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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザを識別するための識別情報を入力するための第１の入力手段と、
　前記第１の入力手段により入力された識別情報に基づきユーザの認証処理を実行するユ
ーザ認証手段と、
　画像形成動作に係る設定項目の設定値を入力するための第２の入力手段と、
　前記第２の入力手段により入力された設定値を記憶させる記憶指示を入力するための第
３の入力手段と、
　前記第３の入力手段により前記記憶指示が入力されたときに、前記ユーザ認証手段によ
る認証を受けていた場合は、前記第２の入力手段により入力された設定値を、前記認証を
受けるべく入力されたユーザ固有の識別情報と対応付けて記憶し、前記ユーザ認証手段に
よる認証を受けていなかった場合は、前記第２の入力手段により入力された設定値を、各
ユーザで共有を表す予め定める識別情報と対応付けて記憶する設定値記憶手段と、
　前記設定値記憶手段に記憶されている設定値の読み出しを要求する入力を行うための第
４の入力手段と、
　プログラムモードに設定を行うプログラムモード設定手段と、
　前記プログラムモード設定手段でプログラムモードに設定されていない状態で、前記第
４の入力手段により設定値の読み出しが要求されたときに、前記ユーザ認証手段による認
証を受けていた場合は前記ユーザ固有の識別情報と対応付けられた設定値の内の最新の設
定値を、前記ユーザ認証手段による認証を受けていなかった場合は前記共有を表す識別情
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報と対応付けられた設定値の内の最新の設定値を、それぞれ前記設定値記憶手段から読み
出し、前記プログラムモード設定手段でプログラムモードに設定されている状態で、前記
第４の入力手段により設定値の読み出しが要求されたときには、前記設定値記憶手段に記
憶されている総ての設定値を読み出す設定値読出手段と、
　前記プログラムモードにおいて設定値読出手段で読み出された総ての設定値をユーザに
提示して、択一的に選択させる選択手段と、
　前記設定値読出手段により読み出された最新の設定値または前記選択手段で択一的に選
択された設定値に基づいて、画像形成動作を実行する画像形成手段と
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷条件等が設定可能な画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機等の画像形成装置の中には、頻繁に使用する、印刷条件等の設定を登録す
るためのプログラム機能を持ったものがある（例えば下記特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、この種の画像形成装置において、装置の利便性を向上するため、ユーザＩＤやパ
スワード等の個別情報を用いて画像形成装置に登録されたユーザ（以下、登録ユーザとい
う）については、画像形成動作に関して登録ユーザにより設定された各種の設定値を登録
ユーザ毎に区別した態様で登録可能とし、登録ユーザが画像形成装置に画像形成動作を実
行させる際に、登録された設定値を一覧表示させて、所望の設定値を選択可能にされたも
のが知られている。そして、この画像形成装置は、その登録ユーザが画像形成装置に登録
されたユーザであることをユーザＩＤやパスワード等の入力により認識すると、その登録
ユーザが登録した設定値を呼び出して該設定値で画像形成動作を実行する。
【特許文献１】特許第３２７９４１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この場合、登録された設定値を一覧表示させたりそのリストの中から所
望の設定値を選択したりする操作が必要となり、操作が煩雑である。
【０００５】
　また、各登録ユーザが登録した設定値を他の登録ユーザや未登録のユーザでも呼び出し
て画像形成動作の実行が可能な構成を想定した場合において、他の登録ユーザや未登録の
ユーザが或る登録ユーザが登録した設定値の一部を変更又は削除できるようにするときに
は、前記変更前又は削除前の設定値を登録した登録ユーザがその設定値で装置に画像形成
動作を行わせようとしたときに、該設定値に対して他人に変更や削除が行われているとい
う事態が発生することが考えられる。この場合、該登録ユーザは設定値を復元するなどの
作業を要し、画像形成装置の利便性を大きく損ねることとなる。
 
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、設定値の登録及び呼
出しを容易にするとともに、画像形成装置に登録されたユーザが登録した設定値が他のユ
ーザによって変更されるのを確実に防止することのできる画像形成装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、ユーザを識別するための識別情報を入力するための第１の入
力手段と、前記第１の入力手段により入力された識別情報に基づきユーザの認証処理を実
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行するユーザ認証手段と、画像形成動作に係る設定項目の設定値を入力するための第２の
入力手段と、前記第２の入力手段により入力された設定値を記憶させる記憶指示を入力す
るための第３の入力手段と、前記第３の入力手段により前記記憶指示が入力されたときに
、前記ユーザ認証手段による認証を受けていた場合は、前記第２の入力手段により入力さ
れた設定値を、前記認証を受けるべく入力されたユーザ固有の識別情報と対応付けて記憶
し、前記ユーザ認証手段による認証を受けていなかった場合は、前記第２の入力手段によ
り入力された設定値を、各ユーザで共有を表す予め定める識別情報と対応付けて記憶する
設定値記憶手段と、前記設定値記憶手段に記憶されている設定値の読み出しを要求する入
力を行うための第４の入力手段と、プログラムモードに設定を行うプログラムモード設定
手段と、前記プログラムモード設定手段でプログラムモードに設定されていない状態で、
前記第４の入力手段により設定値の読み出しが要求されたときに、前記ユーザ認証手段に
よる認証を受けていた場合は前記ユーザ固有の識別情報と対応付けられた設定値の内の最
新の設定値を、前記ユーザ認証手段による認証を受けていなかった場合は前記共有を表す
識別情報と対応付けられた設定値の内の最新の設定値を、それぞれ前記設定値記憶手段か
ら読み出し、前記プログラムモード設定手段でプログラムモードに設定されている状態で
、前記第４の入力手段により設定値の読み出しが要求されたときには、前記設定値記憶手
段に記憶されている総ての設定値を読み出す設定値読出手段と、前記プログラムモードに
おいて設定値読出手段で読み出された総ての設定値をユーザに提示して、択一的に選択さ
せる選択手段と、前記設定値読出手段により読み出された最新の設定値または前記選択手
段で択一的に選択された設定値に基づいて、画像形成動作を実行する画像形成手段とを備
えることを特徴とする画像形成装置である。
 
【０００８】
　この発明によれば、前記第２の入力手段により入力された設定値を第３の入力手段の操
作だけで記憶させることができるため、画像形成装置への設定値の登録を容易に行うこと
ができる。また、前記設定値記憶手段に記憶されている設定値の読み出し（呼出し）を第
４の入力手段の操作だけで要求することができるため、設定値の読み出しを容易に行うこ
とができる。
【０００９】
　さらに、前記ユーザ認証手段による認証を受けた状態で前記第４の入力手段により設定
値の読み出しが要求されたときには、前記認証を受けるべく入力された前記識別情報と対
応付けられた最新の設定値が前記設定値記憶手段から読み出されるようにし、他のユーザ
が後から設定した設定値は読み出されないようにしたので、第４の入力手段によって読み
出される設定値が他のユーザによって変更されるのを防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、設定値の登録及び呼出しが容易になるとともに、画像形成装置に登録
されたユーザが登録した設定値が他のユーザによって変更されるのを確実に防止すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態における画像形成装置について図面を参照しながら説明する
。図１は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の一例である複写機の内部構成を概略
的に示す側面図である。複写機１は、本体部１ａと、本体部１ａの左方に配設されたスタ
ックトレイ１ｂと、本体部１ａの上部に配設された原稿読取部１ｃと、原稿読取部１ｃの
上方に配設された原稿給送部１ｄとを有している。
【００１６】
　また、複写機１のフロント部には、操作部２が設けられている。原稿読取部１ｃは、Ｃ
ＣＤ(Charge Coupled Device)センサ及び露光ランプ等からなるスキャナ部５１と、ガラ
ス等の透明部材により構成された原稿台５２及び原稿読取スリット５３とを備える。スキ
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ャナ部５１は、図略の駆動部によって移動可能に構成され、原稿台５２に載置された原稿
を読み取るときは、原稿台５２に対向する位置で原稿面に沿って移動され、原稿画像を走
査しつつ取得した画像データを画像形成制御部（図示省略）へ出力する。また、スキャナ
部５１は、原稿給送部１ｄにより給送された原稿を読み取るときは、原稿読取スリット５
３と対向する位置に移動され、原稿読取スリット５３を介して原稿給送部１ｄによる原稿
の搬送動作と同期して原稿の画像を取得し、その画像データを画像形成制御部へ出力する
。
【００１７】
　原稿給送部１ｄは、原稿を載置するための原稿載置部６１と、画像読み取り済みの原稿
を排出するための原稿排出部６２と、原稿載置部６１に載置された原稿を１枚ずつ繰り出
して原稿読取スリット５３に対向する位置へ搬送し、原稿排出部６２へ排出するための給
紙ローラ（図略）、搬送ローラ（図略）等からなる原稿搬送機構６３を備える。原稿搬送
機構６３は、さらに原稿を表裏反転させて原稿読取スリット５３と対向する位置へ再搬送
する用紙反転機構（図略）を備え、原稿の両面の画像を原稿読取スリット５３を介してス
キャナ部５１から読取可能にしている。
【００１８】
　また、原稿給送部１ｄは、その前面側が上方に移動可能となるように本体部１ａに対し
て回動自在に設けられている。原稿給送部１ｄの前面側を上方に移動させて原稿台５２上
面を開放することにより、原稿台５２の上面に読み取り原稿、例えば見開き状態にされた
書籍等を操作者が載置できるようになっている。
【００１９】
　本体部１ａは、それぞれ用紙の種類（両面に印刷が可能な普通紙、片面のみに印刷が可
能な再利用紙等）やサイズが異なる記録紙を収納する複数の給紙カセット４６１と、給紙
カセット４６１から記録紙を１枚ずつ繰り出して記録部４０へ搬送する給紙ローラ４６２
と、給紙カセット４６１から搬送されてきた記録紙に画像を形成する記録部４０とを備え
る。なお、各給紙カセット４６１に収容されている用紙の種類及び用紙サイズに関する情
報は画像形成制御部に記憶されており、本体部１ａは、操作者により印刷に用いる用紙の
種類が設定されると、その種類の用紙が収容されている給紙カセット４６１から記録紙を
給紙する。
【００２０】
　記録部４０は、スキャナ部５１で取得された画像データに基づきレーザ光等を出力して
感光体ドラム４３を露光する光学ユニット４２と、感光体ドラム４３上にトナー像を形成
する現像部４４と、感光体ドラム４３上のトナー像を記録紙に転写する転写部４１と、ト
ナー像が転写された記録紙を加熱してトナー像を記録紙に定着させる定着部４５と、記録
部４０内の用紙搬送路中に設けられ、記録紙をスタックトレイ１ｂ又は排出トレイ４８ま
で搬送する搬送ローラ４６３，４６４等とを備える。
【００２１】
　図２は、本実施形態における複写機１の機能構成を示すブロック図である。複写機１は
、操作部２、制御部１０及び複写機本体部３を備える。複写機本体部３は、複写機１にお
ける操作部２及び制御部１０以外の部分全てである。操作部２は、複写機１の操作用ユー
ザインターフェースで例えば図３に示す外観を有するものである。
【００２２】
　図３に示すように操作部２は、前記第１～第６の入力手段を構成するものであり、タッ
チパネルディスプレイ２１、複写の開始を指示するためのスタートボタン２２、設定値登
録ボタン２３、登録設定値呼出ボタン２４、テンキーボタン２５、ログイン／アウトボタ
ン２６等の各種操作ボタンを有する。
【００２３】
　タッチパネルディスプレイ２１には、記録用紙のサイズ、複写倍率、複写濃度、画像形
成後の記録紙のソート態様、ステイプル処理の有無、パンチ処理の有無等の各複写条件に
おける設定値（機能）を指定する入力を行うための仮想的なボタンを有する各種の設定画
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面が表示される。また、タッチパネルディスプレイ２１には、前記設定画面のうち図３に
示す基本画面を表示させるための「基本」タブＴｂ１の他に、他の設定画面（図示せず）
を表示させるための「ユーザー機能」タブＴｂ２、「機能リスト」タブＴｂ３及び「プロ
グラム」タブＴｂ４が表示されている。なお、「プログラム」タブＴｂ４を操作すると、
複写機１が実行可能な設定値を一覧表示してそのリストの中から選択された一連の設定値
を登録するための図略のプログラム設定画面を表示したり、既に登録されている設定値（
以下、登録設定値という）を呼び出してタッチパネルディスプレイ２１に一覧表示し、複
写機１をそのリストの中から選択された設定値に設定したりするプログラムモード（前記
変更モードに相当）に設定される。
【００２４】
　本実施形態の複写機１は、「プログラム」タブＴｂ４によりプログラムモードに設定さ
れていない場合でも、複写条件の設定に関する所定の設定項目について設定された現在の
設定値が登録可能に構成されており、設定値登録ボタン２３は、プログラムモードの非設
定時において、前記各設定画面で設定値が設定された場合に、その現在の設定値を複写機
１に登録することを指示するためのボタンである。
【００２５】
　また、本実施形態の複写機１は、「プログラム」タブＴｂ４によりプログラムモードに
設定されていない場合でも、前記各設定画面で登録設定値を呼び出して複写機１に設定可
能に構成されており、登録設定値呼出ボタン２４は、登録設定値を呼び出して複写機１に
設定することを指示するためのボタンである。
【００２６】
　本実施形態では、ユーザごとに専用のモードに移行するログインと、ログイン状態を解
除するログアウトとを行えるようになっており、ログイン／アウトボタン２６は、ログイ
ンやログアウトを指示するためのボタンである。複写機１は、ログイン／アウトボタン２
６の操作ごとにログイン状態に移行するためのユーザ認証画面（図略）とログアウト状態
とを切替可能に構成されており、ログイン／アウトボタン２６は、ログイン状態では発光
するなど、現在ログイン状態であるか否かを視覚的に識別できるように構成されている。
【００２７】
　ユーザ認証画面は、例えばユーザＩＤとパスワードとの入力をユーザに要求する画面で
あり、操作部２は、このユーザ認証画面において、ユーザＩＤ等が入力されると、そのユ
ーザＩＤ等を後述のユーザ認証部１３に送信する。
【００２８】
　操作部２は、スタートボタン２２の操作を受け付けた場合には、その旨を後述の複写制
御部１４に送信し、設定値登録ボタン２３の操作を受け付けた場合には、その旨を設定値
登録制御部１５（前記設定値読出手段及び判断手段を構成する）に送信する。操作部２は
、各種複写条件の設定の入力を受け付けた場合には、その設定値を後述する設定値一時記
憶部１１の対応する設定項目に書き込む。
【００２９】
　操作部２は、登録設定値呼出ボタン２４の操作を受け付けた場合には、その旨を示す信
号を設定値登録制御部１５に送信する。設定値登録制御部１５は、これを受けてログイン
の有無等に応じた登録設定値（各設定項目の設定値）を設定値登録記憶部１２（前記設定
記憶手段に相当）から読み出して設定値一時記憶部１１に書き込む。なお、この点につい
ては後述する。
【００３０】
　制御部１０は、複写機１全体の動作を統括的に制御するもので、例えばＣＰＵ（中央処
理装置）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only memory）等からなり
、機能的に、以下に説明する設定値一時記憶部１１、設定値登録記憶部１２、ユーザ認証
部１３、複写制御部１４、設定値登録制御部１５及びユーザＩＤ記憶部１６を備える。
【００３１】
　設定値一時記憶部１１は、各種複写条件（例えば、両面印刷、集約等）の複写機１への
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現在の設定値を一時的に記憶するものである。設定値登録記憶部１２は、複写機１に対し
て登録された登録設定値を例えば図４に示すような登録設定値リストの形式で記憶するも
のである。
【００３２】
　図４に示すように、登録設定値リストは、ユーザＩＤ欄１２１、選択回数欄１２２及び
設定項目欄１２３を有する。ユーザＩＤ欄１２１には、ログイン状態で設定値が登録され
た場合には、設定値が登録されたときの、複写機１を使用するためのユーザ認証に用いら
れたユーザＩＤが記憶され、ログアウト状態で設定値が登録された場合には、共有情報「
ＡＬＬ」が記憶される。
【００３３】
　選択回数欄１２２には、各登録設定値が選択された回数が記憶される。設定項目欄１２
３には、当該複写機１に設定可能な全ての複写条件の設定値が記憶される。なお、各欄の
「ｄｅｆ．」は、設定値がデフォルト値であることを示す。
【００３４】
　図２に戻り、ユーザＩＤ記憶部１６は、当該複写機１を現在使用中のユーザのユーザＩ
Ｄを記憶するものである。ユーザ認証部１３は、操作部２からユーザＩＤを受信した場合
に、ユーザ認証部１３が予め保持するユーザＩＤリストに、受信したユーザＩＤが存在す
るか否かをチェックする。ユーザ認証部１３は、ユーザＩＤがユーザＩＤリストに存在す
る場合には、認証成功である旨を示す信号を操作部２に出力すると共に、そのユーザＩＤ
をユーザＩＤ記憶部１６に書き込む一方、ユーザＩＤがユーザＩＤリストに存在しない場
合には、認証不成功である旨を示す信号を操作部２に返信する。ユーザ認証部１３は、ユ
ーザ認証手段を構成するものである。
【００３５】
　設定値登録制御部１５は、ログイン状態で設定値登録ボタン２３が操作された旨を示す
信号を操作部２から受信した場合には、設定値一時記憶部１１の内容を、該ログインを行
ったときに入力されたユーザＩＤと対応付けて設定値登録記憶部１２の登録設定値リスト
の末尾に書き込む一方、ログアウト状態で設定値登録ボタン２３が操作された旨を示す信
号を操作部２から受信した場合には、設定値一時記憶部１１の内容を、前記共有情報「Ａ
ＬＬ」と対応付けて設定値登録記憶部１２の登録設定値リストの末尾に書き込む。
【００３６】
　また、設定値登録制御部１５は、プログラムモードに設定されていない場合において、
ログインされているときには、登録設定値呼出ボタン２４の操作を受け付けた旨を示す信
号を操作部２から受信すると、ユーザＩＤ記憶部１６からユーザＩＤを読み出して、その
ユーザＩＤに対応するユーザＩＤ欄１２１（図４参照）に記載されている登録設定値のう
ち最新のものを設定値登録記憶部１２の登録設定値リストから読み出し、その登録設定値
を設定値一時記憶部１１に送信する。
【００３７】
　これにより、現在使用中のユーザＩＤに対応する登録設定値のうち最新のものが設定値
一時記憶部１１に記憶されて画像形成動作に用いられるので、後から他のユーザによって
設定値が登録されても、現在使用中のユーザＩＤに対応する最新の登録設定値は変更され
ない。したがって、登録設定値呼出ボタン２４によって呼び出される登録設定値が他のユ
ーザによって変更されるのを防止することができる。なお、プログラムモードの非設定時
においては、現在使用中のユーザＩＤに対応する登録設定値のうち最新のものが設定値一
時記憶部１１に記憶されて画像形成動作に用いられるため、該ユーザＩＤに対応する登録
設定値が設定値登録記憶部１２に登録された状態で、新たな設定値が設定値登録ボタン２
３で登録されたときには、プログラムモードの非設定で複写機１を利用する場合において
は、当該ユーザＩＤに対応する設定値が実質的に変更されたことになる。
【００３８】
　一方、設定値登録制御部１５は、プログラムモードに設定されていない場合においてロ
グインされていないときには、登録設定値呼出ボタン２４の操作を受け付けた旨を示す信
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号を操作部２から受信すると、各ユーザＩＤ及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付けられてい
る登録設定値のうち最新のものを設定値登録記憶部１２の登録設定値リストから読み出し
て、その登録設定値を設定値一時記憶部１１に送信する。
【００３９】
　なお、設定値登録制御部１５は、プログラムモードに設定されている場合には、登録設
定値呼出ボタン２４の操作を受け付けた旨を示す信号を操作部２から受信したとき、各ユ
ーザＩＤ及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付けられている登録設定値のリストを操作部２に
送信する。これにより、登録設定値のリストがタッチパネルディスプレイ２１に表示され
る。そして、タッチパネルディスプレイ２１に表示される登録設定値のリストから所望の
登録設定値が選択されると、その登録設定値に基づいて画像形成動作が実行される。
【００４０】
　また、プログラムモードに設定されている場合においてログインされているときには、
タッチパネルディスプレイ２１に表示された登録設定値に対して変更（削除を含む）を行
う指示が入力されると、設定値一時記憶部１１は、その変更の対象が前記ログインに用い
られた識別情報及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付けられている登録設定値であるときのみ
、変更後の各種複写条件（例えば、両面印刷、集約等）の複写機１への現在の設定値を更
新的に記憶する一方、ログアウトされているときには、その変更の対象が共有情報「ＡＬ
Ｌ」に対応付けられている登録設定値であるときのみ、変更後の各種複写条件（例えば、
両面印刷、集約等）の複写機１への現在の設定値を更新的に記憶する。
【００４１】
　複写制御部１４は、操作部２からスタートボタン２２が操作された旨を示す信号を受信
した場合に、複写を行うための制御を行うものであり、設定値一時記憶部１１から複写条
件の設定値を読み出し、この読み出した設定値に基づいて複写機本体部３を制御すること
により複写を行わせる。
【００４２】
　図５は、プログラムモードの非設定時における複写機１による設定値の登録処理を示す
フローチャートである。なお、ここでは、ユーザによる設定値の入力が完了しているもの
との前提で説明を行う。
【００４３】
　図５に示すように、設定値登録ボタン２３が操作されると（ステップ♯１でＹＥＳ）、
制御部１０は、その時点でログインがなされているか否かを判断し（ステップ♯２）、ロ
グインがなされている場合には（ステップ♯２でＹＥＳ）、この時点で入力されている設
定値が既に登録されているか否かを判断する（ステップ♯３）。
【００４４】
　制御部１０は、ユーザにより入力された設定値が既に登録されていると判断した場合に
は（ステップ♯３でＹＥＳ）、その旨を例えばタッチパネルディスプレイ２１を用いた視
覚的な報知態様によりユーザに報知する（ステップ♯４）一方、登録されていないと判断
した場合には（ステップ♯３でＮＯ）、その入力された設定値をユーザＩＤと関連付けて
設定値登録記憶部１２の登録リスト（図４参照）の末尾に格納する（ステップ♯５）。
【００４５】
　ステップ♯２において、制御部１０は、ログインがなされていない場合には（ステップ
♯２でＮＯ）、この時点で入力されている設定値が既に登録されているか否かを判断する
（ステップ♯６）。制御部１０は、ユーザにより入力された設定値が既に登録されている
と判断した場合には（ステップ♯６でＹＥＳ）、その旨を例えばタッチパネルディスプレ
イ２１を用いた視覚的な報知態様によりユーザに報知する（ステップ♯７）一方、登録さ
れていないと判断した場合には（ステップ♯６でＮＯ）、その入力された設定値を共有情
報「ＡＬＬ」と関連付けて設定値登録記憶部１２の登録リストの末尾に格納する（ステッ
プ♯８）。
【００４６】
　このように、設定登録ボタン２３が操作されると、ログインの有無に応じて設定値がユ
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ーザＩＤ又は共有情報「ＡＬＬ」と関連付けられた状態で設定値登録記憶部１２に記憶さ
れる。
【００４７】
　図６は、プログラムモードの非設定時における複写機１による設定値の呼出し処理を示
すフローチャートである。図６に示すように、登録設定値呼出ボタン２４が操作されると
（ステップ♯１１でＹＥＳ）、制御部１０は、ログインがなされているか否かを判断し（
ステップ♯１２）、ログインがなされている場合には（ステップ♯１２でＹＥＳ）、ユー
ザＩＤに対応する設定値が存在するか否かを判断する（ステップ♯１３）。
【００４８】
　制御部１０は、ユーザＩＤに対応する設定値が存在すると判断した場合（ステップ♯１
３でＹＥＳ）、該ユーザＩＤに対応する設定値のうち設定値登録記憶部１２の登録リスト
の最後に記憶されている設定値（最近の設定値）を設定値一時記憶部１１に読み出す（ス
テップ♯１４）。例えば、前記登録リストが図４に示すリストの場合であって、ユーザＩ
Ｄ「ＣＣＣ」でログインされたときには、制御部１０は、選択回数「９」、両面印刷「ｄ
ｅｆ．」、集約「２ｉｎ１」、拡大／縮小「１１４％」等の設定値を設定値一時記憶部１
１に読み出す。
【００４９】
　一方、制御部１０は、ユーザＩＤに対応する設定値が存在しないと判断した場合（ステ
ップ♯１３でＮＯ）、その旨を例えばタッチパネルディスプレイ２１を用いた視覚的な報
知態様によりユーザに報知する（ステップ♯１５）。
【００５０】
　ステップ♯１２において、制御部１０は、ログインがなされていない場合には（ステッ
プ♯１２でＮＯ）、当該複写機１に記憶されている設定値が存在するか否かを判断し（ス
テップ♯１６）、当該複写機１に設定値が存在する場合には（ステップ♯１６でＹＥＳ）
、当該複写機１に登録されている設定値のうち設定値登録記憶部１２の登録リストの最後
に記憶されている設定値（最近の設定値）を設定値一時記憶部１１に読み出す（ステップ
♯１７）。例えば前記登録リストが図４に示すリストの場合には、制御部１０は、ユーザ
ＩＤ「ＡＡＡ」に対応する、選択回数「４」、両面印刷「ｄｅｆ．」、集約「ｄｅｆ．」
、拡大／縮小「１６６％」等の設定値を設定値一時記憶部１１に読み出す。
【００５１】
　一方、制御部１０は、存在しない場合には（ステップ♯１６でＮＯ）、その旨を例えば
タッチパネルディスプレイ２１を用いた視覚的な報知態様によりユーザに報知する（ステ
ップ♯１８）。
【００５２】
　図７は、プログラムモードの設定時において、ユーザにより設定値の変更指示が行われ
た場合の複写機１による処理を示すフローチャートである。図７に示すように、ユーザに
より設定値の変更（削除を含む）の指示が行われると（ステップ♯２１でＹＥＳ）、制御
部１０は、ログインがなされているか否かを判断し（ステップ♯２２）、ログインがなさ
れている場合には（ステップ♯２２でＹＥＳ）、変更指示の対象が前記ログインで用いら
れたユーザＩＤ又は共有情報「ＡＬＬ」で登録された設定値であるか否かを判断する（ス
テップ♯２３）。制御部１０は、変更指示の対象がユーザＩＤ又は共有情報「ＡＬＬ」で
登録された設定値である場合には（ステップ♯２３でＹＥＳ）、前記指示がなされた設定
値の変更を行う処理を行う（ステップ♯２４）一方、変更指示の対象が前記ユーザＩＤ又
は共有情報「ＡＬＬ」で登録された設定値でない場合には（ステップ♯２３でＮＯ）、前
記指示がなされた設定値の変更を行うことが出来ない旨を例えばタッチパネルディスプレ
イ２１を用いた視覚的な報知態様によりユーザに報知する（ステップ♯２５）。
【００５３】
　一方、制御部１０は、ログインがなされていない場合には（ステップ♯２２でＮＯ）、
変更指示の対象が共有情報「ＡＬＬ」で登録された設定値であるか否かを判断する（ステ
ップ♯２６）。制御部１０は、変更指示の対象が共有情報「ＡＬＬ」で登録された設定値
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である場合には（ステップ♯２６でＹＥＳ）、前記指示がなされた設定値の変更を行う処
理を行う（ステップ♯２７）一方、変更指示の対象が共有情報「ＡＬＬ」で登録された設
定値でない場合には（ステップ♯２６でＮＯ）、前記指示がなされた設定値の変更を行う
ことが出来ない旨を例えばタッチパネルディスプレイ２１を用いた視覚的な報知態様によ
りユーザに報知する（ステップ♯２８）。
【００５４】
　以上のように、複写機１を「プログラム」タブＴｂ４でプログラムモードに設定してそ
のモードで設定値の登録を行う操作を行わなくても、複写条件の設定に関する所定の設定
項目について設定された現在の設定値が設定値登録キー２３の操作だけで登録されるよう
に構成したので、複写機１への設定値の登録を簡単に行うことができる。また、「プログ
ラム」タブＴｂ４によりプログラムモードに設定してそのモードで設定値の呼出しを行う
操作を行わなくても、登録設定値呼出キー２４の操作だけで、最新の設定値、すなわち再
度使用する可能性が高い設定値が呼び出され、複写機１が該設定値に設定されるように構
成したので、設定値の呼出しを簡単に行うことができる。
【００５５】
　そして、プログラムモードの非設定時においてログインされている場合には、登録設定
値呼出ボタン２４の操作が行われると、そのユーザＩＤに対応する最新の登録設定値が呼
び出され、その登録設定値を複写機１に設定し、他のユーザが後から設定した登録設定値
は呼び出されないようにしたので、登録設定値呼出ボタン２４によって呼び出される登録
設定値が他のユーザによって変更されるのを防止することができる。
【００５６】
　また、プログラムモードの非設定時においてログアウトされている場合には、登録設定
値呼出ボタン２４の操作がなされると、各ユーザＩＤ及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付け
られている登録設定値のうち最新のものを呼び出し、その登録設定値に基づいて画像形成
動作が行われるようにしたので、いずれかのユーザにより設定された最新の登録設定値を
各ユーザで共用することができる。
【００５７】
　さらに、プログラムモードの設定時においては、登録設定値呼出ボタン２４が操作され
ると、各ユーザＩＤ及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付けられている登録設定値のリストが
タッチパネルディスプレイ２１に表示され、このリストから所望の登録設定値が選択され
ると、その登録設定値に基づいて画像形成動作が実行されるようにしたので、各ユーザに
より設定された登録設定値を各ユーザで共用することができる。
【００５８】
　また、プログラムモードに設定されている場合においてログインされているときには、
変更の対象が前記ログインに用いられた識別情報及び共有情報「ＡＬＬ」に対応付けられ
ている登録設定値であるときのみ、変更後の各種複写条件の複写機１への現在の設定値を
更新的に記憶し、ログアウトされているときには、その変更の対象が共有情報「ＡＬＬ」
に対応付けられている登録設定値であるときのみ、変更後の各種複写条件の複写機１への
現在の設定値を更新的に記憶するようにしたので、各ユーザがログイン状態で設定した登
録設定値が他のユーザによって変更されるのを防止することができる。
【００５９】
　なお、本件は、前記複写機だけでなく、複合機やファクシミリ装置等の画像形成装置に
も適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態における画像形成装置の機械的構成を示す側面外略図である
。
【図２】本発明の一実施形態における画像形成装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の一実施形態における操作部の外観の例を示す上面図である。
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【図４】本発明の一実施形態における登録設定値リストの一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態における画像形成装置の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図６】本発明の一実施形態における画像形成装置の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図７】本発明の一実施形態における画像形成装置の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００６１】
２　操作部
１０　制御部
１１　設定値一時記憶部
１２　設定値登録記憶部
１３　ユーザ認証部
１４　複写制御部
１５　設定値登録制御部
１６　ユーザＩＤ記憶部
２１　タッチパネルディスプレイ
２２　スタートボタン
２３　設定値登録ボタン
２４　登録設定値呼出ボタン
２５　テンキーボタン
２６　ログイン／アウトボタン
１２１　ユーザＩＤ欄
１２２　選択回数欄
１２３　設定項目欄
Ｔｂ４　プログラムタブ
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