証部４０８＃における認証処理かを選択する。
【０２６０】
　第１パスワード認証部４０６＃は、ユーザからの入力指示に従って第１の方式に従うパ
スワード認証（第１パスワード認証とも称する）を実行する。
【０２６１】
　第２パスワード認証部４０８＃は、ユーザからの入力指示に従って第２の方式に従うパ
スワード認証（第２パスワード認証とも称する）を実行する。
【０２６２】
　認証用データ保存部４１０は、認証に用いる認証データが格納された認証テーブルを有
する。
【０２６３】
　第２パスワード設定部４１３は、後述するが第２パスワード認証部４０８＃で用いるパ
スワードを設定する。
【０２６４】
　ユーザアカウント設定部４０２における設定処理については、図３１で説明したのと同
様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０２６５】
　図３１を用いてユーザアカウント設定画面５００を説明する。
　図３１を参照して、ここでは、図２３と同様のユーザアカウント設定画面５００が示さ
れている。図２２と同様であるのでその詳細な説明については省略する。
【０２６６】
　本例においては、上記ユーザアカウント設定画面によりユーザＩＤおよびパスワードが
設定されているものとして説明する。
【０２６７】
　認証用データ保存部４１０に格納されている認証テーブルについては、図８で説明した
のとほぼ同様であるがパスワード画像認証機能のオンオフの項目は設けられない。ユーザ
ＩＤと、パスワードと、簡易パスワードと、認証時刻の項目が設けられているものとする
。その他の点については同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０２６８】
　図３２を用いて、本発明の実施の形態３に従うＰＣにおける認証処理について説明する
。
【０２６９】
　図３２を参照して、まず、ＰＣが起動されたかどうかを判断する（ステップＳ６０）。
具体的には、図示しない電源ボタンにより電源が投入された場合にＰＣが起動されたもの
と判断する。また、当該ＰＣの起動は、所定の期間ＰＣ１１０を操作しない場合にスクリ
ーンセーバが起動した場合に復帰した場合が含まれる。
【０２７０】
　当該ＰＣが起動された場合には、ＣＰＵ１０は、ＰＣの認証処理部２０８＃を起動して
認証処理を実行する。
【０２７１】
　そして、次に、ＩＤ選択画面を表示する（ステップＳ６１）。具体的には、図３０で説
明した認証方法選択部４０４は、認証用データ保存部４１０に格納されている認証テーブ
ルを読み出して登録されているＩＤについて、ＩＤ選択画面としてディスプレイ制御部２
０５を介してディスプレイ部２０６に表示する。
【０２７２】
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　図３３を用いて、本発明の実施の形態３に従う認証処理の画面の一例について説明する
。
【０２７３】
　図３３（Ａ）は、本発明の実施の形態３に従うＩＤ選択画面６０２の一例を説明する図
である。
【０２７４】
　図３３（Ａ）を参照して、ここでは、登録された４個の登録ＩＤが表示されている場合
が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）に対応する項目
をポインティングデバイスであるマウス等により指定する。
【０２７５】
　ここでは、一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目６０４
が設けられている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合
について説明する。
【０２７６】
　再び、図３２を参照して、次に、ＩＤ選択が有るかどうかを判断する（ステップＳ６２
）。具体的には、認証方法選択部４０４は、上述したＩＤ選択画面において、ＩＤに対応
する項目の指定があったかどうかを判断する。
【０２７７】
　そして、次に、ＩＤ選択が有ると判断した場合（ステップＳ６２においてＹＥＳ）には
、簡易パスワードが設定されており、認証時刻が同じ日であるかどうかを判断する（ステ
ップＳ９４）。具体的には、認証方法選択部４０４は、認証用データ保存部４１０に格納
されている認証テーブルを読み出して、対応するＩＤについて認証時刻が登録されている
場合に同じ日であるかどうかを判断する。
【０２７８】
　そして、認証方法選択部４０４は、簡易パスワードが設定されており、認証時刻が同じ
日であると判断した場合（ステップＳ９４においてＹＥＳ）には、次に、スクリーンセー
バが起動してから１０分以内かどうかを判断する（ステップＳ６６）。具体的には、認証
方法選択部４０４は、スクリーンセーバが起動された時刻と現在時刻との比較に基づいて
１０分以内であるかどうかを判断する。
【０２７９】
　ステップＳ６６において、スクリーンセーバが起動してから１０分以内である場合（ス
テップＳ６６）には、第２パスワード認証を実行する（ステップＳ６８）。具体的には、
認証方法選択部４０４は、第２パスワード認証部４０８＃に対して第２の方式に従うパス
ワード認証を実行するように指示する。第２の方式に従うパスワード認証については後述
する。
【０２８０】
　一方、ＩＤ選択が無いと判断された場合（ステップＳ６２においてＮＯ）には、認証処
理を終了する（エンド）。例えば、図示ししてないが「キャンセル」等を押下した場合に
、認証処理を終了する。この場合には、ＰＣは利用不可に設定される。
【０２８１】
　また、ステップＳ９４において、簡易パスワードが設定されており、認証時刻が同じ日
でないと判断した場合（ステップＳ９４においてＮＯ）には、ステップＳ１０２に進む。
具体的には、認証方法選択部４０４は、第１パスワード認証部４０６＃に対して第１の方
式に従うパスワード認証を実行するように指示する。第１の方式に従うパスワード認証に
ついては後述する。
【０２８２】
　また、ステップＳ６６において、スクリーンセーバが起動してから１０分以内でないと
判断した場合（ステップＳ６６においてＮＯ）には、ステップＳ１０２に進む。具体的に
は、認証方法選択部４０４は、第１パスワード認証部４０６＃に対してパスワード認証を
実行するように指示する。例えば、電源を投入して立ち上げた際には、スクリーンセーバ
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が起動されていないためパスワード認証が実行されることになる。
【０２８３】
　図３４を用いて、ステップＳ１０２における第１の方式に従うパスワード認証処理につ
いて説明する。
【０２８４】
　第１の方式に従うパスワード認証処理は、通常のパスワード比較による認証処理である
。
【０２８５】
　図３４を参照して、まず、パスワード入力画面を表示する（ステップＳ１１０）。具体
的には、第１パスワード認証部４０６＃は、認証方法選択部４０４からの指示を受けてデ
ィスプレイ部２０６にパスワード入力画面を表示する。
【０２８６】
　図３３（Ｂ）は、本発明の実施の形態３に従うパスワード入力画面の一例を説明する図
である。
【０２８７】
　図３３（Ｂ）を参照して、ここでは、パスワードを入力してくださいの表示とともに、
パスワードを入力する入力欄６０６が設けられている場合が示されている。ユーザは、入
力欄６０６に自己が登録したパスワードを入力部２０９を構成するキーボードを用いて入
力する。
【０２８８】
　そして、実行ボタン６０８を押下する。これによりパスワード認証処理が開始される。
　再び図３４を参照して、次に、パスワードの入力があったかどうかが判断される（ステ
ップＳ１１２）。具体的には、第１パスワード認証部４０６＃は、上記したパスワード入
力画面において入力欄６０６にパスワードが入力されて実行ボタン６０８が押下されたか
どうかにより判断する。
【０２８９】
　そして、パスワードの入力が有ったと判断された場合（ステップＳ１１２においてＹＥ
Ｓ）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ１１４）。具体的には、第１パ
スワード認証部４０６＃は、入力欄６０６に入力されたパスワードと、認証テーブルに登
録されているパスワードとが一致するかどうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯ
Ｋであると判断するものとする。
【０２９０】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ１１４においてＹＥＳ）には、次に、ロ
グイン処理を実行する（ステップＳ１１６）。具体的には、第１パスワード認証部４０６
＃は、認証が成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。これにより、ＰＣ１１０を利用するこ
とが可能となる。上述したように例えば、電源を投入して立ち上げた際には、スクリーン
セーバが起動されていないためパスワード認証が実行されることになる。すなわち、電源
を投入して立ち上げた際には、通常のパスワード認証を実行することによりセキュリティ
を強化することが可能である。
【０２９１】
　そして、次に、簡易パスワードを表示する（ステップＳ１１７）。第１パスワード認証
部４０６＃は、第２パスワード設定部４１３に対して、文字数制限のある簡易パスワード
を設定するように指示する。第２パスワード設定部４１３は、所定のルールに従って、登
録されたパスワードから新たな別のパスワード（簡易パスワード）を設定する。本例にお
いては、一例として登録されているパスワードの先頭２文字を抽出するものとする。
【０２９２】
　そして、第２パスワード設定部４１３は、登録されているパスワードの中から先頭の２
文字を抽出して簡易パスワードを設定して第１パスワード認証部４０６＃に出力する。そ
して、第１パスワード認証部４０６＃は、第２パスワード設定部４１３により設定された
簡易パスワードをディスプレイ部２０６に表示する。なお、簡易パスワードの表示は、所
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定期間例えば１秒程度表示して消去させるようにすることも可能であるし、ユーザの任意
のタイミングで消去させるようにしても良い。
【０２９３】
　図３３（Ｃ）を用いて、本発明の実施の形態３に従うパスワード画像を表示した場合に
ついて説明する。
【０２９４】
　図３３（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証されました」の表示とともに、「あなたの
簡易パスワード」としてその下にパスワード「ｗＱ」６１１が表示されている場合が示さ
れている。当該簡易パスワードが後述する第２の方式に従うパスワード認証において用い
られる認証キーとして登録される。
【０２９５】
　再び、図３４を参照して、次に、簡易パスワードと認証時刻を保存する（ステップＳ１
２１）。具体的には、第１パスワード認証部４０６＃は、表示されたパスワードを簡易パ
スワードとして、認証が成功した時刻を認証時刻として、認証用データ保存部４１０の認
証テーブルの対応するＩＤの項目欄に登録する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０２９６】
　一方、ステップＳ１１４において、認証がＮＧであると判断した場合（ステップＳ４４
においてＮＯ）には、ログイン不可とする（ステップＳ１２２）。当該処理により、ログ
イン不可のユーザに対してＰＣ１１０の機能の使用を禁止することによりセキュリティを
確保することが可能である。
【０２９７】
　図３５は、パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態３に従う認証テー
ブルに登録した場合の処理の流れについて説明する図である。
【０２９８】
　図３５（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、簡易パスワードが「なし」、認証時刻が「０８／１２／１４　１
７：０３：１５」として登録されている場合が示されている。
【０２９９】
　そして、図３５（Ｂ）を参照して、次に、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、パスワー
ドが「ｗＱ９ＤｓｐＸ」、簡易パスワードが「ｗＱ」、認証時刻が「０９／１／７　１１
：２０：３４」として登録されている場合が示されている。
【０３００】
　この登録処理に従って、後述の第２の方式に従うパスワード認証処理が実行される。
　図３６を用いて第２の方式に従うパスワード認証処理のフローについて説明する。
【０３０１】
　図３６を参照して、まず、パスワード入力画面を表示する（ステップＳ１１１）。具体
的には、第２パスワード認証部４０８＃は、認証方法選択部４０４からの指示を受けてデ
ィスプレイ部２０６にパスワード入力画面を表示する。
【０３０２】
　図３７を用いて、本発明の実施の形態３に従うパスワード画像認証処理の画面について
説明する。
【０３０３】
　図３７（Ａ）は、上述した図２４（Ａ）と同様に本発明の実施の形態３に従うＩＤ選択
画面６０２の一例である。
【０３０４】
　図３７（Ａ）を参照して、ここでは、上述したように登録された６個の登録ＩＤが表示
されている場合が示されている。ユーザは、このうち自己のＩＤ（本例の場合ユーザ名）
に対応する項目をポインティングデバイスであるマウスを用いて指定する。
【０３０５】
　一例として、ユーザ名である「Ｂｏｂ」と表示された登録ＩＤの項目６０４が設けられ
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ている場合が示されており、本例においては、当該「Ｂｏｂ」を指定する場合について説
明する。
【０３０６】
　図３７（Ｂ）は、本発明の実施の形態３に従うパスワード入力画面の一例を説明する図
である。
【０３０７】
　図３７（Ｂ）を参照して、ここでは、「パスワードを入力してください。簡易パスワー
ドでも、かまいません。」の表示とともに、入力欄６３１が設けられており、ユーザは、
入力欄６３１に自己が登録したパスワードあるいは簡易パスワードを入力部２０９を構成
するキーボードを用いて入力することが可能である。
【０３０８】
　そして、実行ボタン６３２を押下する。これにより第２パスワード認証処理が開始され
る。
【０３０９】
　再び図３６を参照して、次に、パスワードあるいは簡易パスワードの入力があったかど
うかが判断される（ステップＳ１１３）。具体的には、第２パスワード認証部４０８＃は
、上記したパスワード入力画面において入力欄６３１にパスワードあるいは簡易パスワー
ドが入力されて実行ボタン６３２が押下されたかどうかにより判断する。入力欄６３１の
入力が無い場合（ステップＳ１１３においてＮＯ）には、ステップＳ８７に進む。具体的
には、図示しないが「Ｃａｎｃｅｌ」ボタンをマウス等により指定した場合に相当する。
【０３１０】
　そして、パスワードの入力が有ったと判断された場合（ステップＳ１１３においてＹＥ
Ｓ）には、次に認証がＯＫかどうか判断する（ステップＳ１１５）。具体的には、第２パ
スワード認証部４０８＃は、入力欄６３１に入力されたパスワードあるいは簡易パスワー
ドと、認証テーブルに登録されているパスワードあるいは簡易パスワードとが一致するか
どうかを判断する。そして、一致すれば認証がＯＫであると判断するものとする。
【０３１１】
　認証がＯＫであると判断した場合（ステップＳ１１５においてＹＥＳ）には、ログイン
処理を実行する（ステップＳ８５）。具体的には、第２パスワード認証部４０８＃は、認
証が成功した旨をＣＰＵ１０に通知する。これにより、ＰＣを利用することが可能となる
。
【０３１２】
　図３７（Ｃ）は、第２パスワード認証が成功した場合を示す図である。
　図３７（Ｃ）を参照して、ここでは、「認証できました」と表示されている。
【０３１３】
　当該表示により、ユーザに認証が成功したことを通知する。
　当該構成により、第１パスワード認証によりセキュリティを確保するとともに、所定条
件の場合には、認証の際には、第２パスワード認証を実行することにより簡易に認証を実
行することが可能であり、ユーザの利便性に供する。すなわち、本例においては、スクリ
ーンセーバが起動してから１０分以内である場合に、第２パスワード認証を実行する。し
たがって、スクリーンセーバが起動してから、復帰する場合に、第２パスワード認証を入
力することにより簡易に認証処理を実行することが可能であるため第１パスワード認証を
繰り返し実行しなければならないというユーザの負担を軽減し、ユーザの利便性を向上さ
せることが可能である。
【０３１４】
　再び、図３６を参照して、次に、認証時刻を更新し保存する（ステップＳ８６）。具体
的には、第２パスワード認証部４０８＃は、認証が成功した時刻を認証時刻として、認証
テーブルの対応するＩＤの項目欄に登録する。すなわち、認証時刻を更新する。そして、
処理を終了する（エンド）。認証時刻を更新することにより、簡易パスワードの有効期限
をリスタートさせることが可能となる。
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【０３１５】
　一方、ステップＳ１１５において、認証がＮＧであると判断した場合（ステップＳ１１
５においてＮＯ）には、簡易パスワード情報を消去する（ステップＳ８９）。簡易パスワ
ードによる第２パスワード認証は簡易な認証処理方式であるため認証が失敗した場合であ
ってもパスワード画像を有効とするならば悪意のある第三者にパスワード画像が解読され
る可能性もあるからである。
【０３１６】
　一方、ステップＳ１１２において、パスワードの入力が無い（ステップＳ１１２におい
てＮＯ）と判断された場合およびステップＳ１１４において、認証がＮＧであると判断し
た場合（ステップＳ１１４においてＮＯ）には、ログイン不可とする（ステップＳ１２２
）。当該処理により、ログイン不可のユーザに対してＰＣ１１０の機能の使用を禁止する
ことによりセキュリティを確保することが可能である。
【０３１７】
　図３８は、第２パスワード認証処理を実行した場合の本発明の実施の形態３に従う認証
テーブルに登録する場合の処理の流れについて説明する図である。
【０３１８】
　図３８（Ａ）を参照して、ここでは、ユーザＩＤ「Ａｌｉｃｅ」に対応して、パスワー
ドが「Ｏｗ８ｇｃＡ」、簡易パスワードが「なし」、認証時刻が「０８／１２／１４　１
７：０３：１５」として登録されている場合が示されている。また、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ
」に対応して、パスワードが「ｗＱ９ＤｓｐＸ」、簡易パスワードが「ｗＱ」、認証時刻
が「０９／１／７　１１：２０：３４」として登録されている場合が示されている。
【０３１９】
　このユーザＩＤ「Ｂｏｂ」について、第２パスワード認証処理を実行した場合について
説明する。
【０３２０】
　図３８（Ｂ）を参照して、ここでは認証がＯＫであった場合の認証テーブルの情報が更
新された場合が示されている。
【０３２１】
　図３８（Ａ）と比較して異なる点は、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、認証時刻が「
０９／１／７　１１：３５：１４」として登録されている場合が異なる。その他の点につ
いては同様である。
【０３２２】
　図３８（Ｃ）を参照して、ここでは、認証がＮＧであった場合の認証テーブルの情報が
更新された場合が示されている。具体的には、ユーザＩＤ「Ｂｏｂ」に対応して、簡易パ
スワード情報が消去されるとともに、認証時刻を消去した場合が示されている。
【０３２３】
　当該処理により、再度、認証処理を実行する場合には、第１パスワード認証のみが有効
となるため当該処理により、セキュリティを強化することが可能である。
【０３２４】
　第１パスワード認証については、図３４のフロー図で説明したのと同様である。この場
合、パスワード認証が成功した場合には、再度簡易パスワードを設定して、登録すること
により、新たな簡易パスワードを登録することが可能であるためユーザの利便性に供する
。
【０３２５】
　また、上記においては、第２パスワード設定部４１３が第１パスワードを用いて所定の
ルールに従って、本例においては先頭２文字を抽出することにより第２パスワードである
簡易パスワードを設定する方式について説明したが、特にこれに限られず他の方式により
簡易パスワードを設定するようにしても良い。
【０３２６】
　例えば、先頭２文字ではなく、最終部２文字でも良いし、２文字に限らず所定数の文字
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を抽出しても良い。
【０３２７】
　あるいは、パスワードとユーザＩＤの順に並べて５文字毎に１文字ずつ抽出するように
しても良い。また、上記で抽出した文字を１文字ずつ次の文字にシフトして簡易パスワー
ドを設定するようにしても良い。例えば、アルファベットのａ～ｚの順番で並んでいる文
字について、例えば、ｃ→ｄ、ｚ→ａの如くシフトさせることが可能である。あるいは、
アルファベットに限らず数字であるならば昇順的に次の数字にシフトさせるようにしても
良い。例えば、８→９の如くシフトさせることが可能である。
【０３２８】
　または、上記のシフトの方式を上述した２文字抽出したものと組み合わせて用いること
も可能である。
【０３２９】
　上記の簡易パスワードの生成のルールについては、ユーザが選択できるようにしても良
いし、簡易パスワード自体をユーザが任意に設定するようにしても良い。
【０３３０】
　なお、上記においては、図３７において、パスワードあるいは簡易パスワードのいずれ
かの入力でも良い方式としたが、セキュリティを強化するために、それぞれ分けて、２回
のパスワード入力画面を表示してユーザに入力させるようにしても良い。
【０３３１】
　なお、上記装置を制御する各部について、コンピュータを機能させて、上述のフローで
説明したような制御を実行させるプログラムを提供することもできる。このようなプログ
ラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disk-
Read　Only　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memo
ry）およびメモリカードなどのコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プロ
グラム製品として提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディ
スクなどの記録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネット
ワークを介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
【０３３２】
　なお、プログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム（ＯＳ）の一部として
提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列で所定のタイミ
ングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログラム自体には上
記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモジュールを含ま
ないプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０３３３】
　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０３３４】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０３３５】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて請求の範囲に
よって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【０３３６】
　１　情報処理システム、２　ＨＤＤ、４　認証処理部、６　ＲＯＭ、８　ＲＡＭ、１０
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，２０１　ＣＰＵ、１２　ネットワークカード、１４　ＦＡＸモデム、１６　スキャナ部
、１７　ＬＡＮ、１８　プリンタ部、１９　操作パネル、２０　ＭＦＰ、３０，４０４　
認証方法選択部、３２，４０６　パスワード認証部、３４，４０８　パスワード画像認証
部、３６，４１０　認証用データ保存部、３８，４１２　パスワード画像設定部、１００
，１１０　ＰＣ、２０３　内部バス、２０５　ディスプレイ制御部、２０６　ディスプレ
イ部、２０７　ＮＩＣ、２０９　入力部、２１１　ＨＤＤ、２１２　ＲＡＭ、２１３　Ｒ
ＯＭ、２１５　ＣＤ－ＲＯＭドライブ、２１７　ＦＤＤドライブ、４０２　ユーザアカウ
ント設定部、４０６＃　第１パスワード認証部、４０８＃　第２パスワード認証部、４１
３　第２パスワード設定部。

【図１】

【図２】

【図３】
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