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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理に用いる設定項目と、前記設定項目を用いた画像処理の結果を示すプレビュー
情報とを表示手段の同一画面上に表示する表示処理手段と、
　前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、任意の前記設定項目の選択を受
付ける選択受付手段と、を備え、
　前記表示処理手段は、利用者が変更し、または前記選択受付手段により選択が受付けら
れた前記設定項目を用いた画像処理の結果により前記プレビュー情報を変更して前記表示
手段に表示し、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理の
それぞれについて前記プレビュー情報を表示し、
　前記選択受付手段は、さらに、前記プレビュー情報の選択を受付け、
　前記表示処理手段は、さらに、選択が受付けられた前記プレビュー情報に結果が示され
る前記画像処理を、前記画像処理の実行前に読取った原稿の画像に対して実行した結果を
拡大表示した前記プレビュー情報を表示すること、
　を特徴とする表示処理装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、表示可能な座標入力面を有し、前記座標入力面に対するタッチ入力に
より指示入力可能であり、
　前記選択受付手段は、前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、前記表示
手段の前記座標入力面への指示により任意の前記設定項目の選択を受付けること、
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　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項３】
　前記選択受付手段は、前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、前記表示
手段上でのマウスまたはキーボードを含む入力手段による指示により任意の前記設定項目
の選択を受付けること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項４】
　前記表示処理手段は、前記選択受付手段が受付けた前記設定項目に対応づけられた下位
の前記設定項目である下位設定項目が存在する場合に、前記設定項目を表示する画面と異
なる画面に前記下位設定項目を表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項５】
　前記表示処理手段は、前記下位設定項目を表示する画面に、前記下位設定項目に対する
上位の前記設定項目に関連する情報を表示すること、
　を特徴とする請求項４に記載の表示処理装置。
【請求項６】
　前記表示処理手段は、前記設定項目の識別情報を一覧形式で表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項７】
　前記表示処理手段は、前記設定項目の内容を表すアイコンにより前記設定項目を表示す
ること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項８】
　前記表示処理手段は、前記設定項目の意味内容を表す予め定められた属性を選択可能に
表示し、
　前記選択受付手段は、前記表示処理手段により表示された前記属性から、任意の前記属
性の選択をさらに受付けること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項９】
　前記表示処理手段は、前記選択受付手段が前記属性の選択を受付けた場合に、前記選択
受付手段が受付けた前記属性を有する前記設定項目を表示すること、
　を特徴とする請求項８に記載の表示処理装置。
【請求項１０】
　前記表示処理手段は、階層構造を有する前記属性の階層ごとに前記属性を選択可能に表
示し、
　前記選択受付手段は、階層ごとに前記属性の選択を受付けること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１１】
　前記表示処理手段は、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の対象となる
情報を選択する選択画面をさらに表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項１２】
　前記表示処理手段は、前記選択画面の表示を指示する指示情報を常に選択可能に表示す
ること、
　を特徴とする請求項１１に記載の表示処理装置。
【請求項１３】
　前記選択受付手段は、前記選択画面に表示された前記情報から、少なくとも１つの前記
情報の選択を受付け、
　前記表示処理手段は、前記選択受付手段が前記情報を受付けた場合に、前記選択受付手
段が前記情報を受付ける前と異なる描画属性で前記指示情報を表示すること、
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　を特徴とする請求項１１に記載の表示処理装置。
【請求項１４】
　前記表示処理手段は、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の進行状況を
さらに表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項１５】
　前記表示処理手段は、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画
像処理のそれぞれについて前記プレビュー情報を表示し、前記プレビュー情報上で複数の
前記画像処理の進行状況を表示すること、
　を特徴とする請求項１４に記載の表示処理装置。
【請求項１６】
　表示可能な座標入力面を有し、前記座標入力面に対するタッチ入力により指示入力可能
な表示操作手段と、
　画像形成処理に用いる設定項目と、前記設定項目を用いた画像形成処理の結果を示すプ
レビュー情報とを前記表示操作手段の同一画面上に表示する表示処理手段と、
　前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、任意の前記設定項目の選択を受
付ける選択受付手段と、
　前記選択受付手段が選択を受付けた前記設定項目に基づいて画像形成処理を行う画像形
成処理手段と、を備え、
　前記表示処理手段は、利用者が変更し、または前記選択受付手段により選択が受付けら
れた前記設定項目を用いた画像処理の結果により前記プレビュー情報を変更して前記表示
手段に表示し、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理の
それぞれについて前記プレビュー情報を表示し、
　前記選択受付手段は、さらに、前記プレビュー情報の選択を受付け、
　前記表示処理手段は、さらに、選択が受付けられた前記プレビュー情報に結果が示され
る前記画像処理を、前記画像処理の実行前に読取った原稿の画像に対して実行した結果を
拡大表示した前記プレビュー情報を表示すること、を特徴とする画像形成装置。
【請求項１７】
　画像処理に用いる設定項目と、前記設定項目を用いた画像処理の結果を示すプレビュー
情報とを表示手段の同一画面上に表示する表示処理ステップと、
　前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、任意の前記設定項目の選択
を受付ける選択受付ステップと、を備え、
　前記表示処理ステップは、利用者が変更し、または前記選択受付ステップにより選択が
受付けられた前記設定項目を用いた画像処理の結果により前記プレビュー情報を変更して
前記表示手段に表示し、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画
像処理のそれぞれについて前記プレビュー情報を表示し、
　前記プレビュー情報の選択を受付けるプレビュー受付ステップと、
　選択が受付けられた前記プレビュー情報に結果が示される前記画像処理を、前記画像処
理の実行前に読取った原稿の画像に対して実行した結果を拡大表示した前記プレビュー情
報を表示する拡大表示ステップと、をさらに備えること、
　を特徴とする表示処理方法。
【請求項１８】
　前記選択受付ステップは、前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、
表示可能な座標入力面を有し、前記座標入力面に対するタッチ入力により指示入力可能な
前記表示手段の前記座標入力面への指示により任意の前記設定項目の選択を受付けること
、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項１９】
　前記選択受付ステップは、前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、
前記表示手段上でのマウスまたはキーボードを含む入力手段による指示により任意の前記
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設定項目の選択を受付けること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２０】
　前記表示処理ステップは、前記選択受付ステップが受付けた前記設定項目に対応づけら
れた下位の前記設定項目である下位設定項目が存在する場合に、前記設定項目を表示する
画面と異なる画面に前記下位設定項目を表示すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２１】
　前記表示処理ステップは、前記下位設定項目を表示する画面に、前記下位設定項目に対
する上位の前記設定項目に関連する情報を表示すること、
　を特徴とする請求項２０に記載の表示処理方法。
【請求項２２】
　前記表示処理ステップは、前記設定項目の識別情報を一覧形式で表示すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２３】
　前記表示処理ステップは、前記設定項目の内容を表すアイコンにより前記設定項目を表
示すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２４】
　前記表示処理ステップは、前記設定項目の意味内容を表す予め定められた属性を選択可
能に表示し、
　前記選択受付ステップは、前記表示処理ステップにより表示された前記属性から、任意
の前記属性の選択をさらに受付けること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２５】
　前記表示処理ステップは、前記選択受付ステップが前記属性の選択を受付けた場合に、
前記選択受付ステップが受付けた前記属性を有する前記設定項目を表示すること、
　を特徴とする請求項２４に記載の表示処理方法。
【請求項２６】
　前記表示処理ステップは、階層構造を有する前記属性の階層ごとに前記属性を選択可能
に表示し、
　前記選択受付ステップは、階層ごとに前記属性の選択を受付けること、
　を特徴とする請求項２５に記載の表示処理方法。
【請求項２７】
　前記表示処理ステップは、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の対象と
なる情報を選択する選択画面をさらに表示すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項２８】
　前記表示処理ステップは、前記選択画面の表示を指示する指示情報を常に選択可能に表
示すること、
　を特徴とする請求項２７に記載の表示処理方法。
【請求項２９】
　前記選択受付ステップは、前記選択画面に表示された前記情報から、少なくとも１つの
前記情報の選択を受付け、
　前記表示処理ステップは、前記選択受付ステップが前記情報を受付けた場合に、前記選
択受付ステップが前記情報を受付ける前と異なる描画属性で前記指示情報を表示すること
、
　を特徴とする請求項２７に記載の表示処理方法。
【請求項３０】
　前記表示処理ステップは、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の進行状
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況をさらに表示すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の表示処理方法。
【請求項３１】
　前記表示処理ステップは、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前
記画像処理のそれぞれについて前記プレビュー情報を表示し、前記プレビュー情報上で複
数の前記画像処理の進行状況を表示すること、
　を特徴とする請求項３０に記載の表示処理方法。
【請求項３２】
　請求項１７～請求項３１のいずれか１つに記載された表示処理方法をコンピュータで実
行させることを特徴とする表示処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、機能設定および実行のための操作画面を表示する画像形成装置、表示処理
装置、表示処理方法および表示処理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの各装置の機能を１つの筐体内
に収納した、いわゆるＭＦＰ（Multi Function Peripheral）と呼ばれる画像形成装置（
以下、複合機という。）が知られている。この複合機は、１つの筐体内に表示部、印刷部
および撮像部などを設けるとともに、プリンタ、コピーおよびファクシミリ装置にそれぞ
れ対応したソフトウェアを設け、これらのソフトウェアを切り替えることによって、当該
装置をプリンタ、コピー、スキャナまたはファクシミリ装置として動作させるものである
。
【０００３】
　このような従来の複合機では、上述の各種機能を実行する際の設定を行うため、液晶タ
ッチパネルなどの表示操作部が設けられている。近年の複合機は、機能が複数存在する上
に、設定すべき項目が多くなっているため、わかりやすい設定画面を表示することや、利
用者による設定の操作負担を軽減することが求められている。
【０００４】
　これに対し、例えば、複数の機能のすべての設定項目を１画面に表示するのではなく、
所定のボタンやタブを選択することにより各機能の設定画面を切り替えて表示する方法な
どが実現されている。
【０００５】
　また、例えば、特許文献１では、各機能で同様の操作処理を行う設定項目については画
面表示を共通化することにより、機能ごとに設定画面を切り替えて表示した場合であって
も操作しやすく、わかりやすい操作部を提供可能とする技術が提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１８４８６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の方法では、設定した内容で印刷等の処理を行った場合に、
最終的にどのような出力が得られるのか確認するのが困難であるという問題があった。ま
た、出力結果をプレビュー表示する技術が開発されているが、機能ごとに設定画面が異な
る場合にはプレビュー表示も設定画面ごとに表示されるため、複数の機能の出力結果を確
認するためには画面を切り替える操作が必要となり、操作負担が増加するという問題があ
った。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、設定内容の表示方法を改善することに
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より、項目設定処理の操作性を向上させる画像形成装置、表示処理装置、表示処理方法お
よび表示処理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】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、画像処理に
用いる設定項目と、前記設定項目を用いた画像処理の結果を示すプレビュー情報とを表示
手段の同一画面上に表示する表示処理手段と、前記表示処理手段により表示された前記設
定項目から、任意の前記設定項目の選択を受付ける選択受付手段と、を備え、前記表示処
理手段は、利用者が変更し、または前記選択受付手段により選択が受付けられた前記設定
項目を用いた画像処理の結果により前記プレビュー情報を変更して前記表示手段に表示し
、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理のそれぞれにつ
いて前記プレビュー情報を表示し、前記選択受付手段は、さらに、前記プレビュー情報の
選択を受付け、前記表示処理手段は、さらに、選択が受付けられた前記プレビュー情報に
結果が示される前記画像処理を、前記画像処理の実行前に読取った原稿の画像に対して実
行した結果を拡大表示した前記プレビュー情報を表示すること、を特徴とする。
【００１０】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示手段は、表
示可能な座標入力面を有し、前記座標入力面に対するタッチ入力により指示入力可能であ
り、前記選択受付手段は、前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、前記表
示手段の前記座標入力面への指示により任意の前記設定項目の選択を受付けること、を特
徴とする。
【００１１】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記選択受付手段は
、前記表示処理手段により表示された前記設定項目から、前記表示手段上でのマウスまた
はキーボードを含む入力手段による指示により任意の前記設定項目の選択を受付けること
、を特徴とする。
【００１３】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記選択受付手段が受付けた前記設定項目に対応づけられた下位の前記設定項目である
下位設定項目が存在する場合に、前記設定項目を表示する画面と異なる画面に前記下位設
定項目を表示すること、を特徴とする。
【００１４】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項４にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記下位設定項目を表示する画面に、前記下位設定項目に対する上位の前記設定項目に
関連する情報を表示すること、を特徴とする。
【００１５】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記設定項目の識別情報を一覧形式で表示すること、を特徴とする。
【００１６】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記設定項目の内容を表すアイコンにより前記設定項目を表示すること、を特徴とする
。
【００１７】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記設定項目の意味内容を表す予め定められた属性を選択可能に表示し、前記選択受付
手段は、前記表示処理手段により表示された前記属性から、任意の前記属性の選択をさら
に受付けること、を特徴とする。
【００１８】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項８にかかる発明において、前記表示処理手段は
、前記選択受付手段が前記属性の選択を受付けた場合に、前記選択受付手段が受付けた前



(7) JP 4704234 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

記属性を有する前記設定項目を表示すること、を特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項９にかかる発明において、前記表示処理手段
は、階層構造を有する前記属性の階層ごとに前記属性を選択可能に表示し、前記選択受付
手段は、階層ごとに前記属性の選択を受付けること、を特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段
は、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の対象となる情報を選択する選択
画面をさらに表示すること、を特徴とする。
【００２１】
　また、請求項１２にかかる発明は、請求項１１にかかる発明において、前記表示処理手
段は、前記選択画面の表示を指示する指示情報を常に選択可能に表示すること、を特徴と
する。
【００２２】
　また、請求項１３にかかる発明は、請求項１１にかかる発明において、前記選択受付手
段は、前記選択画面に表示された前記情報から、少なくとも１つの前記情報の選択を受付
け、前記表示処理手段は、前記選択受付手段が前記情報を受付けた場合に、前記選択受付
手段が前記情報を受付ける前と異なる描画属性で前記指示情報を表示すること、を特徴と
する。
【００２３】
　また、請求項１４にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記表示処理手段
は、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の進行状況をさらに表示すること
、を特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１５にかかる発明は、請求項１４にかかる発明において、前記表示処理手
段は、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理のそれぞれ
について前記プレビュー情報を表示し、前記プレビュー情報上で複数の前記画像処理の進
行状況を表示すること、を特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１６にかかる発明は、表示可能な座標入力面を有し、前記座標入力面に対
するタッチ入力により指示入力可能な表示操作手段と、画像形成処理に用いる設定項目と
、前記設定項目を用いた画像形成処理の結果を示すプレビュー情報とを前記表示操作手段
の同一画面上に表示する表示処理手段と、前記表示処理手段により表示された前記設定項
目から、任意の前記設定項目の選択を受付ける選択受付手段と、前記選択受付手段が選択
を受付けた前記設定項目に基づいて画像形成処理を行う画像形成処理手段と、を備え、前
記表示処理手段は、利用者が変更し、または前記選択受付手段により選択が受付けられた
前記設定項目を用いた画像処理の結果により前記プレビュー情報を変更して前記表示手段
に表示し、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理のそれ
ぞれについて前記プレビュー情報を表示し、前記選択受付手段は、さらに、前記プレビュ
ー情報の選択を受付け、前記表示処理手段は、さらに、選択が受付けられた前記プレビュ
ー情報に結果が示される前記画像処理を、前記画像処理の実行前に読取った原稿の画像に
対して実行した結果を拡大表示した前記プレビュー情報を表示すること、を特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１７にかかる発明は、画像処理に用いる設定項目と、前記設定項目を用い
た画像処理の結果を示すプレビュー情報とを表示手段の同一画面上に表示する表示処理ス
テップと、前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、任意の前記設定項
目の選択を受付ける選択受付ステップと、を備え、前記表示処理ステップは、利用者が変
更し、または前記選択受付ステップにより選択が受付けられた前記設定項目を用いた画像
処理の結果により前記プレビュー情報を変更して前記表示手段に表示し、複数の前記画像
処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理のそれぞれについて前記プレビュ
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ー情報を表示し、前記プレビュー情報の選択を受付けるプレビュー受付ステップと、選択
が受付けられた前記プレビュー情報に結果が示される前記画像処理を、前記画像処理の実
行前に読取った原稿の画像に対して実行した結果を拡大表示した前記プレビュー情報を表
示する拡大表示ステップと、をさらに備えること、を特徴とする。
【００２７】
　また、請求項１８にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記選択受付ス
テップは、前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、表示可能な座標入
力面を有し、前記座標入力面に対するタッチ入力により指示入力可能な前記表示手段の前
記座標入力面への指示により任意の前記設定項目の選択を受付けること、を特徴とする。
【００２８】
　また、請求項１９にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記選択受付ス
テップは、前記表示処理ステップにより表示された前記設定項目から、前記表示手段上で
のマウスまたはキーボードを含む入力手段による指示により任意の前記設定項目の選択を
受付けること、を特徴とする。
【００３０】
　また、請求項２０にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記選択受付ステップが受付けた前記設定項目に対応づけられた下位の前記設
定項目である下位設定項目が存在する場合に、前記設定項目を表示する画面と異なる画面
に前記下位設定項目を表示すること、を特徴とする。
【００３１】
　また、請求項２１にかかる発明は、請求項２０にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記下位設定項目を表示する画面に、前記下位設定項目に対する上位の前記設
定項目に関連する情報を表示すること、を特徴とする。
【００３２】
　また、請求項２２にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記設定項目の識別情報を一覧形式で表示すること、を特徴とする。
【００３３】
　また、請求項２３にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記設定項目の内容を表すアイコンにより前記設定項目を表示すること、を特
徴とする。
【００３４】
　また、請求項２４にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記設定項目の意味内容を表す予め定められた属性を選択可能に表示し、前記
選択受付ステップは、前記表示処理ステップにより表示された前記属性から、任意の前記
属性の選択をさらに受付けること、を特徴とする。
【００３５】
　また、請求項２５にかかる発明は、請求項２４にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記選択受付ステップが前記属性の選択を受付けた場合に、前記選択受付ステ
ップが受付けた前記属性を有する前記設定項目を表示すること、を特徴とする。
【００３６】
　また、請求項２６にかかる発明は、請求項２５にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、階層構造を有する前記属性の階層ごとに前記属性を選択可能に表示し、前記選
択受付ステップは、階層ごとに前記属性の選択を受付けること、を特徴とする。
【００３７】
　また、請求項２７にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の対象となる情報を選択す
る選択画面をさらに表示すること、を特徴とする。
【００３８】
　また、請求項２８にかかる発明は、請求項２７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、前記選択画面の表示を指示する指示情報を常に選択可能に表示すること、を特
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徴とする。
【００３９】
　また、請求項２９にかかる発明は、請求項２７にかかる発明において、前記選択受付ス
テップは、前記選択画面に表示された前記情報から、少なくとも１つの前記情報の選択を
受付け、前記表示処理ステップは、前記選択受付ステップが前記情報を受付けた場合に、
前記選択受付ステップが前記情報を受付ける前と異なる描画属性で前記指示情報を表示す
ること、を特徴とする。
【００４０】
　また、請求項３０にかかる発明は、請求項１７にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、選択を受付けた前記設定項目を用いた前記画像処理の進行状況をさらに表示す
ること、を特徴とする。
【００４１】
　また、請求項３１にかかる発明は、請求項３０にかかる発明において、前記表示処理ス
テップは、複数の前記画像処理が並行して実行される場合に、複数の前記画像処理のそれ
ぞれについて前記プレビュー情報を表示し、前記プレビュー情報上で複数の前記画像処理
の進行状況を表示すること、を特徴とする。
【００４２】
　また、請求項３２にかかる発明は、請求項１７～請求項３１のいずれか１つに記載され
た表示処理方法をコンピュータで実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４３】
　請求項１にかかる発明によれば、設定項目を選択する画面に、選択した設定項目を用い
た画像処理の結果を示すプレビュー情報を表示することができるため、設定内容の把握が
容易となり、項目設定処理の操作性を向上させることができるという効果を奏する。また
、請求項１にかかる発明によれば、複数の画像処理のそれぞれについてプレビュー情報を
表示することができるため、複数の画像処理が並行して実行される場合にも設定内容の把
握が容易になるという効果を奏する。
【００４４】
　また、請求項２にかかる発明によれば、表示画面上でタッチ入力が可能となるため、項
目設定処理の操作性をさらに向上させることができるという効果を奏する。
【００４５】
　また、請求項３にかかる発明によれば、表示画面上でマウスまたはキーボード等の入力
手段による入力が可能となるため、項目設定処理の操作性をさらに向上させることができ
るという効果を奏する。
【００４７】
　また、請求項４にかかる発明によれば、下位設定項目を設定する画面を、上位設定項目
の画面と異なる画面に表示することができるため、現在設定している項目を利用者が容易
に把握可能となるとともに、下位設定項目の項目数が多い場合でも適切に画面に表示する
ことができるという効果を奏する。
【００４８】
　また、請求項５にかかる発明によれば、下位設定項目を表示する画面に、対応する上位
設定項目に関する情報を表示することができるため、いずれの上位設定項目の下位設定項
目を設定しているのかについて利用者が明確に把握することができるという効果を奏する
。
【００４９】
　また、請求項６にかかる発明によれば、設定項目の識別情報を一覧形式で表示すること
ができるため、情報の内容の確認が容易となり、項目設定処理の操作性を向上させること
ができるという効果を奏する。
【００５０】
　また、請求項７にかかる発明によれば、設定項目を、設定項目の内容を表すアイコンの
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形式で表示することができるため、情報の内容の確認が容易となり、情報の選択処理の操
作性を向上させることができるという効果を奏する。
【００５１】
　また、請求項８にかかる発明によれば、設定項目の意味内容を表す属性を指定すること
ができるため、指定された属性に応じた設定項目の表示を行うことができるという効果を
奏する。
【００５２】
　また、請求項９にかかる発明によれば、選択された属性を有する設定項目を表示するこ
とができるため、設定項目を絞込みが可能となり、項目設定処理の操作性を向上させるこ
とができるという効果を奏する。
【００５３】
　また、請求項１０にかかる発明によれば、階層構造を有する属性から階層ごとに属性の
指定を行うことができるため、より詳細な設定項目の絞込みが可能となるという効果を奏
する。
【００５４】
　また、請求項１１かかる発明によれば、処理の対象となる情報の選択画面を表示可能と
なるため、当該情報の選択処理も含めた所定の処理全体の操作性を向上させることができ
るという効果を奏する。
【００５５】
　また、請求項１２にかかる発明によれば、選択画面を表示するためのボタン等の指示情
報を常に表示することができるため、情報の選択処理の操作性を向上させることができる
という効果を奏する。
【００５６】
　また、請求項１３にかかる発明によれば、選択画面で処理対象となる情報を取得した後
のボタン等の指示情報の描画属性を変更することができるため、情報が選択済みであるこ
とを利用者が明確に把握することができるという効果を奏する。
【００５７】
　また、請求項１４にかかる発明によれば、選択した設定項目を用いた所定の処理の進行
状況を表示することができるため、利用者が処理の状況を明確に把握することができると
いう効果を奏する。
【００５８】
　また、請求項１５にかかる発明によれば、並行して実行される複数の処理のプレビュー
情報と進行状況を表示することができるため、利用者が並行して実行される処理の状況を
明確に把握することができるという効果を奏する。
【００５９】
　また、請求項１６にかかる発明によれば、画像形成処理に関する設定項目を選択する画
面に、選択した設定項目を用いた画像処理の結果を示すプレビュー情報を表示することが
できるため、設定内容の把握が容易となり、項目設定処理の操作性を向上させることがで
きるという効果を奏する。また、請求項１６にかかる発明によれば、複数の画像処理のそ
れぞれについてプレビュー情報を表示することができるため、複数の画像処理が並行して
実行される場合にも設定内容の把握が容易になるという効果を奏する。
【００６０】
　また、請求項１７にかかる発明によれば、設定項目を選択する画面に、選択した設定項
目を用いた画像処理の結果を示すプレビュー情報を表示することができるため、設定内容
の把握が容易となり、項目設定処理の操作性を向上させることができるという効果を奏す
る。また、請求項１７にかかる発明によれば、複数の画像処理のそれぞれについてプレビ
ュー情報を表示することができるため、複数の画像処理が並行して実行される場合にも設
定内容の把握が容易になるという効果を奏する。
【００６１】
　また、請求項１８にかかる発明によれば、表示画面上でタッチ入力が可能となるため、
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項目設定処理の操作性をさらに向上させることができるという効果を奏する。
【００６２】
　また、請求項１９にかかる発明によれば、表示画面上でマウスまたはキーボード等の入
力手段による入力が可能となるため、項目設定処理の操作性をさらに向上させることがで
きるという効果を奏する。
【００６４】
　また、請求項２０にかかる発明によれば、下位設定項目を設定する画面を、上位設定項
目の画面と異なる画面に表示することができるため、現在設定している項目を利用者が容
易に把握可能となるとともに、下位設定項目の項目数が多い場合でも適切に画面に表示す
ることができるという効果を奏する。
【００６５】
　また、請求項２１にかかる発明によれば、下位設定項目を表示する画面に、対応する上
位設定項目に関する情報を表示することができるため、いずれの上位設定項目の下位設定
項目を設定しているのかについて利用者が明確に把握することができるという効果を奏す
る。
【００６６】
　また、請求項２２にかかる発明によれば、設定項目の識別情報を一覧形式で表示するこ
とができるため、情報の内容の確認が容易となり、項目設定処理の操作性を向上させるこ
とができるという効果を奏する。
【００６７】
　また、請求項２３にかかる発明によれば、設定項目を、設定項目の内容を表すアイコン
の形式で表示することができるため、情報の内容の確認が容易となり、情報の選択処理の
操作性を向上させることができるという効果を奏する。
【００６８】
　また、請求項２４にかかる発明によれば、設定項目の意味内容を表す属性を指定するこ
とができるため、指定された属性に応じた設定項目の表示を行うことができるという効果
を奏する。
【００６９】
　また、請求項２５にかかる発明によれば、選択された属性を有する設定項目を表示する
ことができるため、設定項目を絞込みが可能となり、項目設定処理の操作性を向上させる
ことができるという効果を奏する。
【００７０】
　また、請求項２６にかかる発明によれば、階層構造を有する属性から階層ごとに属性の
指定を行うことができるため、より詳細な設定項目の絞込みが可能となるという効果を奏
する。
【００７１】
　また、請求項２７かかる発明によれば、処理の対象となる情報の選択画面を表示可能と
なるため、当該情報の選択処理も含めた所定の処理全体の操作性を向上させることができ
るという効果を奏する。
【００７２】
　また、請求項２８にかかる発明によれば、選択画面を表示するためのボタン等の指示情
報を常に表示することができるため、情報の選択処理の操作性を向上させることができる
という効果を奏する。
【００７３】
　また、請求項２９にかかる発明によれば、選択画面で処理対象となる情報を取得した後
のボタン等の指示情報の描画属性を変更することができるため、情報が選択済みであるこ
とを利用者が明確に把握することができるという効果を奏する。
【００７４】
　また、請求項３０にかかる発明によれば、選択した設定項目を用いた所定の処理の進行
状況を表示することができるため、利用者が処理の状況を明確に把握することができると
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いう効果を奏する。
【００７５】
　また、請求項３１にかかる発明によれば、並行して実行される複数の処理のプレビュー
情報と進行状況を表示することができるため、利用者が並行して実行される処理の状況を
明確に把握することができるという効果を奏する。
【００７６】
　また、請求項３２の発明によれば、請求項１７～請求項３１のいずれか１つに記載の方
法をコンピュータに実行させることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７７】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像形成装置、表示処理装置、表示処理
方法および表示処理プログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。
【００７８】
（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態にかかる表示処理装置は、選択した設定項目による画像処理結果を示
すプレビューを、設定項目を選択する画面と同一の画面に表示するものである。また、複
数の画像処理が並行して実行される場合には、複数の画像処理ごとのプレビューを同時に
表示するものである。
【００７９】
　なお、本実施の形態では、この発明を画像形成装置の一種であるＭＦＰに適用した場合
について説明するが、本発明はこれに限らず、表示処理をおこなう各種装置に適用するこ
とができる。
【００８０】
　図１は、第１の実施の形態にかかる表示処理装置の機能を実行することができるＭＦＰ
１の機能ブロック図である。同図に示すようにＭＦＰ１は、構成としてオペレーティング
システム１５３と、サービス層１５２と、アプリケーション層１５１と、記憶部１０４と
、操作パネル２００とを備えている。
【００８１】
　同図に示すように、ＭＦＰ１の機能は階層関係となっており、オペレーティングシステ
ム１５３の上層にサービス層１５２が構築され、サービス層１５２の上層に後述する本実
施の形態の特徴部分が含まれたアプリケーション層１５１が構築されている。
【００８２】
　オペレーティングシステム１５３は、ハードウェアリソースを含めたＭＦＰ１の資源を
管理し、サービス層１５２やアプリケーション層１５１に対して当該資源を利用した機能
を提供する。
【００８３】
　サービス層１５２は、ＭＦＰ１が備えているハードウェアリソースを制御するドライバ
ーに相当する。後述するアプリケーション層１５１の実行処理部１０５からの出力処理の
要求に応じて、スキャナ制御部１２１、プロッタ制御部１２２、蓄積制御部１２３、配信
／メール送受信制御部１２４、ＦＡＸ送受信制御部１２５、通信制御部１２６等からＭＦ
Ｐ１が備えているハードウェアリソースを制御して、様々な機能が実行される。
【００８４】
　記憶部１０４は、紙原稿から読み込まれたまたは、メール若しくはＦＡＸから受信した
画像データを記憶する。また、記憶部１０４は、画像データ等のデータを記憶可能な記憶
手段であり、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）、光ディスク、メモリカードなどの一般
的に用いられるあらゆる記憶媒体で構成することができる。
【００８５】
　操作パネル２００は、操作画面の表示、操作画面上での入力の受付けを行うユーザイン
ターフェースである。
【００８６】
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　図２は、ＭＦＰ１の操作パネル２００の一例を示した図である。同図に示したように、
かかる操作パネル２００は、初期設定キー２０１、コピーキー２０２、コピーサーバーキ
ー２０３、プリンタキー２０４、送信キー２０５、テンキー２０６、クリア／ストップキ
ー２０７、スタートキー２０８、予熱キー２０９、リセットキー２１０および液晶タッチ
パネル２２０を有する。そして、液晶タッチパネル２２０に本実施の形態の特徴となる画
面が表示されることになるが、この画面については後述する。
【００８７】
　なお、ＭＦＰ１は、記憶部１０４、操作パネル２００以外にもスキャナ、プロッタなど
の様々なハードウェアリソースを備えているが、説明は省略する。
【００８８】
　図１に戻り、アプリケーション層１５１は、表示処理部１０１と、選択受付部１０３と
、実行処理部１０５と、利用者認証部１０６を備えている。
【００８９】
　利用者認証部１０６は、ＭＦＰ１を使用する際に、利用者の認証を行う。利用者の認証
方法としては、当業者で周知な技術であるか否かを問わず、どのような認証方法を用いて
もよい。利用者認証部１０６で利用者の認証が成功した場合、ＭＦＰ１で所定の機能の使
用が許可される。許可される機能としては、例えば、Ｅ＿ｍａｉｌの送受信等が存在する
。また、利用者認証部１０６による利用者の認証は最初に行うこととし、後述する機能を
使用する場合、原則として、すでに利用者の認証は済んでいるものとする。
【００９０】
　表示処理部１０１は、液晶タッチパネル２２０に、各種機能の実行または設定項目の設
定を行うための操作画面を表示する。本実施の形態では、表示処理部１０１は、選択した
設定項目による画像処理結果を示すプレビューを、選択すべき設定項目と共に同一画面に
表示する。また、設定項目が変更された場合は、変更された設定項目を反映したプレビュ
ーを即時に画面に表示する。
【００９１】
　選択受付部１０３は、表示処理部１０１により表示された画面から、設定項目が示され
た領域の選択を受付ける。具体的には、表示処理部１０１により液晶タッチパネル２２０
に表示された設定項目を利用者が押下した場合、選択受付部１０３は、設定項目が選択さ
れたものとして受付ける。また、選択受付部１０３は、後述する初期設定キー２０１等の
各種ボタンからの入力を受付ける。
【００９２】
　実行処理部１０５は、入力処理部１１１および出力処理部１１２を備え、ＭＦＰ１が有
する機能を用いた入出力処理を実行する。そして、実行処理部１０５で処理した内容に基
づいて、サービス層１５２に備えられた各制御部が、ハードウェアリソースを制御するこ
とで、ハードウェアを用いた処理が行われる。
【００９３】
　入力処理部１１１は、選択受付部１０３により選択を受け付けた設定項目に対応する入
力機能を用いた画像データを入力処理する。例えば、選択受付部１０３が、設定項目「Ｃ
ｏｐｙ」の選択を受け付けた場合、入力処理部１１１がスキャナ制御部１２１より図示し
ないスキャナを制御することで、紙原稿の読み込み処理を行う。
【００９４】
　出力処理部１１２は、選択受付部１０３により選択を受け付けた設定項目に対応する出
力機能を用いた画像データを出力処理する。例えば、選択受付部１０３が、設定項目「Ｃ
ｏｐｙ」の選択を受け付けた場合、出力処理部１１２がプロッタ制御部１２２により図示
しないプロッタを制御することで、紙原稿として印刷処理を制御する。
【００９５】
　次に、このように構成された第１の実施の形態にかかるＭＦＰ１による表示処理につい
て説明する。図３は、第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフローチャ
ートである。
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【００９６】
　まず、選択受付部１０３が、利用者が入力したログイン情報を受付ける（ステップＳ３
０１）。具体的には、選択受付部１０３は、ログイン画面（後述）上で入力されたユーザ
名およびパスワードをログイン情報として受付ける。なお、ログイン画面は、初期画面（
後述）に表示されるログイン用のボタンを利用者が選択した際に表示される。
【００９７】
　次に、利用者認証部１０６が、選択受付部１０３により受付けられたログイン情報を元
に利用者の認証処理を行う（ステップＳ３０２）。
【００９８】
　次に、表示処理部１０１が、ログインした利用者のＨｏｍｅ画面を液晶タッチパネル２
２０に表示する（ステップＳ３０３）。Ｈｏｍｅ画面とは、ログイン後に最初に表示され
る画面であり、利用者ごとに定められた利用頻度の高い機能などを登録した画面をいう。
Ｈｏｍｅ画面の詳細については後述する。
【００９９】
　次に、選択受付部１０３が、他の機能の選択が受付けられたか否かを判断する（ステッ
プＳ３０４）。他の機能とは、定型的な処理を定義したジョブ（Ｊｏｂ）を表示するＪｏ
ｂ画面、ＭＦＰ１の個々の機能（コピー、ＦＡＸ送信など）を表示するＦｕｎｃｔｉｏｎ
ｓ画面、および処理の履歴を表示するＨｉｓｔｏｒｙ画面などを表示するための機能をい
う。
【０１００】
　他の機能の選択が受付けられた場合（ステップＳ３０４：ＹＥＳ）、表示処理部１０１
は、選択された機能に対応する画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（ステップＳ３
０５）。
【０１０１】
　他の機能の選択が受付けられていない場合（ステップＳ３０４：ＮＯ）、選択受付部１
０３は、設定要求が受付けられたか否かを判断する（ステップＳ３０６）。設定要求とは
、ＭＦＰ１の個々の機能を実行するときの設定項目を変更する要求、または画面上で選択
されている設定項目を変更する要求をいう。
【０１０２】
　設定要求が受付けられた場合（ステップＳ３０６：ＹＥＳ）、表示処理部１０１は、設
定項目を変更するための設定画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（ステップＳ３０
７）。なお、すでに表示されている設定項目を変更する設定要求の場合は、新たな設定画
面は表示せず、表示処理部１０１は、表示されている画面上の設定項目の変更のみを行う
。
【０１０３】
　設定要求が受付けられていない場合（ステップＳ３０６：ＮＯ）、選択受付部１０３は
、ログアウト要求が受付けられたか否かを判断する（ステップＳ３０８）。ログアウト要
求は、画面の下部に表示されるログアウト用のボタンが選択されたときに受付けられる。
【０１０４】
　ログアウト要求が受付けられていない場合（ステップＳ３０８：ＮＯ）、他の機能の選
択受付処理に戻り処理が繰り返される（ステップＳ３０４）。
【０１０５】
　ログアウト要求が受付けられた場合（ステップＳ３０８：ＹＥＳ）、表示処理部１０１
は、ログイン前の初期画面を表示する（ステップＳ３０９）。
【０１０６】
　このように、本実施の形態では、利用者のログイン後、利用者が選択した機能または設
定要求に応じて各種画面が表示される。以下に、各画面と画面遷移の詳細について説明す
る。
【０１０７】
　なお、各画面の画面遷移では、図３のフローチャートに従って、任意の画面上での機能



(15) JP 4704234 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

の選択等に応じた他の画面を表示する画面遷移処理が実行される。
【０１０８】
　図４は、初期画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、初期画面では、４つ
の機能（Ｈｏｍｅ、Ｊｏｂｓ、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、およびＨｉｓｔｏｒｙ）のうちＨｏ
ｍｅが選択された状態で表示されている。また、画面の左上部には、すべての利用者が共
通で使用できる機能であることを示す表示４０１（Ｇｕｅｓｔ）が表示されている。
【０１０９】
　また、画面の中央部から右の部分には、選択可能な設定内容である設定項目が複数表示
されている。同図では、共通で使用できる機能として、コピー（Ｃｏｐｉｅｒ）、ＦＡＸ
送信（Ｆａｘ）などが表示されている。
【０１１０】
　なお、初期画面の背景色などの描画属性を、後述する利用者がログイン後の各画面の描
画属性と異なるように構成してもよい。これにより、利用者がログイン前の状態であるこ
とを明確に把握可能となる。
【０１１１】
　同図に示すように、初期画面では、Ｈｏｍｅの他に、Ｊｏｂｓ、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、
およびＨｉｓｔｏｒｙがタブ形式で表示されているが、初期画面ではこれらの機能は使用
できないようにするため、選択不可とするように構成してもよい。
【０１１２】
　同図の右下部に表示されているログインボタン４０２（Ｌｏｇｉｎ）を選択することに
より、ログイン画面が表示される。
【０１１３】
　図５は、ログイン画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、ログイン画面で
は、画面下部にログインユーザ名（Ｌｏｇｉｎ　ｎａｍｅ）と、パスワード（Ｐａｓｓｗ
ｏｒｄ）とを入力する入力領域５０１が表示される。
【０１１４】
　入力領域５０１のキャンセルボタン５０２（ｃａｎｃｅｌ）を選択すると初期画面に戻
る。入力領域でユーザ名、パスワードを入力し、ＯＫボタン５０３を選択すると、利用者
ごとに定められたＨｏｍｅ画面が表示される。
【０１１５】
　図６は、Ｈｏｍｅ画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、Ｈｏｍｅ画面で
は、初期画面の表示４０１の代わりに、ログイン済みであることを示すユーザ名の表示６
０１が表示されている。また、画面の中央部から右の部分には、ログインしたユーザごと
に定められた設定項目が複数表示されている。
【０１１６】
　Ｈｏｍｅ画面では、Ｈｏｍｅ以外の他の機能であるＪｏｂｓ、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、お
よびＨｉｓｔｏｒｙに対応するタブが選択可能となっている。他の機能のタブを選択する
と、選択した機能に対応する設定項目が、画面中央部から右の部分に表示される。
【０１１７】
　このように、本実施の形態では、選択または設定する項目が上位下位の階層構造で表示
される。例えば、図６では、Ｈｏｍｅタブが上位の設定項目であり、当該上位設定項目に
対して、項目６０２（Ｓｅｎｄ　ｔｏ　Ｍｉｃｈｅｌ）等が下位の設定項目として表示さ
れている。
【０１１８】
　同図の下部には、ログアウトを実行するためのログアウトボタン６０３が表示されてい
る。ログアウトボタン６０３を選択すると初期画面に遷移する。
【０１１９】
　また、同図の左下部には、入力元となる文書を指定するｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面を表
示するためのデジタルドキュメントボタン６０４が表示されている。後述するように、こ
のボタンは、上述の４つの機能に対応するいずれの画面においても表示され、選択可能と
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なっている。これにより、利用者はいずれの機能の実行時であっても入力元の文書を容易
に指定することができるようになる。
【０１２０】
　同図の右下部には、設定項目を絞り込むためのカテゴリーリスト６０５および属性リス
ト６０６が表示されている。カテゴリーリスト６０５および属性リスト６０６では、予め
定められた設定項目の意味内容を表すカテゴリーまたは属性がそれぞれ指定可能とされて
いる。カテゴリーリスト６０５および属性リスト６０６の指定を変更すると、指定された
カテゴリーおよび属性に適合する設定項目のみが画面上で選択可能に表示される。
【０１２１】
　以上で、ログイン後に最初に表示されるＨｏｍｅ画面について説明した。利用者は、Ｈ
ｏｍｅ画面から、他の機能であるＪｏｂ、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、およびＨｉｓｔｏｒｙを
選択し、対応する画面であるＪｏｂ画面、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画面、およびＨｉｓｔｏｒ
ｙ画面を表示できる。なお、機能はこれらに限られるものではなく、その他のあらゆる機
能を設定し選択可能とするように構成することができる。
【０１２２】
　次に、上述の機能ごとの画面の詳細について説明する。図７は、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画
面の一例を示す説明図である。
【０１２３】
　同図に示すように、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画面は、ＭＦＰ１が備えるコピー機能、Ｆａｘ
送信機能等の個々の機能のみが選択可能である以外は、Ｈｏｍｅ画面と同様の構成となっ
ている。なお、個々の機能は、予め定められたアイコンにより表現されている。
【０１２４】
　図８は、Ｊｏｂ画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、Ｊｏｂ画面は、定
型的な処理を定義したジョブのみが選択可能である以外は、Ｈｏｍｅ画面と同様の構成と
なっている。なお、本実施の形態では、立方体形状のアイコンによりジョブが表されてい
る。また、新規ジョブを作成するための新規ジョブボタン８０１が表示されている。新規
ジョブの作成についての詳細は後述する。
【０１２５】
　図９は、Ｈｉｓｔｏｒｙ画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、Ｈｉｓｔ
ｏｒｙ画面は、過去の処理の履歴が選択可能に表示されている以外は、Ｈｏｍｅ画面と同
様の構成となっている。なお、Ｈｉｓｔｏｒｙ画面のように、複数の機能等のアイコンを
表示する画面では、リスト表示ボタン９０１、およびアイコン表示ボタン９０２が表示さ
れている。リスト表示ボタン９０１またはアイコン表示ボタン９０２を選択することによ
り、表示形式を相互に変更することができる。表示形式の変更処理の詳細については後述
する。
【０１２６】
　図１０は、Ｈｏｍｅ画面内、またはＪｏｂ画面内でジョブを選択したときに表示される
ジョブ実行画面の一例を示す説明図である。なお、本実施の形態では、ジョブを選択した
場合、元のＨｏｍｅ画面またはＪｏｂ画面が左方向にスクロールして液晶タッチパネル２
２０の表示領域外に移動されるとともに、ジョブ実行画面が右方向からスクロールして液
晶タッチパネル２２０の表示領域内に表示される。すなわち、上位設定項目を表示した画
面であるＨｏｍｅ画面等と、上位設定項目から選択した下位設定項目に関する画面である
ジョブ実行画面が異なる画面に表示される。
【０１２７】
　また、同図に示すように、前画面で表示されていた設定項目の一部（本実施の形態の場
合、ジョブのアイコン）が、画面中央部から左側の領域１００１に表示される。さらに、
選択されたジョブのアイコン１００２の色が、他のアイコンと異なる色に変更されて表示
されている。これにより、利用者は、処理状況や現在設定しているジョブがいずれのジョ
ブであるかを明確に把握することができる。
【０１２８】
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　同図では、毎週実行する定型的な処理（Ｗｅｅｋｌｙ　Ｊｏｂ）の内容として、コピー
、メール送信、およびＨＤＤへの文書の格納を実行するジョブの例が示されている。また
、個々の機能ごとに、処理結果の概略を示すプレビュー画像が表示されている。
【０１２９】
　ジョブ実行画面でスタートボタン１００３を選択すると、表示されているジョブの処理
が開始され、状況表示画面が表示される。
【０１３０】
　図１１は、状況表示画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、状況表示画面
では、ジョブを構成する個々の機能ごとに、青の半透明画像でプレビュー画像を覆う面積
により、各機能の進行状況を表示する。
【０１３１】
　同図の例のように、１つのジョブに複数の機能が登録されている場合は、各機能の進行
状況が同時に画面上で確認できる。なお、進行状況の表示方法はこれに限られるものでは
なく、個々の機能ごとの進行状況を示すグラフや数値により進行状況を表示する方法など
の従来から用いられているあらゆる方法を適用することができる。
【０１３２】
　ストップボタン１１０１を選択すると、実行中のジョブの処理が中断される。再開する
場合は、スタートボタン１００３を再度選択する。
【０１３３】
　図１０のジョブ実行画面に戻り、同図上のプレビュー画像１００４を選択すると、プレ
ビューを拡大表示する確認画面が表示される。
【０１３４】
　図１２は、確認画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、確認画面では、プ
レビュー画像１２０１が拡大表示される。これにより、例えばパンチ穴の位置等を利用者
が明確に確認することができるようになる。
【０１３５】
　プリスキャンボタン１２０２を選択すると、ジョブの実行前に事前に原稿をスキャン（
プリスキャン）し、処理結果のプレビューを画面上で確認可能となる。キャンセルボタン
１２０３を選択すると、プリスキャンをキャンセルして元の画面に戻る。ＯＫボタン１２
０４を選択すると、プリスキャンを行った原稿の画像を適用したプレビュー画像を表示す
るジョブ実行画面に戻る。この際、プリスキャンした画像をＲＡＭ(Random Access Memor
y)等に格納し、ＯＫボタン１２０４の選択を受付けたときに格納された情報を次画面に渡
す。
【０１３６】
　なお、複数ページの文書をスキャンした場合には、矢印ボタン１２０５を選択すること
により、前後のページのプレビュー画像を確認することができる。
【０１３７】
　図１０のジョブ実行画面に戻り、追加・削除ボタン１００５を選択すると、ジョブの設
定を変更する設定変更画面が表示される。
【０１３８】
　図１３は、設定変更画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、設定変更画面
では、ジョブ実行画面で表示されたプレビュー画像の他に、新規機能を追加するためのフ
ァンクションボタン１３０１、１３０２、１３０３が表示されている。ファンクションボ
タン１３０１、１３０２、１３０３を選択した場合、またはプレビュー画像の下のボタン
１３０４、１３０５、１３０６を選択した場合、新規機能の設定、または既存機能の変更
を行う詳細設定画面が表示される。
【０１３９】
　図１４は、詳細設定画面の一例を示す説明図である。同図は、図１３のボタン１３０４
を選択した場合に表示されるコピー機能の設定変更を行うための詳細設定画面の一例を表
した図である。図１４に示すように、詳細設定画面では、コピー機能に関する詳細な設定
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項目が表示される。
【０１４０】
　同図では、例えば、カラー、トレイ、拡大縮小率、ソート、パンチなどが詳細な設定項
目として利用者により変更可能に表示されている。
【０１４１】
　なお、詳細設定画面では、画面の左の領域に詳細な設定項目を適用した画像の例を示す
プレビュー１４０１が表示される。さらに、詳細設定画面では、設定が変更されると同時
に変更した設定を反映したプレビュー１４０１が表示される。これにより、利用者が変更
した設定を即時的かつ視覚的に確認できるようになる。
【０１４２】
　完了ボタン１４０２を選択すると、設定項目の設定処理を完了して、設定変更画面に戻
る。また、図１３の設定変更画面で保存ボタン１３０７を選択すると、変更した設定の内
容を保存してＪｏｂ画面に戻る。なお、保存する際、既存のジョブの内容を上書きして更
新すること、または新規ジョブとして保存することを選択することが可能である。また、
図１３でキャンセルボタン１３０８を選択すると、変更した設定の内容を破棄して、前の
画面に戻る。
【０１４３】
　図１５は、新規ジョブを追加した後のジョブ画面の一例を示す説明図である。ジョブ画
面では、新規に作成されたジョブのアイコン１５０１を既存のジョブと異なる色で表示す
る（図示せず）。なお、所定の時間が経過した後は、新規に作成されたジョブのアイコン
１５０１の色は、既存のアイコンと同じ色に変更される。
【０１４４】
　なお、図８または図１５の新規ジョブボタン８０１を選択すると、新規ジョブを作成す
るためのジョブ作成画面が表示される。
【０１４５】
　図１６は、ジョブ作成画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、ジョブ作成
画面は、図１３の設定変更画面と同様の構成であるが、いずれの機能も設定されていない
画面が表示される。新規ジョブ作成処理の詳細については後述する。
【０１４６】
　図９に戻り、表示形式の変更処理の詳細について説明する。同図のリスト表示ボタン９
０１を選択すると、履歴の名称等の識別情報を一覧形式（リスト形式）で表示する一覧表
示画面が表示される。
【０１４７】
　図１７は、一覧表示画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、一覧表示画面
では、履歴の名称、処理日付、実行頻度等の情報が一覧形式で表示される。ここで、例え
ば履歴１７０１を選択すると、選択した履歴１７０１の詳細情報が確認可能な詳細履歴画
面が表示される。
【０１４８】
　図１８は、詳細履歴画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、詳細履歴画面
では、実行したジョブの結果を示すプレビュー画面等を確認することができる。戻るボタ
ン１８０１を選択すると、一覧表示画面に戻る。
【０１４９】
　以上で、本実施の形態にかかるＭＦＰ１で表示される主な画面の画面遷移について説明
した。上記説明では、初期画面として図４に示すような画面を表示することを説明したが
、初期画面はこれに限られるものではなく、利用者が任意に選択した画面を初期画面とし
て表示するように構成してもよい。
【０１５０】
　図１９は、初期画面の別の一例を示す説明図である。同図の初期画面は、利用者が最も
頻繁に利用するコピー機能の実行画面を初期画面として表示した例を示している。図１９
のような初期画面の場合も、ログインボタン１９０１を選択することにより、ログイン画
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面を表示することができる
【０１５１】
　図２０は、この例の場合に表示されるログイン画面の一例を示す説明図である。同図に
示すように、ログイン画面では、画面下部にログインユーザ名（Ｌｏｇｉｎ　ｎａｍｅ）
と、パスワード（Ｐａｓｓｗｏｒｄ）とを入力する入力領域２００１が表示される。
【０１５２】
　入力領域２００１の構成やボタン選択後の処理は図５における入力領域５０１と同様で
あるのでその説明を省略する。
【０１５３】
　なお、図４に示すような初期画面でコピー機能のアイコンを選択した場合にも、図１９
に示すようなコピー機能の詳細項目を設定する画面が表示される。
【０１５４】
　次に、図１６のジョブ作成画面における新規ジョブ作成処理の詳細について説明する。
図１６で、例えば、コピー機能に対応するボタン１６０１を選択した場合には、コピー機
能に関する詳細な項目の設定を行う図１４と同様の詳細設定画面が表示される。
【０１５５】
　図２１は、詳細設定画面の別の一例を示す説明図である。同図では、詳細な項目が未設
定であるため、プレビュー２１０１に画像が表示されていない例が示されている。同図で
、例えば、パンチに関する設定を行うための設定項目２１０２を選択した場合、設定項目
２１０２の詳細内容を選択可能な詳細設定画面が表示される。
【０１５６】
　図２２は、詳細内容を選択可能な詳細設定画面の一例を示す説明図である。同図に示す
ように、例えば、パンチ穴の位置を選択可能な選択リスト２２０１が表示される。なお、
同図で設定項目を変更すると、変更後の設定内容で処理を行った結果の概略を示すプレビ
ュー画像が表示される。
【０１５７】
　図２３は、プレビュー画像が表示された詳細設定画面の一例を示す説明図である。同図
に示すように、変更されたパンチに関する設定項目２３０１に対応して、パンチ穴が文書
の上部に位置するように表されたプレビュー画像２３０２が表示される。なお、プレビュ
ー画像２３０２は、設定項目２３０１を選択した時点で即時に選択された設定項目２３０
１を反映した画像が表示される。
【０１５８】
　図２４は、すべての設定項目の選択が完了した後の詳細設定画面の一例を示す説明図で
ある。同図に示すように、設定項目を選択した後の詳細設定画面では、すべての設定を反
映したプレビュー画像２３０２が表示される。また、ＯＫボタン２４０１を選択すると、
新規に設定した機能が追加されたジョブ作成画面が表示される。
【０１５９】
　図２５は、機能追加後のジョブ作成画面の一例を示す説明図である。同図に示すように
、機能を追加した後のジョブ作成画面では、追加した機能の処理結果の概略を示すプレビ
ュー２５０１が表示される。同図で保存ボタン２５０２を選択すると、新規ジョブの名称
を入力するための名称入力画面が表示される。
【０１６０】
　図２６は、名称入力画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、名称入力画面
は、画面の下部にジョブの名称を入力するための入力領域２６０１が表示される。キャン
セルボタン２６０２を選択すると、ジョブ作成画面に戻る。ＯＫボタン２６０３を選択す
ると、入力された名称で新規ジョブを作成し、Ｊｏｂ画面に戻る。
【０１６１】
　図２７は、新規ジョブが追加された後のＪｏｂ画面の一例を示す説明図である。同図で
は、新規ジョブとしてジョブ２７０１が追加された例が示されている。
【０１６２】
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　以上で、新規ジョブ作成処理の詳細について説明した。なお、図２７のＪｏｂ画面に示
すように、画面の左下部にはデジタルドキュメントボタン２７０２が表示されている。
【０１６３】
　デジタルドキュメントボタン２７０２は、図６のデジタルドキュメントボタン６０４と
同様に、入力元となる文書を指定するｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面を表示するためのボタン
である。上述のように、デジタルドキュメントボタン２７０２はいずれの画面においても
表示され、選択可能となっている。以下に、ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の詳細について説
明する。
【０１６４】
　図２８は、ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図である。同図に示すように、
ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面では、入力元となる文書のサムネイル画像が表示され、利用者
による選択が可能となっている。
【０１６５】
　ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面では、ＭＦＰ１の内部に記憶された文書の他、通信制御部１
２６等を用いて外部装置から取得可能な文書を入力元の文書として表示することができる
。
【０１６６】
　サムネイル画像の上方には、属性の表示などを行うための各種ボタンが表示されている
。プロパティボタン２８０１を選択すると、選択した文書の属性を表示する画面（図示せ
ず）が表示される。プレビューボタン２８０２を選択すると、選択した文書の画像が拡大
表示されたプレビュー画像を確認する画面（図示せず）が表示される。検索ボタン２８０
３を選択すると、入力元の文書を検索するための画面（図示せず）が表示される。
【０１６７】
　サムネイル画像を選択後、追加ボタン２８０４を選択すると、選択文書表示領域２８０
５に選択したサムネイル画像が追加される。
【０１６８】
　図２９は、サムネイル画像追加後のｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図であ
る。同図に示すように、サムネイル画像を追加した後は、選択した文書のサムネイル画像
が、選択文書表示領域２８０５に表示される。また、選択したサムネイル画像には、選択
したことを示す情報である選択情報２９０１が表示される。
【０１６９】
　なお、同図に示すように、文書を選択した後は、デジタルドキュメントボタン２７０２
の表示色などの描画属性が変更される。また、一旦文書が選択されれば、他の機能の画面
に遷移した場合であっても、デジタルドキュメントボタン２７０２の表示色は変更された
まま表示される。これにより、利用者は入力元の文書が選択済みであることを容易かつ明
確に認識することが可能となる。
【０１７０】
　また、ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面のサムネイル画像の縮尺は、所定のボタン操作等によ
り変更することができる。
【０１７１】
　図３０は、サムネイル画像を縮小表示したｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明
図である。同図に示すように、サムネイル画像が図２８または図２９と比較して縮小され
て表示されている。
【０１７２】
　図３１は、サムネイル画像を拡大表示したｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明
図である。同図に示すように、サムネイル画像が図２８または図２９と比較して拡大され
て表示されている。
【０１７３】
　図３２は、第１の実施の形態にかかるＭＦＰ１のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。同図に示すように、このＭＦＰ１は、コントローラ１０とエンジン部（Engine）６
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０とをＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスで接続した構成となる。コン
トローラ１０は、ＭＦＰ１全体の制御と描画、通信、操作パネル２００からの入力を制御
するコントローラである。エンジン部６０は、ＰＣＩバスに接続可能なプリンタエンジン
などであり、たとえば白黒プロッタ、１ドラムカラープロッタ、４ドラムカラープロッタ
、スキャナまたはファックスユニットなどである。なお、このエンジン部６０には、プロ
ッタなどのいわゆるエンジン部分に加えて、誤差拡散やガンマ変換などの画像処理部分が
含まれる。
【０１７４】
　コントローラ１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、ノースブリッジ（
ＮＢ）１３と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）１２と、サウスブリッジ（ＳＢ）１４と、
ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）１７と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）１６と、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１８とを有し、ＮＢ１３とＡＳＩＣ
１６との間をＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス１５で接続した構成となる。ま
た、ＭＥＭ－Ｐ１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２ａと、ＲＡＭ(Random Access M
emory)１２ｂと、をさらに有する。
【０１７５】
　ＣＰＵ１１は、ＭＦＰ１の全体制御をおこなうものであり、ＮＢ１３、ＭＥＭ－Ｐ１２
およびＳＢ１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介して他の機器と接続
される。
【０１７６】
　ＮＢ１３は、ＣＰＵ１１とＭＥＭ－Ｐ１２、ＳＢ１４、ＡＧＰ１５とを接続するための
ブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に対する読み書きなどを制御するメモリコントローラと
、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【０１７７】
　ＭＥＭ－Ｐ１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開用
メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ１２ａ
とＲＡＭ１２ｂとからなる。ＲＯＭ１２ａは、プログラムやデータの格納用メモリとして
用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモ
リ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリであ
る。
【０１７８】
　ＳＢ１４は、ＮＢ１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジで
ある。このＳＢ１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ１３と接続されており、このＰＣＩバス
には、ネットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）部なども接続される。
【０１７９】
　ＡＳＩＣ１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（In
tegrated Circuit）であり、ＡＧＰ１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ１８およびＭＥＭ－Ｃ１７
をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ１６は、ＰＣＩターゲットお
よびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－Ｃ１７
を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより画像データの回転な
どをおこなう複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Controller）と、エンジン部６０
との間でＰＣＩバスを介したデータ転送をおこなうＰＣＩユニットとからなる。このＡＳ
ＩＣ１６には、ＰＣＩバスを介してＦＣＵ（Fax Control Unit）３０、ＵＳＢ（Universa
l Serial Bus）４０、ＩＥＥＥ１３９４（the Institute of Electrical and Electronic
s Engineers 1394）インターフェース５０が接続される。
【０１８０】
　ＭＥＭ－Ｃ１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモリ
であり、ＨＤＤ１８は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、
フォームの蓄積を行うためのストレージである。
【０１８１】
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　ＡＧＰ１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセ
ラレーターカード用のバスインターフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に高スループットで
直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレーターカードを高速にするもの
である。
【０１８２】
　このように、第１の実施の形態にかかる表示処理装置は、複数の機能を画面上の所定の
領域の外周上に配置し、機能の選択を切り替えたときに複数の機能を、外周上を移動する
ように回転表示して、新たに選択した機能を前方に表示する。そして、選択した機能以外
の機能の設定内容は、選択できないように縮小して表示することができる。これにより、
現在処理している機能以外の機能の設定内容の把握が容易となり、項目設定処理の操作性
を向上させることができる。
【０１８３】
（第２の実施の形態）
　上述した実施の形態では表示処理装置を実行するＭＦＰについて説明したが、表示処理
装置を実行する装置はＭＦＰに制限されるものではない。そこで第２の実施の形態ではＭ
ＦＰ以外の表示処理装置の構成例について説明する。
【０１８４】
　図３３は、第２の実施の形態にかかる表示処理装置３３００の機能ブロック図である。
同図に示すように表示処理装置３３００は、第１の実施の形態にかかるＭＦＰ１のアプリ
ケーション層１５１の内部とほぼ同様の構成を備えている。第２の実施の形態では、液晶
タッチパネル２２０を含む操作パネル２００の代わりに表示部３３０１と操作部３３０２
とが追加されたこと、およびアプリケーション層１５１の内部に記憶部１０４を備えてい
ることである。
【０１８５】
　表示部３３０１は、表示処理部１０１により各種画面が表示される処理部である。表示
部３３０１は、例えば携帯可能な表示処理装置３３００に組み込まれた液晶パネル等が考
えられる。
【０１８６】
　操作部３３０２は、利用者が表示処理装置３３００に対して操作を行うために設けられ
たインターフェースである。操作部３３０２は、利用者が各機能や設定項目の選択が実行
できるインターフェースであればどのような機構でもよい。
【０１８７】
　また、操作部３３０２からの入力で選択受付部１０３が各機能や設定項目の選択を受け
付ける。すなわち、上述した第１の実施の形態のような液晶パネルが表示部３３０１とし
て備えられた場合であっても、上述した実施の形態のように利用者の指などで触接するこ
とで入力可能な液晶タッチパネルである必要はないことを意味する。
【０１８８】
　本実施の形態の表示処理装置３３００が組み込まれた装置としては、画像形成装置や、
音楽データを保存して他の機器への出力または再生等が可能なＡＶ機器などが考えられる
。すなわち、入力機能や出力機能などを備えた装置であり、装置が備えた液晶パネル等の
表示部に表示が可能な装置であり、機能の選択または設定項目の選択を実行するための液
晶タッチパネルまたは複数のボタン等を有するインターフェースを備えた装置であれば、
どのような装置でもよい。
【０１８９】
　他の例として、汎用的に用いられるＰＣ（Personal Computer）や、カーナビゲーショ
ン装置に本実施の形態の表示処理装置３３００を組み込んでもよい。ＰＣの場合は、一般
的に用いられるキーボードやマウスなどの入力装置により機能の選択または設定項目の選
択を実行することができる。
【０１９０】
　また、本実施の形態にかかる表示処理装置３３００を、複数の機能または設定項目を表
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示するために必要十分なサイズの表示部とインターフェースを備え、携帯して用いられる
機器等にも組み込むことができる。例えば、ＰＤＡや携帯型ゲーム端末のような液晶タッ
チパネル等を備えた携帯型の端末等が考えられる。
【０１９１】
　このように表示部およびインターフェースが十分でない携帯型の装置でも、本実施の形
態の方法を適用することにより、設定内容の把握が容易となり操作性が向上する。
【０１９２】
　また、第１の実施の形態と同様に、表示処理装置の操作部にタッチパネル等を用いても
よい。例えば、タッチパネルを備えた装置で、表示部に複数の機能または設定項目が表示
され、利用者がタッチパネルを押下することで表示された機能等の選択を受け付けること
ができる。このように、入力インターフェースが制限されている装置であっても、設定項
目と設定項目を反映したプレビュー情報とが同一画面上に表示されるため、設定内容の確
認が容易となり、操作性が向上する。
【０１９３】
　なお、上述した実施の形態で示した表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、
ＲＯＭ等に予め組み込まれて提供される。
【０１９４】
　また、上述した実施形態で示した表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、イ
ンストール可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルデ
ィスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み
取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１９５】
　さらに、本実施形態の表示処理装置で実行される表示処理プログラムを、インターネッ
ト等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロ
ードさせることにより提供するように構成してもよい。また、本実施形態の表示処理装置
で実行される表示処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配
布するように構成してもよい。
【０１９６】
　本実施の形態の表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、上述した各部（表示
処理部、選択受付部、実行処理部、および利用者認証部）を含むモジュール構成となって
おり、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭから表示処理プロ
グラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、上記各部
が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【産業上の利用可能性】
【０１９７】
　以上のように、本発明にかかる画像形成装置、表示処理装置、表示処理方法および表示
処理プログラムは、複数の設定内容を有する複数の設定項目を表示して利用者が各設定項
目の選択を行う操作画面を備えた装置に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１９８】
【図１】第１の実施の形態にかかる表示処理装置の機能を実行することができるＭＦＰの
機能ブロック図である。
【図２】ＭＦＰの操作パネルの一例を示した図である。
【図３】第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフローチャートである。
【図４】初期画面の一例を示す説明図である。
【図５】ログイン画面の一例を示す説明図である。
【図６】Ｈｏｍｅ画面の一例を示す説明図である。
【図７】Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画面の一例を示す説明図である。
【図８】Ｊｏｂ画面の一例を示す説明図である。
【図９】Ｈｉｓｔｏｒｙ画面の一例を示す説明図である。



(24) JP 4704234 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

【図１０】ジョブ実行画面の一例を示す説明図である。
【図１１】状況表示画面の一例を示す説明図である。
【図１２】確認画面の一例を示す説明図である。
【図１３】設定変更画面の一例を示す説明図である。
【図１４】詳細設定画面の一例を示す説明図である。
【図１５】新規ジョブを追加した後のジョブ画面の一例を示す説明図である。
【図１６】ジョブ作成画面の一例を示す説明図である。
【図１７】一覧表示画面の一例を示す説明図である。
【図１８】詳細履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１９】初期画面の別の一例を示す説明図である。
【図２０】ログイン画面の一例を示す説明図である。
【図２１】詳細設定画面の別の一例を示す説明図である。
【図２２】詳細内容を選択可能な詳細設定画面の一例を示す説明図である。
【図２３】プレビュー画像が表示された詳細設定画面の一例を示す説明図である。
【図２４】すべての設定項目の選択が完了した後の詳細設定画面の一例を示す説明図であ
る。
【図２５】機能追加後のジョブ作成画面の一例を示す説明図である。
【図２６】名称入力画面の一例を示す説明図である。
【図２７】新規ジョブが追加された後のＪｏｂ画面の一例を示す説明図である。
【図２８】ｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図である。
【図２９】サムネイル画像追加後のｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図である
。
【図３０】サムネイル画像を縮小表示したｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図
である。
【図３１】サムネイル画像を拡大表示したｅＤｏｃｕｍｅｎｔｓ画面の一例を示す説明図
である。
【図３２】第１の実施の形態にかかるＭＦＰのハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図３３】第２の実施の形態にかかる表示処理装置の機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０１９９】
　１０　コントローラ
　１１　ＣＰＵ
　１２　システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）
　１２ａ　ＲＯＭ
　１２ｂ　ＲＡＭ
　１３　ノースブリッジ（ＮＢ）
　１４　サウスブリッジ（ＳＢ）
　１５　ＡＧＰバス
　１６　ＡＳＩＣ
　１７　ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）
　１８　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　３０　ＦＣＵ
　４０　ＵＳＢ
　５０　ＩＥＥＥ１３９４インターフェース
　６０　エンジン部
　１０１　表示処理部
　１０３　選択受付部
　１０４　記憶部
　１０５　実行処理部
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　１０６　利用者認証部
　１１１　入力処理部
　１１２　出力処理部
　１２１　スキャナ制御部
　１２２　プロッタ制御部
　１２３　蓄積制御部
　１２４　メール送受信制御部
　１２５　ＦＡＸ送受信制御部
　１２６　通信制御部
　１５１　アプリケーション層
　１５２　サービス層
　１５３　オペレーティングシステム
　２００　操作パネル
　２０１　初期設定キー
　２０２　コピーキー
　２０３　コピーサーバーキー
　２０４　プリンタキー
　２０５　送信キー
　２０６　テンキー
　２０７　ストップキー
　２０８　スタートキー
　２０９　予熱キー
　２１０　リセットキー
　２２０　液晶タッチパネル
　４０１　表示
　４０２　ログインボタン
　５０１　入力領域
　５０２　キャンセルボタン
　５０３　ＯＫボタン
　６０１　表示
　６０２　項目
　６０３　ログアウトボタン
　６０４　デジタルドキュメントボタン
　６０５　カテゴリーリスト
　６０６　属性リスト
　８０１　新規ジョブボタン
　９０１　リスト表示ボタン
　９０２　アイコン表示ボタン
　１００１　領域
　１００２　アイコン
　１００３　スタートボタン
　１００４　プレビュー画像
　１００５　追加・削除ボタン
　１１０１　ストップボタン
　１２０１　プレビュー画像
　１２０２　プリスキャンボタン
　１２０３　キャンセルボタン
　１２０４　ＯＫボタン
　１２０５　矢印ボタン
　１３０１、１３０２、１３０３　ファンクションボタン
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　１３０４、１３０５、１３０６　ボタン
　１３０７　保存ボタン
　１３０８　キャンセルボタン
　１４０１　プレビュー
　１４０２　完了ボタン
　１５０１　アイコン
　１６０１　ボタン
　１７０１　履歴
　１８０１　戻るボタン
　１９０１　ログインボタン
　２００１　入力領域
　２１０１　プレビュー
　２１０２　設定項目
　２２０１　選択リスト
　２３０１　設定項目
　２３０２　プレビュー画像
　２４０１　ＯＫボタン
　２５０１　プレビュー
　２５０２　保存ボタン
　２６０１　入力領域
　２６０２　キャンセルボタン
　２６０３　ＯＫボタン
　２７０１　ジョブ
　２７０２　デジタルドキュメントボタン
　２８０１　プロパティボタン
　２８０２　プレビューボタン
　２８０３　検索ボタン
　２８０４　追加ボタン
　２８０５　選択文書表示領域
　２９０１　選択情報
　３３００　表示処理装置
　３３０１　表示部
　３３０２　操作部
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