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(57)【要約】
【課題】用紙をセットした手差しトレイを装置本体に装
着した場合の、ワークフローの設定に要する作業上の負
担を可及的に軽減する技術を提案する。
【解決手段】ワークフロー画面４１０１内に表示されて
いるワークフロー画像４１０１ａ～４１０１ｆのいずれ
かがユーザによって押下される前に、手差しトレイ検出
部５１４により手差しトレイ２２０が給紙位置にセット
されたと判断されたときには、表示制御部５１１は、前
記受付画面１～５を表示部４１０に表示する前に、用紙
収納場所受付画面を表示し、続いて前記用紙種別受付画
面を表示した後、前記受付画面１～５を表示する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　用紙に画像を形成する画像形成部に供給し得る予め定められた用紙を予め収納する１又
は複数の給紙カセットと、複数の用紙サイズの用紙が択一的に収納可能な手差しトレイと
を備える用紙収納部の前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたか否か及び前記
手差しトレイに用紙がセットされたか否かのうち一方を検出する検出部と、
　当該操作装置が搭載される画像形成装置における複数の処理項目についての設定値を設
定入力するための複数の受付画面をウィザード形式表示で表示させる表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記検出部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされ
たこと及び前記手差しトレイに用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出されると
、ウィザード形式表示で表示させる各受付画面の中に、前記画像形成部による画像形成動
作に供すべき用紙の収納場所についての設定値を設定入力するための用紙収納場所受付画
面を割り込ませるとともに、前記用紙収納場所受付画面に、用紙の収納場所についての設
定値が前記手差しトレイに設定済みであることを示す操作装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記各受付画面をウィザード形式表示で表示させる前に、前記検出
部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレイに
用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出された場合には、前記各受付画面をウィ
ザード形式表示で表示させる際、前記用紙収納場所受付画面を最初に表示させる請求項１
に記載の操作装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記各受付画面をウィザード形式表示で表示している途中で、前記
検出部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレ
イに用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出された場合には、現在表示している
受付画面を閉じて前記用紙収納場所受付画面を表示する請求項１に記載の操作装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記用紙収納場所受付画面の次に、用紙種別についての設定値を設
定入力するための用紙種別受付画面を表示する請求項１乃至３の何れか一項に記載の操作
装置。
【請求項５】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　予め定められた用紙を収納する１又は複数の給紙カセットと、複数の用紙サイズの用紙
が択一的に収納可能な手差しトレイとを備える用紙収納部と、
　請求項１乃至４の何れか一項に記載の操作装置と
を備える画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、ファクシミリ、プリンタ及びこれらの複合機等の画像形成装置の技
術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、ファクシミリ、プリンタ及びこれらの複合機等の画像形成装置には、通常、装
置本体に搭載される本体給紙カセットとは別に、主に使用頻度の低いサイズの用紙や葉書
などの特殊な用紙を画像形成部の画像形成動作に供するために利用される手差しトレイが
搭載されている。
【０００３】
　下記特許文献１，２には、前記手差しトレイが装置本体に装着された場合の装置の処理
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に関する技術が開示されている。すなわち、下記特許文献１には、手差しトレイの用紙の
有無によってコピーモードを切り替える点、及び、手差しトレイに用紙が挿入されると、
自動的に手差しトレイを用紙供給源として選択する点が開示されている。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、「制御回路５０が、用紙検知器２６の出力信号に基づいて
自動給紙モードおよび手差し給紙モードのうちいずれの給紙モードに設定するか判別する
。用紙検知器２６により手差しトレイ１３上に用紙Ｐがセットされたことが検出された場
合、制御回路５０により手差し給紙モードが設定される。そして、ＬＣＤ表示器９ａに例
えば図６（ａ）のように、「手差し給紙モードが設定されました。試し刷りを行いますか
。」といったメッセージが表示され（［００２３］）」と記載されている。
【０００５】
　一方、近年の画像形成装置等の電気機器では、コピー動作時に適用する用紙サイズ、倍
率、濃度、集約印刷、原稿画質を設定する際などのユーザによる機能実行時の操作性を向
上させるために、その表示部にウィザード形式表示（ユーザ対話形式）での機能設定画面
（受付画面）を表示させるものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平４－１５５３５４号公報
【特許文献２】特開平５－１６２８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前記手差しトレイが搭載された画像形成装置において、ユーザが手差しトレ
イに用紙がセットした場合には、給紙カセットに予めセットされている用紙とは異なるサ
イズや異なる種別の用紙を使用する意図があると考えられる。
【０００８】
　そこで、従来では、ユーザの利便性を考慮して、ユーザが手差しトレイに用紙をセット
して該手差しトレイを装置本体に装着したときには、ワークフローのうち画像形成動作に
供すべき用紙の収納場所に係る設定を手差しトレイに装置側で自動的に切り替えるように
していた。
【０００９】
　しかしながら、従来では、前記設定が自動的に切り替えられたことをユーザが知ること
ができなかった。そのため、ユーザは、前記設定の内容を確認するための作業をわざわざ
行う必要があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、用紙をセットした手
差しトレイを装置本体に装着した場合の、ワークフローの設定に要する作業上の負担を可
及的に軽減する技術を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、
　表示部と、
　用紙に画像を形成する画像形成部に供給し得る予め定められた用紙を予め収納する１又
は複数の給紙カセットと、複数の用紙サイズの用紙が択一的に収納可能な手差しトレイと
を備える用紙収納部の前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたか否か及び前記
手差しトレイに用紙がセットされたか否かのうち一方を検出する検出部と、
　当該操作装置が搭載される画像形成装置における複数の処理項目についての設定値を設
定入力するための複数の受付画面をウィザード形式表示で表示させる表示制御部と、
を備え、
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　前記表示制御部は、前記検出部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされ
たこと及び前記手差しトレイに用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出されると
、ウィザード形式表示で表示させる各受付画面の中に、前記画像形成部による画像形成動
作に供すべき用紙の収納場所についての設定値を設定入力するための用紙収納場所受付画
面を割り込ませるとともに、前記用紙収納場所受付画面に、用紙の収納場所についての設
定値が前記手差しトレイに設定済みであることを示す操作装置である。
【００１２】
　この発明によれば、前記検出部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされ
たこと及び前記手差しトレイに用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出されると
、ウィザード形式表示で表示させる各受付画面の中に、前記画像形成部による画像形成動
作に供すべき用紙の収納場所についての設定値を設定入力するための用紙収納場所受付画
面を割り込ませるようにしたので、ユーザに前記用紙収納場所受付画面を表示させる作業
を課すことなく、ユーザに、前記画像形成部による画像形成動作に供すべき用紙の収納場
所について確認させることができる。
【００１３】
　また、前記用紙収納場所受付画面に、用紙の収納場所についての設定値が前記手差しト
レイに設定済みであることを示すようにしたので、ユーザが、前記画像形成部による画像
形成動作に供すべき用紙の収納場所についての設定値を設定入力する手間を省くことがで
きる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の操作装置において、前記表示制御部は、前
記各受付画面をウィザード形式表示で表示させる前に、前記検出部により前記手差しトレ
イが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレイに用紙がセットされたか否
かのうち前記一方が検出された場合には、前記各受付画面をウィザード形式表示で表示さ
せる際、前記用紙収納場所受付画面を最初に表示させるものである。
【００１５】
　この発明によれば、前記各受付画面をウィザード形式表示で表示させる前に、前記検出
部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレイに
用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出された場合には、前記各受付画面をウィ
ザード形式表示で表示させる際、前記用紙収納場所受付画面を最初に表示させるようにし
たので、前記用紙収納場所受付画面を途中で表示させる形態に比して、ユーザに、より大
きな注意を払って、前記画像形成部による画像形成動作に供すべき用紙の収納場所につい
ての確認を行わせることができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の操作装置において、前記表示制御部は、前
記各受付画面をウィザード形式表示で表示している途中で、前記検出部により前記手差し
トレイが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレイに用紙がセットされた
か否かのうち前記一方が検出された場合には、現在表示している受付画面を閉じて前記用
紙収納場所受付画面を表示するものである。
【００１７】
　この発明によれば、前記各受付画面をウィザード形式表示で表示している途中で、前記
検出部により前記手差しトレイが給紙可能な状態にセットされたこと及び前記手差しトレ
イに用紙がセットされたか否かのうち前記一方が検出された場合には、現在表示している
受付画面を閉じて前記用紙収納場所受付画面を表示するようにしたので、現在表示してい
る受付画面での設定入力が完了した以降に、前記用紙収納場所受付画面を表示する形態に
比して、ユーザに、より大きな注意を払って、前記画像形成部による画像形成動作に供す
べき用紙の収納場所についての確認を行わせることができる。
【００１８】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３の何れか一項に記載の操作装置において、前
記表示制御部は、前記用紙収納場所受付画面の次に、用紙種別についての設定値を設定入
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力するための用紙種別受付画面を表示するものである。
【００１９】
　この発明によれば、前記用紙収納場所受付画面に関連する用紙種別受付画面を前記用紙
収納場所受付画面の次に表示するようにしたので、できるだけ、手差しトレイにセットし
た用紙の種別をユーザが忘れないうちに、用紙の種別の設定入力をユーザに行わせること
ができる。
【００２０】
　請求項５に記載の発明は、用紙に画像を形成する画像形成部と、予め定められた用紙を
収納する１又は複数の給紙カセットと、複数の用紙サイズの用紙が択一的に収納可能な手
差しトレイとを備える用紙収納部と、請求項１乃至４の何れか一項に記載の操作装置とを
備える画像形成装置である。
【００２１】
　この発明によれば、画像形成装置において、請求項１乃至４の何れか一項に記載の発明
による効果が得られる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、用紙をセットした手差しトレイを装置本体に装着した場合の、ワーク
フローの設定に要する作業上の負担を可及的に軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一構成例を示す側面概略図である。
【図２】操作部の部分拡大図である。
【図３】図１に示す画像形成装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【図４】コピー機能についてのワークフロー作成及び登録時の表示部の表示画面の遷移を
示す図である。
【図５】コピー機能についてのワークフロー呼出時の表示画面の遷移を示す図である。
【図６】ワークフローが選択される前に手差しトレイが給紙位置にセットされた場合の、
各受付画面、用紙収納場所受付画面及び用紙種別受付画面の表示順を説明するための図で
ある。
【図７】或るワークフローに係る受付画面が表示されているときに、手差しトレイが給紙
位置にセットされた場合の、各受付画面、用紙収納場所受付画面及び用紙種別受付画面の
表示順を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る画像処理装置について説明する。図１は、本発明に係る画像形成装
置の一構成例を示す側面概略図である。図２は、操作部４００の部分拡大図である。
【００２５】
　図１に示す画像形成装置１は、スキャナ機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、コピ
ー機能等を兼ね備えた複合機であり、本体部２００と、本体部２００の用紙搬出側、例え
ば左側に配設された用紙後処理部３００と、操作者が種々の操作指令等を入力するための
操作部４００と、本体部２００の上部に配設された原稿読取部５００と、原稿読取部５０
０の上部に配設された原稿給送部６００とから構成される。
【００２６】
　図２に示すように、操作部４００は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等からなる表
示部４１０と、操作者から操作指示が入力される操作キー部４３０を備える。操作キー部
４３０は、スタートキー４３２、テンキー４３３及び機能切換キー部４３４等を備える。
【００２７】
　スタートキー４３２は、コピー動作やスキャン動作等の各動作を開始させる指示を操作
者から受け付ける。テンキー４３３は、コピー部数を指定する指示等を操作者から受け付
けるキーである。機能切換キー部４３４は、スキャナ機能、ファクシミリ機能、プリンタ
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機能及びコピー機能を相互に切り替える機能切換指示を操作者から受け付けるキーである
。
【００２８】
　表示部４１０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等からなり、タッチパネル機能を
組み合わせたタッチパネルユニット等を備えている。表示部４１０は、種々の受付画面を
表示すると共に、操作者が表示面（表示されている操作キー）をタッチすることで種々の
機能の実行指令を入力することが可能とされている。
【００２９】
　図１に戻り、原稿給送部６００は、原稿載置部６０１、給紙ローラ６０２、原稿搬送部
６０３及び原稿排出部６０４を備え、原稿読取部５００は、スキャナ５０１を備える。給
紙ローラ６０２は、原稿載置部６０１にセットされた所要枚数分の原稿を一枚ずつ繰り出
し、原稿搬送部６０３は、繰り出される原稿を順次スキャナ５０１の読み取り位置に搬送
する。スキャナ５０１は、搬送される原稿の画像を順次読み取り、読み取られた原稿は原
稿排出部６０４に排出される。
【００３０】
　本体部２００は、複数の給紙カセット２０１、複数の給紙ローラ２０２、画像形成部３
３、排出口２０９及び排出トレイ２１０等を備える。画像形成部３３は、転写ローラ２０
３、感光体ドラム２０４、露光装置２０６、現像装置２０７及び定着ローラ２０８を有す
る。
【００３１】
　感光体ドラム２０４は、矢印方向に回転しながら帯電装置（図示省略）によって一様に
帯電される。露光装置２０６は、原稿読取部５００において読み取られた原稿の画像に応
じて変調されたレーザ光を感光体ドラム２０４の表面に走査し、該表面に色毎の静電潜像
を形成する。現像装置２０７は、黒色の現像剤を感光体ドラム２０４に供給してトナー画
像を形成する。
【００３２】
　一方、給紙ローラ２０２は、印刷用紙が収納された給紙カセット２０１から印刷用紙を
引き出し、転写ローラ２０３まで給送する。転写ローラ２０３は、搬送された印刷用紙に
感光体ドラム２０４の表面に形成されたトナー像を転写させ、定着ローラ２０８は、転写
されたトナー像を加熱して印刷用紙に定着させる。その後、印刷用紙は、本体部２００の
排出口２０９から用紙後処理部３００に搬入される。また、印刷用紙は、必要に応じて排
出トレイ２１０へも排出される。
【００３３】
　手差しトレイ２２０は、画像形成装置１の側面適所に設けられたトレイであり、下端を
揺動中心として、前記側面に平行な略直立姿勢となる収納位置と、前記下端が下方にやや
傾斜する傾斜姿勢となる給紙位置との間で揺動可能に構成されている。手差しトレイ２２
０が給紙位置に位置するときに、該手差しトレイ２２０の上面に用紙が積載され、給紙ロ
ーラ２２１により感光体ドラム２０４に向けて給紙される。
【００３４】
　手差しトレイ２２０は、複数の用紙サイズの用紙を択一的に画像形成部３３に給紙する
ためのものであり、主に、給紙カセット２０１にはセット不可能な使用頻度の低いサイズ
の用紙や葉書などの特殊な用紙を画像形成部３３の画像形成動作に供するために利用され
る。
【００３５】
　用紙後処理部３００は、搬入口３０１、印刷用紙搬送部３０２、搬出口３０３及びスタ
ックトレイ３０４等を備える。印刷用紙搬送部３０２は、排出口２０９から搬入口３０１
に搬入された印刷用紙を順次搬送し、最終的に搬出口３０３からスタックトレイ３０４へ
印刷用紙を排出する。スタックトレイ３０４は、搬出口３０３から搬出された印刷用紙の
集積枚数に応じて矢印方向に上下動可能に構成されている。
【００３６】
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　図３は、図１に示す画像形成装置１の電気的な構成を示すブロック図である。図３に示
すように、画像形成装置１は、原稿読取部５００、画像処理部２１、プリンタ部３１、操
作部４００、制御部５１、ネットワークＩ／Ｆ（インターフェース）部７１、ＨＤＤ（ハ
ードディスクドライブ）７４及びファクシミリ通信部７５を備える。
【００３７】
　原稿読取部５００は、図１に示すスキャナ５０１を構成する露光ランプ１２及びＣＣＤ
（電荷結合素子）１３を含む。原稿読取部５００は、露光ランプ１２により原稿を照射し
、その反射光をＣＣＤ１３で受光することにより、原稿から画像を読み取り、読み取った
画像に対応する画像を画像処理部２１へ出力する。
【００３８】
　画像処理部２１は、読み取られた画像を必要に応じて、読み取られた画像に対してレベ
ル補正、γ補正等の所定の補正処理や、画像の圧縮又は伸張処理、及び、拡大又は縮小処
理等の種々の加工処理等を行うものである。画像処理部２１によって処理された画像は図
略の画像メモリに記憶されたりプリンタ部３１に出力されたりする。
【００３９】
　プリンタ部３１は、図１に示す給紙カセット２０１及び給紙ローラ２０２等から構成さ
れる用紙搬送部３２、図１に示す感光体ドラム２０４、露光装置２０６、現像装置２０７
転写ローラ２０３、定着ローラ２０８等から構成される画像形成部３３を含み、用紙搬送
部３２により記録紙を画像形成部３３へ搬送し、原稿読取部５００により読み取られた原
稿データに基づいて画像形成部３３により上記の画像に対応するトナー像を感光体ドラム
２０４に形成し、感光体ドラム２０４に形成されたトナー像を転写ローラ２０３により記
録紙に転写し、定着ローラ２０８によりトナー像を記録紙に定着させて画像を形成する。
【００４０】
　ネットワークＩ／Ｆ部７１は、ネットワークインタフェース（10/100Base-TX）等を用
い、ＬＡＮを介して外部装置との間での種々のデータの送受信を制御する。ＨＤＤ７４は
、原稿読取部５００によって読み取られた画像及び当該画像に設定されている出力形式等
を記憶する。
【００４１】
　操作部４００は、図１及び図２に示したように表示部４１０、操作キー部４３０を備え
る。表示部４１０は、タッチパネル機能により各種指示の入力を受け付ける複数のキーを
制御部５１による制御の下で表示する。操作キー部４３０には、図２に示した機能切換キ
ー部４３４、スタートキー４３２、テンキー４３３及びワークフローボタン４５０等が設
けられている。制御部５１は、上記表示部４１０及び操作部４００の各キーから、操作者
によって入力された指示を受け付ける。
【００４２】
　ワークフローボタン４５０は、ユーザにより予め設定されている設定内容でコピー動作
やスキャン動作等の機能を実行するワークフロー動作や、当該ワークフロー動作を登録、
変更、又は削除する操作を行うための処理を開始させる指示の入力をユーザから受け付け
るボタンである。
【００４３】
　ファクシミリ通信部７５は、符号化／復号化部（図示省略）、変復調部（図示省略）及
びＮＣＵ（Network Control Unit；図示省略）を含む。ファクシミリ通信部７５は、原稿
読取部５００によって読み取られた原稿の画像データを、電話回線を介してファクシミリ
装置等へ送信したり、ファクシミリ装置等から送信された画像データを受信したりする。
符号化／復号化部は、送信する画像データを圧縮・符号化し、受信した画像データを伸長
・復号化する。変復調部は、圧縮・符号化された画像データを音声信号に変調し、受信し
た信号（音声信号）を画像データに復調する。ＮＣＵは、送受信先となるファクシミリ装
置等との電話回線による接続を制御する。
【００４４】
　手差しトレイセンサ７６は、手差しトレイ２２０が給紙位置に位置しているか否かを検
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出するためのものである。手差しトレイセンサ７６は、手差しトレイ２２０が給紙位置に
位置しているとき、図略のスイッチがオンされ、Ｈ（ハイ）信号を制御部５１に出力する
一方、手差しトレイが給紙位置に位置していないとき（収納位置に位置するとき）、前記
前記スイッチがオフとされ、Ｌ（ロー）信号が制御部５１に出力される。
【００４５】
　制御部５１は、画像形成装置１の動作制御を司るＣＰＵと、データを一時的に保管する
機能や作業領域としての機能を有するＲＡＭ（Random Access Memory）、プログラムを予
め記憶するＲＯＭ、及び、前記プログラム等をＲＯＭから読み出して実行するＣＰＵを備
えて構成されており、ＣＰＵとＲＡＭ及びＲＯＭとはデータバスを介してデータの授受を
行うように構成されている。
【００４６】
　制御部５１は、ＣＰＵがＲＯＭ等に格納されている本実施形態特有の画像処理プログラ
ムを実行することで、表示制御部５１１と、受付部５１２と、記憶部５１３としての機能
を有する。
【００４７】
　表示制御部５１１は、当該画像形成装置１における各処理項目についての設定値を設定
するための受付画面（操作画面）を表示部４１０にウィザード形式で表示させるものであ
る。
【００４８】
　受付部５１２は、前記受付画面を用いた設定値の設定入力が行われるとその設定値の設
定入力を受け付ける処理を行うものである。
【００４９】
　記憶部５１３は、操作者に対する操作案内を表示するための各種データ（本実施形態で
は、特に、記憶部５１３は、コピー動作やスキャン動作等の機能を実行するために登録が
必要な設定入力を受け付けるための受付画面を表示部４１０に表示させるための表示用デ
ータを記憶している）や、スキャナ機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、コピー機能
等の各機能の動作状況等を表示するための画像データ（画像、文字、記号等の各データを
含む）を記憶している。
【００５０】
　また、記憶部５１３は、画像形成装置１で実行可能な機能についての各処理項目の組み
合わせでなるテンプレート（定型フォーム）を複数記憶する。当該テンプレートは、例え
ば、コピー動作等の各機能毎に、各機能で適用する部数、用紙サイズ、倍率、濃度、集約
印刷、原稿画質、両面分割等の処理項目の組み合わせである。
【００５１】
　テンプレートは、コピー動作等の機能を実行するために登録が必要な各設定入力をユー
ザに案内する処理を行うためのワークフロー、又は、コピー動作等の機能を実行する際に
適用される各処理項目の設定内容（設定値）を記憶して当該各設定内容でコピー動作等の
機能を実行させるワークフローに用いられる。
【００５２】
　次に、画像形成装置１におけるワークフロー作成及び登録時の処理を説明する。図４は
、コピー機能についてのワークフロー作成及び登録時の表示部４１０の表示画面の遷移を
示す図である。
【００５３】
　図４に示すように、画像形成装置１の主電源がユーザによりオンとされ、例えば、コピ
ーボタンが押下操作されてコピー機能が開始されるとき、表示制御部５１１は、表示部４
１０に、図略の初期画面を表示させる。
【００５４】
　この初期画面の表示時に、操作部４００のワークフローボタン４５０がユーザにより押
下され、受付部５１２に、ワークフローの開始指示が受け付けられると、表示制御部５１
１は、ワークフロー画面４１０１（図４）を表示させる。これにより、ワークフローの作
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成及び登録、削除の操作の開始が可能となる。表示制御部５１１は、ワークフロー画面４
１０１に、ユーザからワークフローの新規登録及び削除を受け付けるための新規登録／削
除ボタン４１０１ｇを表示させる。
【００５５】
　なお、前記初期画面の表示時に、ワークフローボタン４５０がユーザにより押下されず
、（ワークフローの開始指示が受け付けられず）、前記初期画面においてユーザにより指
定された用紙選択や倍率等の設定内容、又は既に設定済みの設定内容で、スタートキー４
３２やテンキー４３３等の押下操作が行われてコピー動作の実行指示が入力された場合は
、当該押下操作に従って、通常通りのコピー動作等が実行される。
【００５６】
　一方、前記表示制御部５１１によるワークフロー画面４１０１の表示中に、ユーザによ
り新規登録／削除ボタン４１０１ｇが押下されると、表示制御部５１１は、ワークフロー
の新規登録又は削除のいずれを行うかの選択指示をユーザに対して促すワークフロー登録
／削除画面４１０２（図４）を表示部４１０に表示させる。
【００５７】
　ワークフロー登録／削除画面４１０２には、ユーザからワークフローの新規登録指示を
受け付けるための新規登録ボタン４１０２ａと、ユーザからワークフローの削除指示を受
け付けるための削除ボタン４１０２ｂとが表示される。削除ボタン４１０２ｂが押下され
た場合の処理等の説明については省略する。
【００５８】
　ワークフロー登録／削除画面４１０２の表示時に、ユーザにより新規登録ボタン４１０
２ａが押下されて、タッチパネル機能により受付部５１２にワークフローの新規登録指示
が受け付けられると、表示制御部５１１は、表示部４１０に、ワークフローの作成に用い
るテンプレートの選択を促すテンプレート選択画面４１０４（図４）を表示部４１０に表
示させる。このテンプレート選択画面４１０４には、ワークフローの作成に用いることが
可能な各テンプレートを示す画像Ｔ１～Ｔ６が表示される。
【００５９】
　このテンプレート選択画面４１０４の表示時に、ユーザにより、テンプレートを示す画
像Ｔ１～Ｔ６のいずれかが押下されて、タッチパネル機能により、受付部５１２に、ワー
クフローの作成に用いるウィザード表示形式用のテンプレートの選択が受け付けられると
、表示制御部５１１は、当該選択されたテンプレートを記憶部５１３から読み出し、当該
読み出したテンプレートが示す機能の各設定（例えば、コピー機能の場合、部数、用紙サ
イズ、倍率、濃度、集約印刷、原稿画質、両面分割等）についてのそれぞれの受付画面４
１０５をウィザード形式表示により表示部４１０に順次表示する。
【００６０】
　表示制御部５１１は、上記読み出したテンプレートが示す機能についての全ての設定の
受付画面を表示し、各受付画面での内容指定を受け付けるまで受付画面の表示処理及び設
定内容の受付処理を繰り返し、全ての設定についての受付画面の表示処理及び設定内容の
受付処理を完了すると、表示部４１０に、この作成されたワークフローの名称の入力画面
４１０７を表示させる。この入力画面４１０７には、キーボード画像４１０７ａ等が表示
され、ユーザが当該キーボード画像を押下することでタッチパネル機能により、ユーザか
らのワークフロー名の入力が可能とされている。
【００６１】
　前記入力画面４１０７の操作により、ユーザからワークフロー名が入力されると、表示
制御部５１１は、前記カスタマイズ画面Ｇで受け付けられた前記処理項目を並べて一覧表
示した画像４１０８ａと、当該一覧表示した各処理項目で登録する指示を受け付けるため
の登録ボタン４１０８ｂと、当該一覧表示した各設定の内容を変更する指示を受け付ける
ための設定変更ボタン４１０８ｃとを有する確認画面４１０８を表示部４１０に表示させ
る。
【００６２】
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　この確認画面４１０８の表示時に、ユーザにより登録ボタン４１０８ｂが押下され、受
付部５１２に、一覧表示した各設定の内容で登録する指示が受け付けられると、制御部５
１は、カスタマイズされたテンプレートとを記憶部５１３に記憶させる。なお、この後、
表示制御部５１１は、表示部４１０に、登録完了をユーザに対して報知する登録完了画面
４１０９を表示させる。
【００６３】
　また、前記確認画面４１０８の表示時に、ユーザにより設定変更ボタン４１０８ｃが押
下され、受付部５１２に、当該一覧表示した各設定の内容を変更する設定変更指示が受け
付けられると、表示制御部５１１は、先の選択が受け付けられたテンプレートが示す機能
の各設定（例えば、コピー機能の場合、部数、用紙サイズ、倍率、濃度、集約印刷、原稿
画質、両面分割等）についての各受付画面を再び表示部４１０に順次表示する処理に戻る
。
【００６４】
　次に、画像形成装置１におけるワークフロー呼出時の処理を説明する。図５は、コピー
機能についてのワークフロー呼出時の表示画面の遷移を示す図である。
【００６５】
　画像形成装置１の主電源がユーザによりオンとされたとき、表示制御部５１１は、表示
部４１０に予め定められた図略の初期画面を表示させる。
【００６６】
　この初期画面の表示時に、操作部４００のワークフローボタン４５０がユーザにより押
下され、受付部５１２に、ワークフローの開始指示が受け付けられると、表示制御部５１
１は、ワークフロー画面４１０１（図５）を表示させる。ワークフロー画面４１０１には
、記憶部５１３に記憶（登録）されている各ワークフローを示すワークフロー画像４１０
１ａ～４１０１ｆが表示される。
【００６７】
　ワークフロー画面４１０１の表示時に、ワークフロー画面４１０１内に表示されている
ワークフロー画像４１０１ａ～４１０１ｆのいずれかがユーザによって押下され、画像形
成装置１が備える機能（例えばコピー動作等）の実行について適用するワークフローを選
択するワークフロー選択指示がユーザから受け付けられると、表示制御部５１１は、この
選択されたワークフローを記憶部５１３から読み出し、この読み出したワークフローが示
す機能の各設定（例えば、コピー機能の場合、原稿サイズ、部数、用紙サイズ、倍率、濃
度、集約印刷、原稿画質、両面分割等）についてのそれぞれの受付画面（例えば、図５に
示す受付画面４１０５）を順次表示部４１０に表示する。
【００６８】
　そして、当該受付画面上に表示した操作ボタン又はテンキー４３３等のユーザによる操
作に基づいて、タッチパネル機能により、当該受付画面で案内している処理項目について
の内容指定（例えば、前記部数の具体数等）を受け付けた場合は、設定内容をその指示さ
れた内容（設定値）に設定する。
【００６９】
　表示制御部５１１は、前記読み出したテンプレートが示す機能における全ての処理項目
の受付画面を表示するまで、当該受付画面の表示処理及び設定内容の受付処理を繰り返す
。そして、原稿の読取動作に関連する処理項目の受付画面での設定内容の受付処理が完了
すると、制御部５１は、その時点から原稿の読取動作を原稿読取部５００に開始させる。
【００７０】
　その後、全ての処理項目についての受付画面の表示処理及び設定内容の受付処理が完了
すると、表示部４１０に、この時点で受け付けられている設定内容を並べて一覧表示した
画像と、当該一覧表示した各設定の内容で機能を実行する機能実行指示を受け付けるため
の機能実行ボタン（図５の４１１０ｂ)と、当該一覧表示した各設定の内容を変更する指
示を受け付けるための（図５の設定変更ボタン４１１０ｃ）とを有する確認画面４１１０
を表示部４１０に表示させる。そして、機能実行ボタン４１１０ｂが押下され、受付部５
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１２に、一覧表示した各設定の内容で機能を実行する指示が受け付けられると、制御部５
１は、当該一覧表示されている各設定の内容で機能（コピー動作等）を実行させる。
【００７１】
　以上の構成に加えて、本実施形態では、手差しトレイ２２０が給紙位置にセットされた
場合の前記各受付画面４１０５の表示を次のように行うようにしている。
【００７２】
　すなわち、まず、本実施形態に係る画像形成装置１の制御部５１は、前記各部５１１～
５１３に加えて手差しトレイ検出部５１４としての機能を有する。手差しトレイ検出部５
１４は、手差しトレイセンサ７６の出力信号に基づき、手差しトレイ２２０が前記給紙位
置にセットされているか否かを検出するものである。手差しトレイ検出部５１４は、手差
しトレイセンサ７６からＨ（ハイ）信号を受信すると、手差しトレイ２２０が前記給紙位
置にセットされたものと判断し、手差しトレイセンサ７６からＬ（ロー）信号を受信する
と、手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされていないものと判断する。
【００７３】
　表示制御部５１１は、ワークフロー画面４１０１内に表示されているワークフロー画像
４１０１ａ～４１０１ｆのいずれかがユーザによって押下される前に、前記手差しトレイ
検出部５１４により手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたと判断された場合
には、ワークフロー画像４１０１ａ～４１０１ｆのうち押下されたワークフロー画像に対
応するワークフローが示す機能の各設定についてのそれぞれの受付画面４１０５を順次表
示部４１０に表示する際に、表示制御部５１１は、前記画像形成部３３による画像形成動
作に供すべき用紙の収納場所についての設定値を設定入力するための用紙収納場所受付画
面を最初に表示部４１０に表示する。また、表示制御部５１１は、その用紙収納場所受付
画面において、用紙の収納場所についての設定値が前記手差しトレイ２２０に設定済みで
あることを示す。
【００７４】
　また、表示制御部５１１は、その用紙収納場所受付画面での設定が完了すると、続いて
、用紙種別（普通紙、厚紙、葉書など）についての設定値を設定入力するための用紙種別
受付画面を表示する。そして、表示制御部５１１は、前記用紙種別受付画面での設定が完
了すると、選択されたワークフローに係る受付画面４１０５をウィザード形式表示で表示
する。
【００７５】
　例えば図６に示すように、選択されたワークフローが示す機能の各設定についてのそれ
ぞれの受付画面が受付画面１～５であるものとし、この受付画面１～５の中に、用紙収納
場所受付画面や前記用紙種別受付画面が含まれていないものとする。
【００７６】
　この場合において、ワークフロー画面４１０１内に表示されているワークフロー画像４
１０１ａ～４１０１ｆのいずれかがユーザによって押下される前に、前記手差しトレイ検
出部５１４により手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたと判断されたときに
は、表示制御部５１１は、前記受付画面１～５を表示部４１０に表示する前に、前記用紙
収納場所受付画面を表示し、続いて前記用紙種別受付画面を表示した後、前記受付画面１
～５を表示する。
【００７７】
　なお、前記受付画面１～５のいずれかが前記用紙収納場所受付画面及び前記用紙種別受
付画面である場合には、表示制御部４１１は、前記用紙収納場所受付画面及び前記用紙種
別受付画面を順次表示し、その後、前記受付画面１～５のうち残りの受付画面を表示する
。
【００７８】
　一方、ワークフロー画面４１０１内に表示されているワークフロー画像４１０１ａ～４
１０１ｆのうち選択されたワークフロー画像が示すワークフローに係る複数の受付画面４
１０５のうち何れかの受付画面４１０５が表示されているときに、前記手差しトレイ検出
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部５１４により手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたと判断されたときには
、表示制御部５１１は、現在表示している受付画面４１０５を一旦閉じて前記用紙収納場
所受付画面を表示する。また、表示制御部５１１は、その用紙収納場所受付画面において
、用紙の収納場所についての設定値が前記手差しトレイに設定済みであることを示す。
【００７９】
　また、表示制御部５１１は、その用紙収納場所受付画面での設定が完了すると、続いて
、用紙種別（普通紙、厚紙、葉書など）についての設定値を設定入力するための用紙種別
受付画面を表示する。そして、表示制御部５１１は、前記用紙種別受付画面での設定が完
了すると、一旦閉じた受付画面を表示し、その後、残りの受付画面をウィザード形式表示
で表示する。
【００８０】
　例えば図７に示すように、選択されたワークフローが示す機能の各設定についてのそれ
ぞれの受付画面が受付画面１～５であるものとし、この受付画面１～５の中に、用紙収納
場所受付画面や前記用紙種別受付画面が含まれていないものとする。
【００８１】
　この場合において、ワークフロー画面４１０１内に表示されているワークフロー画像４
１０１ａ～４１０１ｆのうち選択されたワークフロー画像が示すワークフローに係る受付
画面１～５の中の受付画面３が表示されているときに、前記手差しトレイ検出部５１４に
より手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたと判断されたときには、表示制御
部５１１は、現在表示している受付画面３を一旦速やかに閉じて前記用紙収納場所受付画
面を表示し、続いて前記用紙種別受付画面を表示した後、前記受付画面３から表示する。
【００８２】
　以上のように、本実施形態では、前記各受付画面４１０５をウィザード形式表示で表示
させる前に、手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたときには、表示制御部５
１１は、前記各受付画面４１０５をウィザード形式表示で表示させる際に、前記用紙収納
場所受付画面を最初に表示させるようにしたので、ユーザに前記用紙収納場所受付画面を
表示させる作業を課すことなく、ウィザード形式表示で表示させる各受付画面４１０５の
途中で前記用紙収納場所受付画面を表示させる形態に比して、ユーザに、より大きな注意
を払って、前記画像形成部３３による画像形成動作に供すべき用紙の収納場所についての
確認を行わせることができる。
【００８３】
　また、ワークフローに係る受付画面４１０５が表示されているときに、手差しトレイ２
２０が前記給紙位置にセットされたときには、表示制御部５１１は、現在表示している受
付画面４１０５を一旦速やかに閉じて前記用紙収納場所受付画面を表示するようにしたの
で、ユーザに前記用紙収納場所受付画面を表示させる作業を課すことなく、現在表示して
いる受付画面での設定入力が完了した以降に前記用紙収納場所受付画面を表示する形態に
比して、ユーザに、より大きな注意を払って、前記画像形成部３３による画像形成動作に
供すべき用紙の収納場所についての確認を行わせることができる。
【００８４】
　そして、表示制御部５１１は、前記用紙収納場所受付画面に関連する用紙種別受付画面
を前記用紙収納場所受付画面の次に表示することで、できるだけ、手差しトレイ２２０に
セットした用紙の種別をユーザが忘れないうちに、用紙の種別の設定入力をユーザに行わ
せることができる。
【００８５】
　なお、本発明は前記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。前記図１乃
至図７に示した構成及び処理は、本発明に係る実施形態の例示に過ぎず、本発明を前記実
施形態に限定する趣旨ではない。
【００８６】
　例えば、前記第１の実施形態では、手差しトレイセンサ７６の出力信号に基づいて、手
差しトレイ２２０が給紙位置にセットされているか否かを手差しトレイ検出部５１４によ
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ロー画像４１０１ａ～４１０１ｆのいずれかがユーザによって押下される前に、前記手差
しトレイ検出部５１４により手差しトレイ２２０が前記給紙位置にセットされたと判断さ
れた場合には、ワークフロー画像４１０１ａ～４１０１ｆのうち押下されたワークフロー
画像に対応するワークフローが示す機能の各設定についてのそれぞれの受付画面４１０５
を順次表示部４１０に表示する際に、前記画像形成部３３による画像形成動作に供すべき
用紙の収納場所についての設定値を設定入力するための用紙収納場所受付画面を最初に表
示部４１０に表示する処理を行うようにしたが、この形態に限らず、前記手差しトレイ２
２０に用紙がセットされたか否かを検出する構成（用紙センサや用紙検出部）を備え、表
示制御部５１１は、ワークフロー画面４１０１内に表示されているワークフロー画像４１
０１ａ～４１０１ｆのいずれかがユーザによって押下される前に、前記手差しトレイ２２
０に用紙がセットされたことが検出された場合に、前記用紙収納場所受付画面を最初に表
示部４１０に表示する処理を行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
１　　画像形成装置
４００　操作部
４１０　表示部
４３０　操作キー部
２２０　手差しトレイ
４５０　ワークフローボタン
７６　　手差しトレイセンサ
５１　制御部
５１１　表示制御部
５１２　受付部
５１３　記憶部
５１４　手差しトレイ検出部
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