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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の第１の
動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面に表示
された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個または複数
個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択画面を
表示可能な表示手段と、
　ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画面に表示される前記第１または第２の
動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モード設定キーを非表示に変更するカス
タマイズ手段と、
　を備え、
　前記カスタマイズ手段は、前記第１のキー選択画面に表示される第１の動作モード設定
キーのうちの少なくとも１つの動作モード設定キーの非表示への変更がユーザにより指示
された際に、変更を指示された動作モード設定キーの下位階層の第２のキー選択画面に、
非表示への変更を規制するように予め設定された動作モード設定キーが存在している場合
には、前記変更を指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理を行わないことを
特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記変更を規制する動作モード設定キーは、前記変更が指示された動作モード設定キー
と同一の機能グループに属する動作モード設定キーである請求項１に記載の画像処理装置
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。
【請求項３】
　前記第１及び第２の動作モード設定キーの利用履歴を記憶する記憶手段を備え、
　前記変更を規制する動作モード設定キーは、前記記憶手段に記憶された利用履歴のある
動作モード設定キーである請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記カスタマイズ手段は、前記第２のキー選択画面に非表示への変更を規制するように
予め設定された動作モード設定キーが存在している場合、表示手段に警告画面を表示する
請求項１～３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記警告画面には、変更処理を行うか否かをユーザに確認させる確認表示が含まれ、
　前記カスタマイズ手段は、変更処理を行う旨のユーザの意思を確認した場合に、変更が
指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理を行う請求項４に記載の画像処理装
置。
【請求項６】
　前記カスタマイズ手段は、前記変更を指示された動作モード設定キーの非表示への変更
処理を行う場合は、前記変更を規制する動作モード設定キーを上位階層の第１のキー選択
画面に移動表示させる請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記カスタマイズ手段は、前記変更を規制する動作モード設定キーが複数個存在する場
合、これらの上位階層の動作モード設定キーを作成し、該作成された動作モード設定キー
を上位階層の第１のキー選択画面に表示させる請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記変更を規制する複数個の動作モード設定キーの表示スペースが、前記第１のキー選
択画面に存在しない場合に、前記カスタマイズ手段は、前記上位階層の動作モード設定キ
ーを作成し第１のキー選択画面に表示させる請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の第１の
動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面に表示
された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個または複数
個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択画面を
表示手段に表示するステップと、
　ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画面に表示される前記第１または第２の
動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モード設定キーを非表示に変更するカス
タマイズステップと、
　を備え、
　前記カスタマイズステップでは、前記第１のキー選択画面に表示される第１の動作モー
ド設定キーのうちの少なくとも１つの動作モード設定キーの非表示への変更がユーザによ
り指示された際に、変更が指示された動作モード設定キーの下位階層の第２のキー選択画
面に、非表示への変更を規制するように予め設定された動作モード設定キーが存在してい
る場合には、前記変更が指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理を行わない
ことを特徴とする画像処理装置における動作モード設定キーの表示方法。
【請求項１０】
　自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の第１の
動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面に表示
された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個または複数
個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択画面を
表示手段に表示するステップと、
　ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画面に表示される前記第１または第２の
動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モード設定キーを非表示に変更するカス



(3) JP 4973746 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

タマイズステップと、
　を画像処理装置のコンピュータに実行させるための動作モード設定キーの表示制御プロ
グラムであって、
　前記第１のキー選択画面に表示される第１の動作モード設定キーのうちの少なくとも１
つの動作モード設定キーの非表示への変更がユーザにより指示された際に、変更が指示さ
れた動作モード設定キーの下位階層の第２のキー選択画面に、非表示への変更を規制する
ように予め設定された動作モード設定キーが存在している場合には、前記変更対象の動作
モード設定キーの非表示への変更処理を実行しないように前記コンピュータを動作させる
動作モード設定キーの表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、操作パネル部等の表示手段に表示され、動作モードを設定するための複数
の動作モード設定キーをユーザに選択させるためのキー選択画面を、ユーザがカスタマイ
ズ可能な画像形成装置等の画像処理装置、同装置における動作モード設定キーの表示方法
及び表示制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＦＰ（Multi Function Peripherals）と称される多機能デジタル画像形成装置
等の画像処理装置では、多くの機能が搭載されている。このような画像処理装置では、こ
れら機能についての動作モードを設定するための各動作モード設定キーを、キー選択画面
として操作パネル部の画面上に表示することが行われている。
【０００３】
　近年の複合機は、様々な利用形態に対応するために、搭載機能が増加の一途をたどり、
その結果、画面上に表示される動作モード設定キーの数も増加している。
【０００４】
　ところで、ユーザの多くは、画像形成装置に搭載された多くの機能の中で基本機能のみ
を使用するか、あるいは装置を利用する環境やユーザの業務に応じて利用する機能はある
程度決まっている。しかし、操作パネル部の画面に表示される動作モード設定キーが多い
と、利用したい目的の機能のキーと不必要な機能のキーとが混在して、それらが分かりに
くかったり、目的の機能を操作するための操作手順が多くなってしまうといった問題があ
る。また、初心者は操作に混乱を来たし、管理者ユーザは初心者に対して操作のための教
育やサポートを行わなければならず、管理コストの上昇を招くという問題もあり、管理者
ユーザからは装置の機能を減らしてほしいという要望が出されるようになった。
【０００５】
　このような要望に対処するため、不必要な動作モード設定キーを表示させないように画
面上のキー表示をカスタマイズできる技術が既に開発されている（例えば特許文献１参照
）。
【０００６】
　このカスタマイズ技術では、動作モード設定キーを非表示に変更することにより、一つ
のキー選択画面に表示される動作モード設定キーの数を減らすことが可能である。
【０００７】
　また、同じように、操作パネル部の表示をカスタマイズし、不要な機能を削除したり、
グレーアウトする技術も知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－３６１９８６号公報
【特許文献２】特開２００７－２４９８６３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、管理者は画像処理装置が有する全ての機能、機能の相互関係、利用状況
等を必ずしも把握しているとは限らないため、管理者等の要望に応えて、動作モード設定
キーを単純に非表示に変更してしまうと、以下の示すように、管理者以外のユーザが本来
利用したい機能を設定するための動作モード設定キーが非表示に変更されてしまい、却っ
て不便であるという新たな問題がある。
【００１０】
　即ち、画像処理装置の表示画面の面積は、通常限られており、１画面に表示されたキー
選択画面に含ませることができる動作モード設定キーも限界があることから、動作モード
設定キーを階層構造の複数のキー選択画面で表示することが一般に行われている。
【００１１】
　この場合、下位階層のキー選択画面に表示されている動作モード設定キーは、必ずしも
上位階層のキー選択画面に表示される動作モード設定キーとセットになっているわけでは
なく、下位階層のキー選択画面に表示される他の動作モード設定キーと同時に利用される
ことが多い等の利便性の観点から、下位階層のキー選択画面に配置されている場合もある
。また、複数の独立した機能を設定するための動作モード設定キーが、意味的な集合体と
して下位階層のキー選択画面に配置され、そのキー選択画面に移動するための設定キーが
上位階層のキー選択画面に配置されている場合もある。
【００１２】
　このような場合、上位階層のキー選択画面の動作モード設定キーの表示が非表示に変更
されると、その設定キーの下位階層のキーモード選択画面に配置される全ての動作モード
設定キーが画一的に非表示に変更されてしまい、利用率が高く利用制限をしなくても良い
動作モード設定キーも自動的に非表示となり、使い勝手が悪いという問題がある。
【００１３】
　さらに、管理者等が装置の機能を減らしたいと考えている場合、この要望に単純に応え
てしまうと、利用頻度が高い機能についても、その機能の動作モードを設定するための設
定キーが非表示に変更されてしまう可能性がある。その結果、利用者の生産性が落ちると
か、利用者から管理者への再表示の依頼や再表示のための処理が必要であり、やはり使い
勝手が悪いという問題がある。
【００１４】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、キー選択画面に表示された動作モ
ード設定キーを管理者等のユーザの操作に基づいて非表示に変更する場合に、非表示への
変更を指示された動作モード設定キーを無条件に非表示に変更するのを防止して、使い勝
手を良くした画像処理装置及び同装置における動作モード設定キーの表示方法を提供し、
さらには前記方法を画像処理装置のコンピュータに実行させるための表示制御プログラム
を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題は、以下の手段によって解決される。
（１）自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の第
１の動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面に
表示された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個または
複数個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択画
面を表示可能な表示手段と、ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画面に表示さ
れる前記第１または第２の動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モード設定キ
ーを非表示に変更するカスタマイズ手段と、を備え、前記カスタマイズ手段は、前記第１
のキー選択画面に表示される第１の動作モード設定キーのうちの少なくとも１つの動作モ
ード設定キーの非表示への変更がユーザにより指示された際に、変更を指示された動作モ
ード設定キーの下位階層の第２のキー選択画面に、非表示への変更を規制するように予め
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設定された動作モード設定キーが存在している場合には、前記変更を指示された動作モー
ド設定キーの非表示への変更処理を行わないことを特徴とする画像処理装置。
（２）前記変更を規制する動作モード設定キーは、前記変更が指示された動作モード設定
キーと同一の機能グループに属する動作モード設定キーである前項１に記載の画像処理装
置。
（３）前記第１及び第２の動作モード設定キーの利用履歴を記憶する記憶手段を備え、
　前記変更を規制する動作モード設定キーは、前記記憶手段に記憶された利用履歴のある
動作モード設定キーである前項１に記載の画像処理装置。
（４）前記カスタマイズ手段は、前記第２のキー選択画面に非表示への変更を規制するよ
うに予め設定された動作モード設定キーが存在している場合、表示手段に警告画面を表示
する前項１～３のいずれかに記載の画像処理装置。
（５）前記警告画面には、変更処理を行うか否かをユーザに確認させる確認表示が含まれ
、前記カスタマイズ手段は、変更処理を行う旨のユーザの意思を確認した場合に、変更が
指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理を行う前項４に記載の画像処理装置
。
（６）前記カスタマイズ手段は、前記変更を指示された動作モード設定キーの非表示への
変更処理を行う場合は、前記変更を規制する動作モード設定キーを上位階層の第１のキー
選択画面に移動表示させる前項５に記載の画像処理装置。
（７）前記カスタマイズ手段は、前記変更を規制する動作モード設定キーが複数個存在す
る場合、これらの上位階層の動作モード設定キーを作成し、該作成された動作モード設定
キーを上位階層の第１のキー選択画面に表示させる前項６に記載の画像処理装置。
（８）前記変更を規制する複数個の動作モード設定キーの表示スペースが、前記第１のキ
ー選択画面に存在しない場合に、前記カスタマイズ手段は、前記上位階層の動作モード設
定キーを作成し第１のキー選択画面に表示させる前項７に記載の画像処理装置。
（９）自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の第
１の動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面に
表示された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個または
複数個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択画
面を表示手段に表示するステップと、ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画面
に表示される前記第１または第２の動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モー
ド設定キーを非表示に変更するカスタマイズステップと、を備え、前記カスタマイズステ
ップでは、前記第１のキー選択画面に表示される第１の動作モード設定キーのうちの少な
くとも１つの動作モード設定キーの非表示への変更がユーザにより指示された際に、変更
が指示された動作モード設定キーの下位階層の第２のキー選択画面に、非表示への変更を
規制するように予め設定された動作モード設定キーが存在している場合には、前記変更が
指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理を行わないことを特徴とする画像処
理装置における動作モード設定キーの表示方法。
（１０）自装置が有する機能についての動作モードを設定するための１個または複数個の
第１の動作モード設定キーが表示された第１のキー選択画面と、前記第１のキー選択画面
に表示された動作モード設定キーのうちのいずれかのキーが押下されたときに、１個また
は複数個の第２の動作モード設定キーが表示された下位階層の画面である第２のキー選択
画面を表示手段に表示するステップと、ユーザの操作に基づいて、前記第１のキー選択画
面に表示される前記第１または第２の動作モード設定キーの中の少なくとも一つの動作モ
ード設定キーを非表示に変更するカスタマイズステップと、を画像処理装置のコンピュー
タに実行させるための動作モード設定キーの表示制御プログラムであって、前記第１のキ
ー選択画面に表示される第１の動作モード設定キーのうちの少なくとも１つの動作モード
設定キーの非表示への変更がユーザにより指示された際に、変更が指示された動作モード
設定キーの下位階層の第２のキー選択画面に、非表示への変更を規制するように予め設定
された動作モード設定キーが存在している場合には、前記変更対象の動作モード設定キー
の非表示への変更処理を実行しないように前記コンピュータを動作させる動作モード設定
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キーの表示制御プログラム。
                                                                                
【発明の効果】
【００１６】
　前項（１）に記載の発明によれば、上位階層の画面である第１のキー選択画面に表示さ
れる第１の動作モード設定キーのうちの少なくとも１つの動作モード設定キーの非表示へ
の変更がユーザにより指示された際に、変更が指示された動作モード設定キーの下位階層
の第２のキー選択画面に、非表示への変更を規制するように予め設定された動作モード設
定キーが存在している場合には、前記変更を指示された動作モード設定キーの非表示への
変更処理は行われない。このため、非表示への変更を規制する動作モード設定キーを予め
設定しておくことで、管理者等のユーザにより動作モード設定キーの非表示への変更が指
示されたときに、該設定キーの下位階層のキーモード選択画面に配置される全ての動作モ
ード設定キーが自動的に非表示に変更されて、利用制限をしなくても良い動作モード設定
キーも自動的に非表示となる不都合を防止することができ、使い勝手を良くすることがで
きる。
【００１７】
　前項（２）に記載の発明によれば、変更が指示された動作モード設定キーと同一の機能
グループに属する動作モード設定キーが下位階層に存在する場合は、管理者等のユーザに
よって非表示を指示された動作モード設定キーが自動的に非表示に変更されるのを防止す
ることができる。
【００１８】
　前項（３）に記載の発明によれば、利用履歴のある動作モード設定キーが下位階層に存
在する場合は、管理者等のユーザによって非表示を指示された動作モード設定キーが自動
的に非表示に変更されるのを防止することができる。
【００１９】
　前項（４）に記載の発明によれば、第２のキー選択画面に非表示への変更を規制するよ
うに予め設定された動作モード設定キーが存在している場合には、表示手段に警告画面が
表示されるから、ユーザは、下位階層に非表示への変更が規制されている動作モード設定
キーが存在していることを認識することができる。
【００２０】
　前項（５）に記載の発明によれば、変更処理を行う旨のユーザの意思を警告画面により
確認した場合に、変更が指示された動作モード設定キーの非表示への変更処理が行われる
から、ユーザの意思を尊重することができる。
【００２１】
　前項（６）に記載の発明によれば、変更を指示された動作モード設定キーが非表示へ変
更されても、変更を規制する動作モード設定キーが上位階層の第１のキー選択画面に表示
されるから、ユーザはこれら変更を規制する動作モード設定キーを使用することができる
。
【００２２】
　前項（７）に記載の発明によれば、変更を指示された動作モード設定キーが非表示へ変
更されても、変更を規制する複数個の動作モード設定キーの上位階層の動作モード設定キ
ーが第１のキー選択画面に表示されるから、ユーザはこれら変更を規制する動作モード設
定キーを使用することができる。
【００２３】
　前項（８）に記載の発明によれば、変更を規制する複数個の動作モード設定キーの表示
スペースが、第１のキー選択画面に存在しない場合に、上位階層の動作モード設定キーが
作成され、第１のキー選択画面に表示される。
【００２４】
　前項（９）に記載の発明によれば、非表示への変更を規制する動作モード設定キーを予
め設定しておくことで、設定キーの非表示への変更が指示されたときに、該設定キーの下
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位階層のキーモード選択画面に配置される全ての動作モード設定キーが自動的に非表示に
変更されて、利用制限をしなくても良い動作モード設定キーも自動的に非表示となる不都
合を防止することができ、使い勝手を良くすることができる。
【００２５】
　前項（１０）に記載の発明によれば、動作モード設定キーの非表示への変更が指示され
たときに、該設定キーの下位階層のキーモード選択画面に配置される全ての動作モード設
定キーが自動的に非表示に変更されて、利用制限をしなくても良い動作モード設定キーも
自動的に非表示となる不都合を防止することができる処理を、画像処理装置のコンピュー
タに実行させることができる。
【００２６】
　前項（１１）に記載の発明によれば、利用履歴のある動作モード設定キーについての非
表示への変更が管理者等のユーザによって指示されたときは、該動作モード設定キーが自
動的に非表示に変更されるのを防止することができる。
【００２７】
　前項（１２）に記載の発明によれば、利用履歴のある動作モード設定キーについての非
表示への変更が管理者等のユーザによって指示されたときは、該動作モード設定キーが自
動的に非表示に変更されるのを防止することができる。
【００２８】
　前項（１３）に記載の発明によれば、利用履歴のある動作モード設定キーについての非
表示への変更が管理者等のユーザによって指示されたときに、該動作モード設定キーが自
動的に非表示に変更されるのを防止することができる処理を、画像処理装置のコンピュー
タに実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像処理装置が用いられた画像処理システムの構成
図である。
【図２】図１のシステムに用いられている画像処理装置としてのＭＦＰの電気的構成を示
すブロック図である。
【図３】パネル表示部に表示されるキー選択画面の遷移状態を示す図である。
【図４】管理者モードにおける非表示設定モードへの移行操作を説明するための図である
。
【図５】動作モード設定キーを非表示に変更する場合の一般的なパネル表示部の画面遷移
を説明するための図である。
【図６】各動作モード設定キーについての管理テーブルを示す図である。
【図７】動作モード設定キーが非表示に変更されたときの管理テーブルを示す図である。
【図８】この発明の一実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に変更する場
合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【図９】この発明の他の実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に変更する
場合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【図１０】図８及び図９に示した警告画面を表示するときの画像処理装置の動作を示すフ
ローチャートである。
【図１１】１個の動作モード設定キーに対して非表示への変更を指示する場合のキー選択
画面を示す図である。
【図１２】複数個の動作モード設定キーに対して非表示への変更を指示する場合のキー選
択画面を示す図である。
【図１３】動作モード設定キーの履歴テーブルを示す図である。
【図１４】この発明のさらに他の実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に
変更する場合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【図１５】図１４に示した警告画面を表示するときの画像処理装置の動作を示すフローチ
ャートである。
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【図１６】この発明のさらに他の実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に
変更する場合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【図１７】この発明のさらに他の実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に
変更する場合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【図１８】この発明のさらに他の実施形態を示すもので、動作モード設定キーを非表示に
変更する場合のパネル表示部の画面遷移を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３１】
　図１は、この発明の一実施形態に係る画像処理装置が用いられた画像処理システムの構
成図である。
【００３２】
　この画像処理システムは、画像処理装置１と端末装置であるクライアントパソコン（以
下ＰＣと記す）２とがネットワーク３を介して相互に接続され、画像処理装置１は、ネッ
トワーク３を介してＰＣ２から印刷ジョブの指示を受けて、印刷を実行できるものとなさ
れている。
【００３３】
　この実施形態では、前記画像処理装置１として、前述した多機能デジタル画像形成装置
（ＭＦＰともいう）が用いられている。
【００３４】
　図２は、ＭＦＰ１の概略構成を示すブロック図である。
【００３５】
　このＭＦＰ１は、全体制御部１１と、原稿読取部１２と、画像形成部１３と、情報記憶
部１４と、パネル表示部１５と、パネル入力部１６と、通信部１７を備えている。
【００３６】
　前記全体制御部１１は、図示しないＣＰＵと、ＣＰＵが動作する際の作業領域を提供す
るメモリであるＲＡＭと、ＣＰＵの動作プログラム等を記憶するメモリであるＲＯＭ等を
備えている。この全体制御部１１は、ＭＦＰ１の全体動作を統括的に制御するものである
が、特にこの実施形態では、パネル表示部１５のキー選択画面に表示される複数の動作モ
ード設定キーの中から、ユーザが利用しないキーを非表示に変更してカスタマイズできる
カスタマイズ機能や、動作モード設定キーの表示状態を制御する機能等を有している。
【００３７】
　なお、この明細書において、動作モード設定キーを単に「設定キー」ということもある
。
【００３８】
　前記原稿読取部１２は、原稿画像を読み取って電子データである画像データに変換する
ものである。
【００３９】
　前記画像形成部１３は、原稿読取部１２で読み取られた原稿の画像データや、ＰＣ２等
の外部機器から送信されてきたプリントデータ等をプリントするものである。
【００４０】
　前記情報記憶部１４は、例えば動作モードの設定内容、ジョブ履歴情報、設定キーの利
用履歴情報等を記憶するものである。また、設定キー毎に、その名称、表示あるいは非表
示の設定内容、その設定キーが配置されるキー選択画面の情報、押下されたときに移行す
る画面の情報、他の設定キーとの関係等の情報が記憶されている。さらには、情報記憶部
１４には、画像データ等の各種データやアプリケーション等が記憶されている。
【００４１】
　前記パネル表示部１５は、例えば後述するキー選択画面などの各種操作画面、装置の状
態、メッセージ等を表示するものであり、タッチパネル式の液晶等からなる。
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【００４２】
　前記パネル入力部１６は、ユーザが入力操作等に用いるものであり、テンキー、スター
トキー、ストップキー等のハードキーを有している。
【００４３】
　前記通信部１７は、ＬＡＮ等のネットワーク３を介して接続されているＰＣ２等の外部
機器との間での通信を司るものである。
【００４４】
　次に、前記パネル表示部１５に表示されるキー選択画面の遷移について説明する。
【００４５】
　パネル表示部１５に、例えば図３（Ａ）に示すようなキー選択画面１５１ａが表示され
ているものとする。このキー選択画面１５１ａには、「印字面設定」キー、「印刷用紙設
定」キー、「仕上げ設定」キーの３個の設定キーが表示されているものとする。
【００４６】
　このキー選択画面１５１ａにおいて、前記「印字面設定」キーをユーザが押下すると、
矢印で示すように、該設定キーの下位階層の画面である図３（Ｂ）に示すキー選択画面１
５１ｂに遷移する。
【００４７】
　このキー選択画面１５１ｂには、印刷面の詳細を設定するための設定キーとして、「片
面印刷」キーと「両面印刷」キーが表示されている。
【００４８】
　このように、ユーザは所望の機能を使用してジョブを実行させたい場合、前記機能につ
いての動作モードを設定するための設定キーが表示されたキー選択画面をパネル表示部１
５に表示させ、該当する設定キーを押下する。その設定キーの下位階層のキー選択画面が
存在する場合は、さらにその下位階層のキー選択画面において、該当する設定キーを押下
し、動作モードを設定したのち、スタートキー等を押下してジョブを実行させる。
【００４９】
　ここで、管理者等のユーザが、任意のキー選択画面において不要な設定キーを非表示に
変更して画面をカスタマイズしたい場合は、パネル表示部１５に図４（Ａ）に示す管理者
モード画面１５２ａを表示させ、「非表示設定」キーを選択する。するとＭＦＰ１は、図
４（Ｂ）の画面１５２ｂに示すように、非表示設定モードへ移行する。
【００５０】
　例えば、図３（Ａ）に示したキー選択画面１５１ａにおける「印字面設定」キーを非表
示に変更したい場合、非表示設定モードにおいて、図５（Ａ）に示すキー選択画面１５３
ａをパネル表示部１５に表示させ、「印字面設定」キーを押下する。すると、図５（Ｂ）
に示す設定／移行画面１５３ｂに遷移する。この画面では、「非表示」キーと「移行」キ
ーが表示されるとともに、「印字面設定」キーを非表示にするか、下位階層の画面に移行
するかの選択メッセージが表示されている。
【００５１】
　この設定／移行画面１５３ｂにおいて、「非表示」キーが選択されると、図５（Ｄ）に
示す非表示処理済画面１５３ｄに遷移する。この非表示処理済画面１５３ｄでは、非表示
への変更設定が反映されて、「印字面設定」キーが表示されず、「印刷用紙設定」キーと
「仕上げ設定」キーのみが表示されたカスタマイズ後の確認画面が表示される。この場合
、「印字面設定」キーが非表示となるから、ユーザは「印字面設定」キーの下位階層のキ
ー選択画面に表示される「片面印刷」キーと「両面印刷」キーを使用できない。つまり、
ＭＦＰ１の印刷面の設定機能を利用することはできない。
【００５２】
　一方、設定／移行画面１５３ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図５（Ｃ）に
示す下位階層のキー選択画面１５３ｃに遷移する。なお、管理者等がキー選択画面１５３
ｃに表示された「片面印刷」キーまたは「両面印刷」キーのいずれかを選択すると、図示
は省略したが選択されたキーを非表示に変更するか否かの問い合わせ画面が表示され、「
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非表示」キーを選択することで、この設定キーが非表示となされた確認画面に遷移する。
【００５３】
　このようにして、管理者等のユーザは、所望の設定キーを非表示に変更することができ
る。
【００５４】
　図６は、設定キー毎の種々の情報をまとめた管理テーブルであり、この管理テーブルの
内容は、情報記憶部１４に記憶されている。この実施形態では、各設定キー毎に、「設定
キーＩＤ」、「キー名称」、「所在画面」、「移行画面」、「表示状態」、「機能グルー
プ」の各項目が設定されている。
【００５５】
　「設定キーＩＤ」は設定キー毎に割り振られた識別子であり、「キー名称」はキー選択
画面に表示される設定キーの名称である。「所在画面」はその設定キーが表示されるキー
選択画面を特定する識別子であり、同一の数字が記載された設定キーは、同一のキー選択
画面に表示されることを意味している。従って、この実施形態では、設定キーＩＤ１の「
印字面設定」キーと、設定キーＩＤ２の「印刷用紙設定」キーと、設定キーＩＤ３の「仕
上げ設定」キーとが、丸数字１で特定されるキー選択画面に同時に表示され、設定キーＩ
Ｄ４の「片面印刷」キーと、設定キーＩＤ５の「両面印刷」キーとが、丸数字２で特定さ
れるキー選択画面に同時に表示されるものとなされている。
【００５６】
　「移行画面」は、その設定キーが押下されたときに移行する画面を特定する識別子、換
言すれば下位階層のキー選択画面を特定するための情報であり、この例では、「印字面設
定」キーが押下されると、丸数字２のキー選択画面に移行するものとなされており、その
画面では設定キーＩＤ４の「片面印刷」キーと、設定キーＩＤ５の「両面印刷」キーが表
示される。
【００５７】
　「表示状態」は、設定キーを表示するか非表示とするかを示す情報である。
【００５８】
　「機能グループ」は、設定キーが属する機能グループを示す情報であり、同一の機能グ
ループに属する設定キーについては、同一のグループ名が付されている。この実施形態で
は、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キーと、設定キーＩＤ４の「片面印刷」キーと、設
定キーＩＤ５の「両面印刷」キーとが、同一の機能グループ「あ」に属するものとなされ
ている。
【００５９】
　この機能グループは、後述するように、上位階層のキー選択画面に表示される設定キー
の非表示への変更がユーザにより指示された際に、この非表示への変更をそのまま許可す
るか規制するかを決定する判断要素となるものであり、管理者等のユーザによりあるいは
デフォルトにて予め設定されている。
【００６０】
　図６のテーブルでは、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キーが丸数字１の画面に表示さ
れており、該設定キーが押下されたとき丸数字２の画面に移行し、「あ」という機能グル
ープに属していること、設定キーＩＤ２の「印刷用紙設定」キーが丸数字１の画面に表示
されており、該設定キーが押下されたとき丸数字３の画面に移行し、「い」という機能グ
ループに属していること、設定キーＩＤ３の「仕上げ設定」キーが丸数字１の画面に表示
されており、該設定キーが押下されたとき丸数字４の画面に移行し、「う」という機能グ
ループに属していること、設定キーＩＤ４の「片面印刷」キーが丸数字２の画面に表示さ
れており、該設定キーが押下されたときは画面の移行はなく、「あ」という機能グループ
に属していること、設定キーＩＤ５の「両面印刷」キーが丸数字２の画面に表示されてお
り、該設定キーが押下されたときは画面の移行はなく、「あ」という機能グループに属し
ていること、がそれぞれ示されている。
【００６１】
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　管理者等のユーザが非表示に変更する設定キーを選択して、非表示に変更設定すると、
図６の管理テーブルの内容も更新される。例えば、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キー
が非表示に変更されると、図７に示すように、管理テーブル中の設定キーＩＤ１の「印字
面設定」キーについて、「表示状態」の項目の内容が「表示」から「非表示」へと更新さ
れる。
【００６２】
　この場合、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キーが丸数字１で特定されるキー選択画面
には表示されず、従ってユーザはこの「印字面設定」キーを押下することはできないから
、丸数字２の画面に移行することはできない。結果として、ユーザは設定キーＩＤ４及び
５の「片面印刷」キー及び「両面印刷」キーを選択することはできなくなる。
【００６３】
　しかしながら、下位階層のキー選択画面に、管理者ユーザ以外の一般ユーザが本来利用
したい機能を設定するための設定キーが存在している場合に、上位階層の設定キーが非表
示に変更されてしまうと、下位階層のキー選択画面が自動的に非表示になるため、一般ユ
ーザは本来利用したい前記設定キーを利用することができない。
【００６４】
　そこで、この実施形態では、ＭＦＰ１は、設定キーを非表示にカスタマイズする際に、
非表示への変更を指示された設定キーの下位階層のキー選択画面に、前記指示された設定
キーで設定される機能とは異なる個別の機能を設定するための設定キーが存在している場
合には、前記指示された設定キーを直ちには非表示に変更せず、警告画面を表示するよう
になっている。
【００６５】
　ここで、下位階層のキー選択画面に表示される設定キーが、非表示への変更を指示され
た上位階層の設定キーで設定される機能とは異なる個別の機能を設定するものであるか否
かは、図６及び図７に示した管理テーブルの「機能グループ」が一致しているか否かよっ
て判断される。例えば、前述したように、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キーと、設定
キーＩＤ４の「片面印刷」キーと、設定キーＩＤ４の「両面印刷」キーとは、いずれも「
あ」という機能グループに属し、機能が同一であり、設定キーＩＤ１の「印字面設定」キ
ーと、設定キーＩＤ２の「印刷用紙設定」キーと、設定キーＩＤ３の「仕上げ設定」キー
とはそれぞれ機能が相違していることが示されている。
【００６６】
　図８は、下位階層に機能の異なる設定キーが存在している場合に、前述した警告画面が
表示される様子を説明するための図である。
【００６７】
　図８（Ａ）に示すように、管理者モードにおける非表示設定モードにおいて、パネル表
示部１５に上位階層のキー選択画面１５４ａが表示されているものとし、該画面１５４ａ
の「印字面設定」キーを非表示対象として押下する。すると、図８（Ｂ）に示す設定／移
行画面１５４ｂに遷移する。この画面１５４ｂでは、「非表示」キーと「移行」キーが表
示されるとともに、「印字面設定」キーを非表示にするか、下位階層の画面に移行するか
の選択メッセージが表示されている。この例では、図８（Ｃ）に示される「印字面設定」
キーの下位階層のキー選択画面１５４ｃに、「片面印刷」キーと「両面印刷」キーと「Ｎ
ｉｎ１」キーが表示されており、「Ｎｉｎ１」キーのみが「印字面設定」キーとは機能グ
ループが異なるものとする。なお、「Ｎｉｎ１」キーとは、複数枚の原稿の画像データを
１枚の用紙に集約して印刷するモードを利用するための設定キーである。
【００６８】
　この設定／移行画面１５４ｂにおいて、「非表示」キーが選択されると、非表示に変更
される「印字面設定」キーの下位階層に、「印字面設定」キーとは機能グループの異なる
「Ｎｉｎ１」キーが存在しているから、ＭＦＰ１は、図８（Ｅ）に示す警告画面１５４ｅ
を表示する。この警告画面１５４ｅでは、「非表示」キーと「キャンセル」キーが表示さ
れるとともに、下位階層の設定キーに機能の異なるものがあることを示すメッセージ、及
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び「印字面設定」キーの非表示への変更処理を実行するか、キャンセルするかの選択メッ
セージが表示されている。
【００６９】
　ユーザが「キャンセル」キーを押下すると、図８（Ａ）の画面１５４ａに戻り、「非表
示」キーを押下すると、図８（Ｄ）の非表示処理済画面１５４ｄに遷移する。この非表示
処理済画面１５４ｄでは、非表示への変更設定が反映されて、「印字面設定」キーが表示
されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定」キーのみが表示されている。
【００７０】
　一方、設定／移行画面１５４ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図８（Ｃ）に
示す下位階層のキー選択画面１５４ｃに遷移する。
【００７１】
　このように、この実施形態では、非表示への変更が指示された設定キーの下位階層に、
機能グループの異なる設定キーが存在していると、パネル表示部１５に警告画面が表示さ
れるから、管理者等のユーザは、下位階層に機能グループの異なる設定キーが存在してい
ることを容易に認識することができる。そして、変更処理を行う旨のユーザの意思を警告
画面により確認して、変更が指示された設定キーの非表示への変更処理が実行されるから
、ユーザの意思を尊重することができる。
【００７２】
　なお、図８の例では、キー選択画面が２階層の階層構造で表示される場合を例示したが
、３階層以上の階層構造で表示され、いずれかの階層に機能グループの異なる設定キーが
存在していれば、同様に警告画面が表示される。
【００７３】
　図９は警告画面の別の例を示す図である。
【００７４】
　この例では、図９（Ａ）に示されるように、パネル表示部１５に表示された上位階層の
キー選択画面１５５ａにおいて警告表示がなされている。具体的には、キー選択画面１５
５ａに表示された「印字面設定」キー、「印刷用紙設定」キー、「仕上げ設定」キーのう
ち、下位階層に異なる機能グループに属する設定キー（図９では個別設定キーと記してい
る）が存在する設定キーにカーソルを当てたときに、その旨を知らせる警告がプルダウン
メニュー表示やバルーン表示等の方法により表示されるものとなされている。
【００７５】
　従って、この例では、図９（Ａ）に示されるキー選択画面１５５ａにおいて、「印字面
設定」キーが選択され、図９（Ｂ）に示す設定／移行画面１５５ｂに遷移し、該画面１５
５ｂにおいて「非表示」キーが選択されても、図８（Ｅ）のような警告画面は表示されず
、直ちに図９（Ｄ）の非表示処理済画面が表示される。
【００７６】
　図１０は、図８及び図９に示した警告画面を表示するときのＭＦＰ１の動作を示すフロ
ーチャートである。なお、この動作は、ＭＦＰ１の全体制御部１１における図示しないＣ
ＰＵが、図示しないＲＯＭや情報記憶部１４等の記録媒体に記録された動作プログラムに
従って動作することにより実行される。
【００７７】
　ステップＳ０１で、管理者等によって設定キーの非表示指示がなされたかどうかを判断
し、なされていなければ（ステップＳ０１でＮＯ）、そのまま処理を終了する。なされて
いれば（ステップＳ０１でＹＥＳ）、ステップＳ０２で、管理テーブル上の該当設定キー
を調査したのち、ステップＳ０３で、該設定キーに下位階層のキー選択画面である移行先
画面があるかどうかを判断する。
【００７８】
　移行先画面がなければ（ステップＳ０３でＮＯ）、ステップＳ１１で該当キーを非表示
に変更し、ステップＳ１２で管理テーブルを更新する。移行先画面があれば（ステップＳ
０３でＹＥＳ）、ステップＳ０４で、移行先の画面にある各設定キーの機能グループを調
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べる。
【００７９】
　次いで、ステップＳ０５で、移行先の画面の各設定キーと非表示を指示された設定キー
の機能グループが同じかどうかを判断する。同じであれば（ステップＳ０５でＹＥＳ）、
ステップＳ０７に進む。異なれば（ステップＳ０５でＮＯ）、ステップＳ０６で警告表示
内容をメモリ（情報記憶部１４）に格納した後、ステップＳ０７に進む。
【００８０】
　ステップＳ０７では、移行先の画面にある設定キーに、さらに下位階層の移行先画面が
あるかどうかを判断する。あれば（ステップＳ０７でＹＥＳ）、ステップＳ０４に戻り、
ステップＳ０４～Ｓ０８を繰り返す。移行先画面がなければ（ステップＳ０７でＮＯ）、
ステップＳ０８に進む。
【００８１】
　ステップＳ０８では、メモリ内に警告表示内容が格納されているかどうかを調べ、格納
されていなければ（ステップＳ０８でＮＯ）、ステップＳ１０に進む。格納されていれば
（ステップＳ０８でＹＥＳ）、ステップＳ０９で、格納されている警告内容をパネル表示
部１５に表示した後、ステップＳ１０に進む。
【００８２】
　ステップＳ１０では、非表示の指示がなされたかどうかを確認し、なされていれば（ス
テップＳ１０でＹＥＳ）、ステップＳ１１で、ステップＳ０１において指示された該当設
定キーを非表示に変更処理し、ステップＳ１２で管理テーブルの「表示状態」の項目を「
表示」から「非表示」に更新して、処理を終了する。
【００８３】
　ステップＳ１０において、非表示の指示がなされていなければ（ステップＳ１０でＮＯ
）
Ｏ）、ステップＳ１３で、非表示処理のキャンセルが指示されたかどうかを判断し、キャ
ンセルが指示されていなければ（ステップＳ１３でＮＯ）、ステップＳ１０に戻る。キャ
ンセルが指示されていれば（ステップＳ１３でＹＥＳ）、非表示処理を行うことなく処理
を終了する。
【００８４】
　図１１及び図１２は、この発明の他の実施形態を示すものである。この実施形態では、
１個の設定キーに対しては勿論のこと、複数個の設定キーに対しても非表示の変更指示を
同時に行うことができる場合を示している。
【００８５】
　図１１は１個の設定キーに対して非表示への変更を指示する場合であり、管理者モード
における非表示設定モードにおいて、パネル表示部１５にキー選択画面１５６ａが表示さ
れている。この画面には、「印字面設定」キー、「印刷用紙設定」キー、「仕上げ設定」
キーが表示されるとともに、「非表示」キーと「移行」キーが表示されている。「非表示
」キーは、指示された設定キーの非表示処理を実行するためのキーであり、「移行」キー
は指示された設定キーの下位階層の画面に移行するためのキーである。
【００８６】
　管理者等が、例えば斜線で示したように「印字面設定」キーを押下したとする。この状
態では、「非表示」キーと「移行」キーのいずれも選択可能であり、「非表示」キーが選
択された場合は「印字面設定」キーが非表示処理され、「移行」キーが選択された場合は
「印字面設定」キーの下位階層のキー選択画面に移行する。
【００８７】
　図１２は、画面１５６ａに表示された設定キーのうち、「印字面設定」キーと「仕上げ
設定」キーの２個の設定キーが押下された状態を示している。この状態では、例えば「移
行」キーがグレイアウト表示されること等により、ユーザが選択不能となされており（図
１２ではこの状態を×印で示している）、「非表示」キーのみを選択可能となされている
。
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【００８８】
　図１１及び図１２の画面において、「非表示」キーが選択されると、ＭＦＰ１は、押下
された２つの設定キーの  それぞれに対して、下位階層の設定キーの機能グループを管理
テーブルを用いて調査する。押下された設定キーと機能グループが一致する設定キーのみ
が下位階層に存在する場合は、その押下された設定キーの非表示処理を行う。一方、押下
された設定キーと機能グループが異なる設定キーが下位階層に存在する場合は、非表示処
理を行うことなく、パネル表示部１５に警告画面を表示する。
【００８９】
　図１３～図１５はこの発明のさらに他の実施形態を示すものである。この実施形態では
、機能グループによって非表示処理の許否を決定するのではなく、設定キーに過去の利用
履歴があるかどうかによって非表示処理の有無を決定する構成となされている。
【００９０】
　ＭＦＰ１は、ユーザが選択・設定した履歴を設定キー毎に管理テーブルと連動した履歴
テーブルに保存しておく。
【００９１】
　このような履歴テーブルを図１３に示す。この履歴テーブルには、設定キーＩＤ毎に、
利用回数、最新利用日時、最終利用者の各情報が格納されている。
【００９２】
　図１３の例では、設定キーＩＤ１の設定キーは過去に５回利用され、最後に利用された
のが２００８年１月６日であり、そのときのユーザがＢｏｂであることが、設定キーＩＤ
２の設定キーは過去に利用されていないことが、設定キーＩＤ３の設定キーは過去に２回
利用され、最後に利用されたのが２００１年９月１２日であり、そのときのユーザがＪｏ
ｈｎであることが、設定キーＩＤ４の設定キーは過去に３回利用され、最後に利用された
のが２００９年３月２６日であり、そのときのユーザがパブリックユーザであることが、
設定キーＩＤ５の設定キーは過去に利用されていないことが、それぞれ示されている。
【００９３】
　つまり、ユーザがある設定キーを利用し、印刷やスキャン等の処理を実行したとき、Ｍ
ＦＰ１は管理テーブルに連動している前記履歴テーブル内の利用回数、最終利用日時、最
終利用者などの情報を更新する。
【００９４】
　図１４は、非表示を指示した設定キーの下位階層の設定キーに利用履歴がある場合に、
警告画面が表示される様子を説明するための図である。
【００９５】
　図１４（Ａ）に示すように、管理者モードにおける非表示設定モードにおいて、パネル
表示部１５にキー選択画面１５７ａが表示されているものとし、該画面１５７ａの「印字
面設定」キーを非表示対象として押下する。すると、図１４（Ｂ）に示す設定／移行画面
１５７ｂに遷移する。この画面１５７ｂでは、「非表示」キーと「移行」キーが表示され
るとともに、「印字面設定」キーを非表示にするか、下位階層の画面に移行するかの選択
メッセージが表示されている。
【００９６】
　この設定／移行画面１５７ｂにおいて、「非表示」キーが選択されると、非表示に変更
される「印字面設定」キーの下位階層の設定キーに利用履歴があるから、図１４（Ｅ）に
示す警告画面１５７ｅを表示する。この警告画面１５７ｅでは、「非表示」キーと「キャ
ンセル」キーが表示されるとともに、下位階層の設定キーに利用履歴があることを示すメ
ッセージ、及び「印字面設定」キーの非表示への変更処理を実行するか、キャンセルする
かの選択メッセージが表示されている。
【００９７】
　ユーザが「キャンセル」キーを押下すると、図１４（Ａ）の画面１５７ａに戻り、「非
表示」キーを押下すると、図１４（Ｄ）の非表示処理済画面１５７ｄに遷移する。この非
表示処理済画面１５７ｄでは、非表示への変更設定が反映されて、「印字面設定」キーが
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表示されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定」キーのみが表示された確認画面が表
示される。
【００９８】
　一方、設定／移行画面１５７ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図１４（Ｃ）
に示す下位階層のキー選択画面１５７ｃに遷移する。
【００９９】
　このように、この実施形態では、非表示への変更が指示された設定キーの下位階層に、
利用履歴のある設定キーが存在していると、パネル表示部１５に警告画面が表示されるか
ら、管理者等のユーザは、下位階層に利用履歴のある設定キーが存在していることを容易
に認識することができる。そして、変更処理を行う旨のユーザの意思を警告画面により確
認して、変更が指示された設定キーの非表示への変更処理が実行されるから、ユーザの意
思を尊重することができる。
【０１００】
　なお、この場合も、図９（Ａ）に示される上位層のキー選択画面１５７ａにおいて、該
キー選択画面１５５ａに表示された「印字面設定」キー、「印刷用紙設定」キー、「仕上
げ設定」キーのうち、下位階層に利用履歴のある設定キーが存在する設定キーに対して、
その旨を知らせる警告がプルダウンメニュー表示やバルーン表示等の方法により表示され
ても良い
　図１５は、図１４に示した警告画面を表示するときのＭＦＰ１の動作を示すフローチャ
ートである。なお、この動作は、ＭＦＰ１の全体制御部１１における図示しないＣＰＵが
、図示しないＲＯＭや情報記憶部１４等の記録媒体に記録された動作プログラムに従って
動作することにより実行される。
【０１０１】
　ステップＳ２１で、管理者等によって設定キーの非表示指示がなされたかどうかを判断
し、なされていなければ（ステップＳ２１でＮＯ）、そのまま処理を終了する。なされて
いれば（ステップＳ２１でＹＥＳ）、ステップＳ２２で、管理テーブル上の該当設定キー
を調査したのち、ステップＳ２３で、該設定キーに利用履歴があるかどうかを判断する。
【０１０２】
　利用履歴がなければ（ステップＳ２３でＮＯ）、下位階層の設定キーにも利用履歴はな
いから、ステップＳ３１で該当キーを非表示に変更し、ステップＳ３２で管理テーブルを
更新する。利用履歴があれば（ステップＳ２３でＹＥＳ）、ステップＳ２４で、該設定キ
ーの移行先画面（該設定キーの下位階層のキー選択画面）にある各設定キーの利用履歴を
調査したのち、ステップＳ２５で、移行先の画面にある設定キーに利用履歴があるかどう
かを判断する。利用履歴がなければ（ステップＳ２５でＮＯ）、ステップＳ２７に進む。
利用履歴があれば（ステップＳ２５でＹＥＳ）、ステップＳ２６で、警告表示内容をメモ
リ（情報記憶部１４）に格納した後、ステップＳ２７に進む。
【０１０３】
　ステップＳ２７では、移行先の画面にある設定キーに、さらに下位階層の移行先画面が
あるかどうかを判断する。あれば（ステップＳ２７でＹＥＳ）、ステップＳ２４に戻り、
ステップＳ２４～Ｓ２７を繰り返す。移行先画面がなければ（ステップＳ２７でＮＯ）、
ステップＳ２８で、メモリ内に警告表示内容が格納されているかどうかを調べる。格納さ
れていなければ（ステップＳ２８でＮＯ）、ステップＳ３０に進む。格納されていれば（
ステップＳ２８でＹＥＳ）、ステップＳ２９で、格納されている警告内容をパネル表示部
１５に表示した後、ステップＳ３０に進む。
【０１０４】
　ステップＳ３０では、非表示の指示がなされたかどうかを確認し、なされていれば（ス
テップＳ３０でＹＥＳ）、ステップＳ３１で、ステップＳ２１において指示された該当設
定キーを非表示に変更処理し、ステップＳ３２で管理テーブルの「表示状態」の項目を「
表示」から「非表示」に更新して、処理を終了する。
【０１０５】
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　ステップＳ３０において、非表示の指示がなされていなければ（ステップＳ３０でＮＯ
）、ステップＳ３３で、非表示処理のキャンセルが指示されたかどうかを判断し、キャン
セルが指示されていなければ（ステップＳ３３でＮＯ）、ステップＳ３０に戻る。キャン
セルが指示されていれば（ステップＳ３３でＹＥＳ）、非表示処理を行うことなく処理を
終了する。
【０１０６】
　図１６は、この発明のさらに他の実施形態を示すものである。この実施形態では、非表
示への変更を指示された設定キーの下位階層に、該設定キーとは異なる機能グループの設
定キーや利用履歴のある設定キーが存在する場合に、これらの設定キーを、非表示への変
更を指示された設定キーと同一のキー選択画面に移動表示させて、非表示への変更を指示
された設定キーを非表示とする場合を示している。
【０１０７】
　図１６（Ａ）に示すように、管理者モードにおける非表示設定モードにおいて、パネル
表示部１５に上位階層のキー選択画面１５８ａが表示されているものとし、該画面１５８
ａの「印字面設定」キーを非表示対象として押下する。すると、図１６（Ｂ）に示す設定
／移行画面１５８ｂに遷移する。この画面１５８ｂでは、「非表示」キーと「移行」キー
が表示されるとともに、「印字面設定」キーを非表示にするか、下位階層の画面に移行す
るかの選択メッセージが表示されている。この例では、図１６（Ｃ）に示される「印字面
設定」キーの下位階層のキー選択画面１５８ｃに、「片面印刷」キーと「両面印刷」キー
と「Ｎｉｎ１」キーが表示されており、「Ｎｉｎ１」キーのみが「印字面設定」キーとは
機能グループが異なるものとする。
【０１０８】
　この設定／移行画面１５８ｂにおいて、「非表示」キーが選択されると、非表示に変更
される「印字面設定」キーの下位階層に、「印字面設定」キーとは機能グループの異なる
「Ｎｉｎ１」キーが存在しているから、ＭＦＰ１は、図１６（Ｅ）に示す警告画面１５８
ｅを表示する。この警告画面１５８ｅでは、下位階層の設定キーに機能の異なるものがあ
ることを示すメッセージ、及び「印字面設定」キーの非表示への変更処理を実行するか否
かを問うメッセージとともに、「下位階層全て非表示」キーと「個別設定キーを除いて非
表示」キーと「キャンセル」キーが表示されている。
【０１０９】
　ユーザが「キャンセル」キーを押下すると、図１６（Ａ）の画面１５８ａに戻り、「下
位階層全て非表示」キーを押下すると、図１６（Ｄ）の非表示処理済画面１５８ｄに遷移
する。この非表示処理済画面１５８ｄでは、非表示への変更設定が反映されて、「印字面
設定」キーが表示されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定」キーのみが表示されて
いる。
【０１１０】
　「個別設定キーを除いて非表示」キーが押下されると、図１６（Ｆ）の個別設定キー表
示画面１５８ｆに遷移する。この個別設定キー表示画面１５８ｆでは、非表示への変更設
定が反映されて「印字面設定」キーが表示されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定
」キーに加え、下位階層の「Ｎｉｎ１」キーが表示されている。この場合、図６に示した
管理テーブルにおける「Ｎｉｎ１」キーについての「所在画面」等の項目の内容も更新す
る。
【０１１１】
　一方、設定／移行画面１５８ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図１６（Ｃ）
に示す下位階層のキー選択画面１５８ｃに遷移する。
【０１１２】
　このように、この実施形態では、変更を指示された設定キーが非表示へ変更されても、
機能グループが異なる、あるいは利用履歴のある下位階層の設定キーが、変更を指示され
た設定キーが表示されていたキー選択画面に表示されるから、ユーザは不要な設定キーを
非表示にできると共に、利用可能性のある下位階層の設定キーが非表示となされるのを防
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止することができる。
【０１１３】
　図１７は、この発明のさらに他の実施形態を示すものである。この実施形態では、非表
示への変更を指示された設定キーと異なる機能グループの下位階層の設定キーや、利用履
歴のある下位階層の設定キーを、図１６に示したように上位階層のキー選択画面に移動表
示させる場合、移動表示対象の全ての設定キーを表示できるスペースが、上位階層のキー
選択画面に存在しない場合に、移動表示対象の全ての設定キーを１つのフォルダにまとめ
、そのフォルダを１つのキー名称として表示させるものである。
【０１１４】
　図１７（Ａ）に示すように、管理者モードにおける非表示設定モードにおいて、パネル
表示部１５に上位階層のキー選択画面１５９ａが表示されているものとする。この例では
、キー選択画面１５９ａには、「印字面設定」キーと「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設
定」キーの他に、「画像合成設定」キーと「色設定」キーと「その他」設定キーが表示さ
れている。
【０１１５】
　ユーザが、前記画面１５９ａの「印字面設定」キーを非表示対象として押下する。する
と、図１７（Ｂ）に示す設定／移行画面１５９ｂに遷移する。この画面１５９ｂでは、「
非表示」キーと「移行」キーが表示されるとともに、「印字面設定」キーを非表示にする
か、下位階層の画面に移行するかの選択メッセージが表示されている。この例では、図１
７（Ｃ）に示される「印字面設定」キーの下位階層のキー選択画面１５８ｃに、「片面印
刷」キーと「両面印刷」キーと「Ｎｉｎ１」キーの他に、印刷倍率を設定するための「変
倍」キーと、とじしろを設定するための「とじしろ」キーが表示されており、「Ｎｉｎ１
」キーと「変倍」キーと「とじしろ」キーが、「印字面設定」キーとは機能グループが異
なるものとする。
【０１１６】
　設定／移行画面１５９ｂにおいて、「非表示」キーが選択されると、非表示に変更され
る「印字面設定」キーの下位階層に、「印字面設定」キーとは機能グループの異なる「Ｎ
ｉｎ１」キー、「変倍」キー、「とじしろ」キーが存在しているから、ＭＦＰ１は、図１
７（Ｅ）に示す警告画面１５９ｅを表示する。この警告画面１５９ｅでは、下位階層の設
定キーに機能の異なるものがあることを示すメッセージ、及び「印字面設定」キーの非表
示への変更処理を実行するか否かを問うメッセージとともに、「下位階層全て非表示」キ
ーと「個別設定キーを除いて非表示」キーと「キャンセル」キーが表示されている。
【０１１７】
　ユーザが「キャンセル」キーを押下すると、図１７（Ａ）の画面１５９ａに戻り、「下
位階層全て非表示」キーを押下すると、図１７（Ｄ）の非表示処理済画面１５９ｄに遷移
する。この非表示処理済画面１５９ｄでは、非表示への変更設定が反映されて、「印字面
設定」キーが表示されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定」キーと「画像合成設定
」キーと「色設定」キーと「その他」設定キーが表示されている。
【０１１８】
　警告画面１５８ｅにおいて、「個別設定キーを除いて非表示」キーが押下されると、図
１７（Ｆ）の個別設定キー表示画面１５９ｆに遷移する。この個別設定キー表示画面１５
９ｆでは、非表示への変更設定が反映されて「印字面設定」キーが表示されず、「印刷用
紙設定」キーと「仕上げ設定」キーと「画像合成設定」キーと「色設定」キーと「その他
」設定キーに加え、図１７の実施形態に従えば、移動表示対象である下位階層の「Ｎｉｎ
１」キーと「変倍」キーと「とじしろ」キーが表示される。しかし、個別設定キー表示画
面１５９ｆには、これら移動表示対象の３個の設定キーを全て表示する表示スペースがな
い。
【０１１９】
　そこで、ＭＦＰ１は、図１７（Ｆ）のキー選択画面１５９ｆに示すように、移動表示対
象の全ての設定キーを１つのフォルダにまとめ、そのフォルダを「その他２」キーという
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１つの設定キーとして表示させる。
【０１２０】
　この場合、キー選択画面１５９ｆにおいて「その他２」キーをユーザが押下すると、図
１７Ｇに示す「その他２」キーの下位階層のキー選択画面１５９ｇに移行し、この画面に
「Ｎｉｎ１」キーと「変倍」キーと「とじしろ」キーが表示される。
【０１２１】
　また、図６に示した管理テーブルにおける「Ｎｉｎ１」キー、「変倍」キー、「とじし
ろ」キーについての「所在画面」等の項目の内容も更新される。
【０１２２】
　一方、設定／移行画面１５９ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図１７（Ｃ）
に示す下位階層のキー選択画面１５９ｃに遷移する。
【０１２３】
　このように、この実施形態では、移動表示対象の複数個の設定キーの表示スペースが、
表示される上位階層のキー選択画面に存在しない場合に、それらの複数個の設定キーの上
位階層の設定キーが作成され、これがキー選択画面に表示されるから、表示スペースがな
いために、下位階層の設定キーが表示されなくなる不都合を防止できる。
【０１２４】
　なお、表示スペースが存在していても、複数個の設定キーの上位階層の設定キーを作成
して、上位階層のキー選択画面に表示しても良い。
【０１２５】
　図１８は、この発明のさらに他の実施形態を示すものである。
【０１２６】
　この実施形態では、上位階層のキー選択画面に表示されている設定キーが、非表示への
変更を指示された場合、その設定キーに利用履歴が存在しているときは、その設定キーを
非表示にすることなく、警告画面を表示させるものである。
【０１２７】
　図１８（Ａ）に示すように、管理者モードにおける非表示設定モードにおいて、パネル
表示部１５に上位階層のキー選択画面１６０ａが表示され、このキー選択画面１６０ａに
「印字面設定」キー、「印刷用紙設定」キー、「仕上げ設定」キーが表示されている。こ
れらの設定キーのうち、「印字面設定」キーと「仕上げ設定」キーに過去の利用履歴が存
在している。このため、「印字面設定」キーと「仕上げ設定」キーにカーソルを当てたと
きに、その旨を知らせる警告がプルダウンメニュー表示やバルーン表示等の方法により表
示されている。
【０１２８】
　ここで、前記キー選択画面１６０ａの「印字面設定」キーを非表示対象として押下する
。すると、図１８（Ｂ）に示す設定／移行画面１６０ｂに遷移する。この画面１６０ｂで
は、「非表示」キーと「移行」キーが表示されるとともに、「印字面設定」キーを非表示
にするか、下位階層の画面に移行するかの選択メッセージが表示されている。この例では
、図１８（Ｃ）に示される「印字面設定」キーの下位階層のキー選択画面１６０ｃに、「
片面印刷」キーと「両面印刷」キーと「Ｎｉｎ１」キーが表示されている。
【０１２９】
　ユーザが「非表示」キーを押下すると、図１８（Ｄ）の非表示処理済画面１６０ｄに遷
移する。この非表示処理済画面１６０ｄでは、非表示への変更設定が反映されて、「印字
面設定」キーが表示されず、「印刷用紙設定」キーと「仕上げ設定」キーのみが表示され
ている。
【０１３０】
　一方、設定／移行画面１６０ｂにおいて、「移行」キーが選択されると、図１８（Ｃ）
に示す下位階層のキー選択画面１６０ｃに遷移する。
【０１３１】
　なお警告画面は、図１８（Ｂ）の設定／移行画面１６０ｂにおいて、「非表示」キーが
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【０１３２】
　このように、この実施形態では、非表示への変更が指示された設定キーに利用履歴が存
在していると、パネル表示部１５に警告画面が表示されるから、管理者等のユーザは、利
用履歴があることを容易に認識することができる。そして、変更処理を行う旨のユーザの
意思を警告画面により確認して、変更が指示された設定キーの非表示への変更処理が実行
されるから、ユーザの意思を尊重することができる。
【０１３３】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されることはな
い。
【０１３４】
　例えば、非表示への変更を指示された設定キーの下位階層に存在する、非表示への変更
を規制するように予め設定された設定キーとして、非表示への変更を指示された設定キー
と機能グループが一致しているもの、利用履歴があるものを例示したが、これらに限定さ
れることはない。
【０１３５】
　例えば、利用履歴の有無だけでなく、利用回数、最新利用日時、最終利用者など、他の
パラメータの有無や、ＭＦＰ１の内部に設定されている閾値との比較によって、非表示へ
の変更を指示された設定キーの非表示への変更を規制する構成としても良い。
【符号の説明】
【０１３６】
　１　　　画像処理装置
　１１　　全体制御部
　１２　　原稿読取部
　１３　　画像形成部
　１４　　情報記憶部
　１５　　パネル表示部
　１６　　パネル入力部
　１７　　通信部
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