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(57)【要約】
【課題】動作内容を決定する設定値の設定が可能な画像
処理装置の利便性を向上する。
【解決手段】画像処理装置１００は、画像処理装置１０
０にログインしたユーザにより設定値が変更される場合
には、変更される前の設定値をＳＲＡＭ１０３に記憶す
る。そして、ユーザがログアウトしたときに、ユーザに
よりログイン中に設定値が変更された場合には、ユーザ
により変更された設定値を、ＳＲＡＭ１０３に記憶され
た変更される前の設定値に戻す。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置の動作内容を決定する設定値を記憶する記憶部を備えた画像処理装置であ
って、
　前記画像処理装置にログインしたユーザにより前記設定値が変更される場合には、変更
される前の設定値を前記記憶部に記憶する記憶手段と、
　前記ユーザがログアウトしたときに、前記ユーザによりログイン中に前記設定値が変更
された場合には、前記ユーザにより変更された設定値を、前記記憶部に記憶された変更さ
れる前の設定値に戻す設定値復帰手段と
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記記憶部には、前記画像処理装置にログインするユーザごとに、前記ユーザが設定し
た設定値が記憶されており、
　前記ユーザがログインした場合に、ログインしたユーザが設定した、前記記憶部に記憶
された設定値に現在の設定値を変更することを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記ユーザがログインした場合に、ログインしたユーザが設定した、前記記憶部に記憶
された設定値に現在の設定値を変更するか否かを前記ユーザに選択させ、前記ユーザによ
り変更することが選択されたときに、前記記憶部に記憶された設定値に現在の設定値を変
更することを特徴とする請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記設定値復帰手段は、前記画像処理装置にログインするユーザのうち、予め定められ
たユーザにより、ログイン中に前記設定値が変更された場合には、前記予め定められたユ
ーザにより変更された設定値を、前記記憶部に記憶された変更される前の設定値に戻さな
いことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像処理装置の動作内容を決定する設定値を記憶する記憶部を備えた画像処理装置の制
御方法であって、
　前記画像処理装置にログインしたユーザにより前記設定値が変更される場合には、変更
される前の設定値を前記記憶部に記憶する記憶ステップと、
　前記ユーザがログアウトしたときに、前記ユーザによりログイン中に前記設定値が変更
された場合には、前記ユーザにより変更された設定値を、前記記憶部に記憶された変更さ
れる前の設定値に戻す設定値復帰ステップと
　を備えたことを特徴とする制御方法。
【請求項６】
　画像処理装置の動作内容を決定する設定値を記憶する記憶部を備えた画像処理装置の制
御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記画像処理装置にログインしたユーザにより前記設定値が変更される場合には、変更
される前の設定値を前記記憶部に記憶する記憶ステップと、
　前記ユーザがログアウトしたときに、前記ユーザによりログイン中に前記設定値が変更
された場合には、前記ユーザにより変更された設定値を、前記記憶部に記憶された変更さ
れる前の設定値に戻す設定値復帰ステップと
　を備えたことを特徴とするプログラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　複写機や複合機などの画像処理装置は、画像処理装置の動作内容を決定する様々な設定
値を記憶していて、一般ユーザや管理者権限を有する管理ユーザによって変更が可能であ
る。例えば、操作パネルの表示言語設定を変更することで、ユーザが使い慣れた言語に変
更することができる。また、起動時の初期画面をコピー、送信、ＦＡＸ等の機能に関する
画面の中から選択して、送信機能を初期機能として設定することもできる。
【０００３】
　その他、コピー部数等の設定値を変更した後、次のユーザが気付かずに使用してしまわ
ないよう一定時間後に自動的に設定値をクリアする機能であるオートクリアタイムの時間
を設定可能である。送信機能を使用する際の標準モードを変更して、カラー／白黒やファ
イル形式、解像度の変更も可能である。
【０００４】
　ＰＣではユーザ毎のプロファイルを用意して、それを適用することで、ログイン時には
ユーザ毎にカスタマイズされた環境を利用することができる。一方、画像処理装置におい
ては設定値を記憶するための記憶領域も限られ、画像処理装置毎に設定値を記憶している
ことが多い。
【０００５】
　そのため、一般ユーザが変更可能な設定項目と、認証することによって管理ユーザだけ
が変更可能な設定項目とに分類して記憶している。ユーザ毎ではなく装置毎に設定値を記
憶していると、あるユーザが設定値を変更すると、そのユーザにとって画像処理装置の利
便性を高めることができる一方、他のユーザにとって不便になるケースも考えられる。
【０００６】
　即ち、あるユーザが表示言語として他のユーザが理解できない言語を選択したり、また
、あるユーザが送信機能を初期機能として設定したりすると、その他の全てのユーザに対
してもその設定変更が反映され、ユーザの混乱を招いてしまう。
【０００７】
　このような問題に対して、他の画像処理装置の設定値を記憶した情報を認証時に参照し
て利用する技術が開示されている（特許文献１参照）。
【０００８】
　また特許文献２には、ログアウト時の最終表示画面に応じて、初期表示画面を変更する
技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－０３６７０１号公報
【特許文献２】特開２０１１－４９８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、他の画像処理装置と設定値を共有するために外部記憶装置と連携すると
、システム全体の規模が大きくなってしまう。そのため、１台や少数台で使用するような
環境においては不向きであるといえる。
【００１１】
　また、ログアウト時の最終表示画面に応じて初期表示画面を変更すると、ユーザは意図
せずとも次回ログイン時の表示画面が変わることになる。このように自動的に初期表示画
面を変更することは、異なる機能を日常的に利用するユーザにとっては、その都度設定を
戻したり、設定し直したりする必要が生じてしまい、必ずしも利便性が向上するとはいえ
ない。
【００１２】
　また、一般ユーザも変更可能な項目を管理ユーザが管理目的で変更した後、一般ユーザ
によって再度設定が変更されてしまうと、管理ユーザの意図した設定を効果的に反映させ
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ることができないといった問題もある。
【００１３】
　本発明の目的は、動作内容を決定する設定値の設定が可能な画像処理装置の利便性を向
上することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、請求項１の画像処理装置は、画像処理装置の動作内容を決
定する設定値を記憶する記憶部を備えた画像処理装置であって、前記画像処理装置にログ
インしたユーザにより前記設定値が変更される場合には、変更される前の設定値を前記記
憶部に記憶する記憶手段と、前記ユーザがログアウトしたときに、前記ユーザによりログ
イン中に前記設定値が変更された場合には、前記ユーザにより変更された設定値を、前記
記憶部に記憶された変更される前の設定値に戻す設定値復帰手段とを備えたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、動作内容を決定する設定値の設定が可能な画像処理装置の利便性を向
上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１における操作部の構成を示す図である。
【図３】図２におけるキー入力部における各キーを説明するための図である。
【図４】図１におけるＳＲＡＭに記憶された設定関連データの一例を示す図である。
【図５】図４における設定変更履歴の一例を示す図である。
【図６】図４におけるログイン履歴の一例を示す図である。
【図７】図１におけるＣＰＵにより実行される設定管理処理（その１）の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図８】図１におけるＣＰＵにより実行される設定管理処理（その２）の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図９】図８におけるステップＳ２０４で表示される反映選択画面の一例を示す図である
。
【図１０】図１におけるＣＰＵ１０１により実行される設定管理処理（その３）の手順を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置１００の概略構成を示す図である。
【００１９】
　図１において、ＣＰＵ１０１は画像処理装置１００全体を制御する。ＲＯＭ１０２はＣ
ＰＵ１０１の制御プログラムが記憶されている。ＳＲＡＭ１０３（記憶部）はユーザが設
定した画像処理装置１００の動作内容を決定する設定値や、部門管理の読み取り制限面数
を含む管理データなどが記憶されるとともに、各種ワーク用バッファとして使用される。
このＳＲＡＭ１０３は、図示しないバックアップ電池を用いてバックアップ可能な構成と
している。
【００２０】
　ＤＲＡＭ１０４は、プログラム制御変数などや一時的に読み取り画像が記憶される。読
み取り部１０５は原稿を読み取り、原稿を示す画像データに変換する。これを用いてコピ
ー機能の原稿読み取りが行なわれる。
【００２１】
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　読み取り部１０５では、原稿を自動的に読み取り位置に送る自動原稿送り装置を備える
。さらに原稿を自動原稿送り装置内で反転させ、原稿の表面と裏面を読み取ることのでき
る自動両面原稿送り装置を備える。
【００２２】
　記録部１０６は画像データを、記録紙に出力する装置である。操作部１０７は、ユーザ
とのインタフェースであり、画像処理装置１００に関する情報を表示したり、ユーザが画
像処理装置１００に対して指示するためのハードキーを備える。また、ユーザが画像処理
装置１００に対して指示するためのソフトキーを表示する。
【００２３】
　画像処理部１０８はコピーで扱う画像データの符号化復号化処理を行う。ＦＲＡＭ(登
録商標)１０９は読み取り面数や出力面数といった課金や部門管理のためのカウンタ値が
記憶される。コピー画像の変倍処理部もここに含まれる。
【００２４】
　図１に示される各ブロックは、データバス１１０を介して繋がっており、画像データは
データバス１１０を通じて転送される。
【００２５】
　以上説明したように、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、読み取り部１０５に
置かれた原稿を、自動原稿送り装置を使用して読み取り部に原稿を送る。そして、読み取
ることで得られた画像データをＳＲＡＭ１０３に一時的に記憶し、記録部１０６より印刷
する画像処理装置となっている。本実施の形態では、この画像処理装置１００を例として
説明する。
【００２６】
　この画像処理装置１００では、操作部１０７をユーザが操作することで、コピーの設定
を変更することができる。コピーの設定には両面読み取りをするという設定があり、両面
読み取りが設定された場合は、読み取り部１０５の自動原稿送り装置で原稿を自動的に反
転させることにより、表面、裏面の両方を読み取ることができる。なお、画像データを記
憶するＳＲＡＭ１０３は、ＳＲＡＭ以外の不揮発性のメモリであってもよい。
【００２７】
　図２は、図１における操作部１０７の構成を示す図である。
【００２８】
　図２において、操作部１０７は、キー入力部２００、及びタッチパネル部２０１を備え
る。キー入力部２００は、ハードキーによって、ユーザによる操作が受付け可能となって
いる。タッチパネル部２０１は、ソフトキー（表示キー）によって、ユーザによる操作が
受付可能となっている。
【００２９】
　図３は、図２におけるキー入力部２００における各キーを説明するための図である。
【００３０】
　図３において、キー入力部２００は、操作部電源スイッチ３０１を備える。操作部電源
スイッチ３０１に対するユーザ操作に応答し、ＣＰＵ１０１は、通常動作状態であるスタ
ンバイモードと、操作パネル部の描画を中止し消費電力を抑えている状態であるスリープ
モードを選択的に切換るよう制御する。
【００３１】
　スタートキー３０３は、処理対象となるジョブのコピー動作や送信動作など、ユーザに
より指示された種類のジョブを画像処理装置１００に開始させる指示をユーザから受付可
能にするためのキーである。
【００３２】
　ストップキー３０２は、受付けたジョブの処理を画像処理装置１００に中断させる指示
をユーザから受付可能にする為のキーである。テンキー３０６は、各種設定の置数の設定
をユーザにより実行可能にする為のキーである。
【００３３】



(6) JP 2013-172162 A 2013.9.2

10

20

30

40

50

　クリアキー３０７は、テンキー３０６を介してユーザにより設定された置数等の各種パ
ラメータを解除するためのキーである。リセットキー３０４は、ユーザにより処理対象の
ジョブに対して設定された各種設定を全て無効にし、かつ、設定値をデフォルト状態に戻
す指示をユーザから受付ける為のキーである。
【００３４】
　ユーザモードキー３０５は、システム設定画面に移行するためのキーである。システム
設定画面においては、共通設定として、表示言語の設定、初期機能の設定、オートクリア
タイムの設定等が可能である。また、プリンタ機能の標準設定として濃度の設定、送信機
能の標準設定としてＪＰＥＧ、ＴＩＦＦといったカラー／ファイル形式や解像度の設定等
が可能である。さらに、管理ユーザ権限を用いて、ネットワーク設定や部門管理の設定等
が可能である。
【００３５】
　図４は、図１におけるＳＲＡＭ１０３に記憶された設定関連データの一例を示す図であ
る。
【００３６】
　図４において、設定関連データは、設定値４０１、設定変更履歴４０２、及びログイン
履歴４０３で構成される。
【００３７】
　設定値４０１は共通設定、プリンタ設定、通信設定などの各設定値を含み、それら各設
定値は、ユーザモードで変更可能となっている。設定変更履歴４０２は、各設定値の変更
履歴を示している。ログイン履歴４０３は、各ユーザのログイン履歴を示している。この
ように、ＳＲＡＭ１０３には、画像処理装置１００にログインするユーザごとに、ユーザ
が設定した設定値が記憶されている。
【００３８】
　なお、設定関連データが記憶されるＳＲＡＭ１０３は、上述したようにバックアップＲ
ＡＭであるが、他の不揮発性メモリに記憶するようにしてもよい。
【００３９】
　図５は、図４における設定変更履歴４０２の一例を示す図である。
【００４０】
　図５において、設定変更履歴４０２は、設定が変更された設定変更日時５０１、変更さ
れた設定項目５０２、変更前の設定値を示す変更前５０３、及び変更後の設定値を示す変
更後５０４で構成される。図５に示される例のうち、2000/2/1 10:08に変更された内容は
、表示言語に関するものであり、日本語から英語へ変更したことが示されている。また、
2000/2/2 10:05に変更された内容は、オートクリアタイムに関するものであり、オートク
リアタイムを２分から１分に変更したことが示されている。
【００４１】
　図６は、図４におけるログイン履歴４０３の一例を示す図である。
【００４２】
　図６において、ログイン履歴４０３は、ログインユーザのユーザ識別子６０１、ログイ
ンユーザの管理ユーザ権限の有無を示す管理者６０２、ログイン日時６０３、及びログア
ウト日時６０４で構成される。
【００４３】
　ユーザ識別子６０１は、ユーザを識別するための情報である。管理者６０２では、ＹＥ
Ｓがユーザ識別子６０１に示されるユーザが管理者であることを示し、ＮＯがユーザ識別
子６０１に示されるユーザが管理者ではないことを示している。
【００４４】
　以下、本実施の形態に係る３種類の設定管理処理について説明する。なお、この設定管
理処理を実行するためのプログラムは、ＲＯＭ１０２に記憶されている。
【００４５】
　図７は、図１におけるＣＰＵ１０１により実行される設定管理処理（その１）の手順を
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示すフローチャートである。
【００４６】
　図７において、ユーザによりログイン操作がされると（ステップＳ１０１でＹＥＳ）、
ユーザ情報を取得し、ログイン履歴４０３に新たなレコードを追加して、ユーザ識別子６
０１、管理者６０２、及びログイン日時６０３を記録する（ステップＳ１０２）。上記ユ
ーザ情報は、ユーザ識別子６０１、及び管理者６０２に関する情報を含む情報である。
【００４７】
　次いで、ログインしたユーザが、以前ログインした際に、設定値の変更を行ったか否か
判別する（ステップＳ１０３）。ステップＳ１０３の判別の結果、以前、設定値の変更を
行ったときは（ステップＳ１０３でＹＥＳ）、現在の設定値に対して、以前変更した設定
値を反映し（ステップＳ１０４）、ステップＳ１０５に進む。このように、画像処理装置
１００は、ログインしたユーザが設定した、ＳＲＡＭ１０３に記憶された設定値に現在の
設定値を変更する。
【００４８】
　一方、ステップＳ１０３の判別の結果、以前、設定値の変更を行っていないときは（ス
テップＳ１０３でＮＯ）、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステップ
Ｓ１０５）。
【００４９】
　ステップＳ１０５の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ステップ
Ｓ１０５でＹＥＳ）、変更された設定値について、設定変更履歴４０２に記録し（ステッ
プＳ１０６）、ステップＳ１０７に進む。ここでは、設定変更履歴４０２における設定変
更日時５０１、設定項目５０２、変更前５０３、及び変更後５０４の各項目が記録される
。このステップＳ１０６は、画像処理装置１００にログインしたユーザにより、設定値が
変更される場合には、変更される前の設定値をＳＲＡＭ１０３に記憶する記憶手段に対応
する。
【００５０】
　一方、ステップＳ１０５の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないとき
は（ステップＳ１０５でＮＯ）、ユーザによりログアウト操作がされたか否か判別する（
ステップＳ１０７）。
【００５１】
　ステップＳ１０７の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされなかったときは（
ステップＳ１０７でＮＯ）、ステップＳ１０５に戻る。
【００５２】
　一方、ステップＳ１０７の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされたときは（
ステップＳ１０７でＹＥＳ）、ログイン履歴４０３のログアウト日時６０４を記録する（
ステップＳ１０８）。
【００５３】
　次いで、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステップＳ１０９）。ス
テップＳ１０９の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないときは（ステッ
プＳ１０９でＮＯ）、本処理を終了する。
【００５４】
　一方、ステップＳ１０９の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ス
テップＳ１０９でＹＥＳ）、変更された設定値を、変更前５０３に示される設定値に戻す
ことで復帰させ（ステップＳ１１０）、本処理を終了する。このステップＳ１１０は、ユ
ーザがログアウトしたときに、ユーザによりログイン中に設定値が変更された場合には、
ユーザにより変更された設定値を、ＳＲＡＭ１０３に記憶された変更される前の設定値に
戻す設定値復帰手段に対応する。
【００５５】
　以上のように構成することで、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、ネットワー
ク上の外部記憶装置を使用しない比較的簡素な構成で、各ユーザの設定履歴に基づいて所
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望の設定値を適切に再利用することができる。これにより、各ユーザにとっての利便性向
上につながる。
【００５６】
　図７の設定管理処理によれば、画像処理装置１００にログインしたユーザにより、設定
値が変更される場合には、変更される前の設定値をＳＲＡＭ１０３に記憶する（ステップ
Ｓ１０６）。そして、ユーザがログアウトしたときに、ユーザによりログイン中に設定値
が変更された場合には（ステップＳ１０５でＹＥＳ）、ユーザにより変更された設定値を
、ＳＲＡＭ１０３に記憶された変更される前の設定値に戻す（ステップＳ１１０）。これ
により、他のユーザが設定した設定値を戻す手間が省けるので、動作内容を決定する設定
値の設定が可能な画像処理装置の利便性を向上することができる。
【００５７】
　図８は、図１におけるＣＰＵ１０１により実行される設定管理処理（その２）の手順を
示すフローチャートである。
【００５８】
　図８において、ユーザによりログイン操作がされると（ステップＳ２０１でＹＥＳ）、
ユーザ情報を取得し、ログイン履歴４０３に新たなレコードを追加して、ユーザ識別子６
０１、管理者６０２、及びログイン日時６０３を記録する（ステップＳ２０２）。
【００５９】
　次いで、ログインしたユーザが、以前ログインした際に、設定値の変更を行ったか否か
判別する（ステップＳ２０３）。ステップＳ２０３の判別の結果、以前、設定値の変更を
行ったときは（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、現在の設定値に対して、以前変更した設定
値を反映するか否かをユーザに選択させるための反映選択画面をタッチパネル部２０１に
表示する（ステップＳ２０４）。この反映選択画面の詳細については後述する。
【００６０】
　次いで、以前変更した設定値を反映することが選択されたか否か判別する（ステップＳ
２０５）。ステップＳ２０５の判別の結果、以前変更した設定値を反映することが選択さ
れなかったときは（ステップＳ２０５でＮＯ）、ステップＳ２０７に進む。
【００６１】
　一方、ステップＳ２０５の判別の結果、以前変更した設定値を反映することが選択され
たときは（ステップＳ２０５でＹＥＳ）、現在の設定値に対して、以前変更した設定値を
反映し（ステップＳ２０６）、ステップＳ２０７に進む。このように、画像処理装置１０
０は、ＳＲＡＭ１０３に記憶された設定値に現在の設定値を変更するか否かをユーザに選
択させ、ユーザにより変更することが選択されたときに、ＳＲＡＭ１０３に記憶された設
定値に現在の設定値を変更する。
【００６２】
　上記ステップＳ２０３の判別の結果、以前、設定値の変更を行っていないときは（ステ
ップＳ２０３でＮＯ）、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステップＳ
２０７）。
【００６３】
　ステップＳ２０７の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ステップ
Ｓ２０７でＹＥＳ）、変更された設定値について、設定変更履歴４０２に記録し（ステッ
プＳ２０８）、ステップＳ２０９に進む。ここでは、設定変更履歴４０２における設定変
更日時５０１、設定項目５０２、変更前５０３、及び変更後５０４の各項目が記録される
。
【００６４】
　一方、ステップＳ２０７の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないとき
は（ステップＳ２０７でＮＯ）、ユーザによりログアウト操作がされたか否か判別する（
ステップＳ２０９）。
【００６５】
　ステップＳ２０９の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされなかったときは（
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ステップＳ２０９でＮＯ）、ステップＳ２０７に戻る。
【００６６】
　一方、ステップＳ２０９の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされたときは（
ステップＳ２０９でＹＥＳ）、ログイン履歴４０３のログアウト日時６０４を記録する（
ステップＳ２１０）。
【００６７】
　次いで、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステップＳ２１１）。ス
テップＳ２１１の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないときは（ステッ
プＳ２１１でＮＯ）、本処理を終了する。
【００６８】
　一方、ステップＳ２１１の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ス
テップＳ２１１でＹＥＳ）、変更された設定値を、変更前５０３に示される設定値に戻し
（ステップＳ２１２）、本処理を終了する。
【００６９】
　図９は、図８におけるステップＳ２０４で表示される反映選択画面の一例を示す図であ
る。
【００７０】
　図９において、設定値変更履歴に基づいて表示される設定項目から、次の使用時にも変
更を反映させて使用する項目をチェックボックスで選択することで簡易的に各ユーザのカ
スタマイズ環境を実現できる。
【００７１】
　以上のように構成することで、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、各ユーザの
設定履歴に基づいて所望の設定値をユーザが選択的に反映させることができ、さらなる利
便性の向上を期待できる。
【００７２】
　図１０は、図１におけるＣＰＵ１０１により実行される設定管理処理（その３）の手順
を示すフローチャートである。
【００７３】
　図１０において、ユーザによりログイン操作がされると（ステップＳ３０１でＹＥＳ）
、ユーザ情報を取得し、ログイン履歴４０３に新たなレコードを追加して、ユーザ識別子
６０１、管理者６０２、及びログイン日時６０３を記録する（ステップＳ３０２）。
【００７４】
　次いで、ログインしたユーザが、以前ログインした際に、設定値の変更を行ったか否か
判別する（ステップＳ３０３）。ステップＳ３０３の判別の結果、以前、設定値の変更を
行ったときは（ステップＳ３０３でＹＥＳ）、現在の設定値に対して、以前変更した設定
値を反映するか否かをユーザに選択させるための反映選択画面をタッチパネル部２０１に
表示する（ステップＳ３０４）。この反映選択画面の詳細については後述する。
【００７５】
　次いで、以前変更した設定値を反映することが選択されたか否か判別する（ステップＳ
３０５）。ステップＳ３０５の判別の結果、以前変更した設定値を反映することが選択さ
れなかったときは（ステップＳ３０５でＮＯ）、ステップＳ３０７に進む。
【００７６】
　一方、ステップＳ３０５の判別の結果、以前変更した設定値を反映することが選択され
たときは（ステップＳ３０５でＹＥＳ）、現在の設定値に対して、以前変更した設定値を
反映し（ステップＳ３０６）、ステップＳ３０７に進む。
【００７７】
　上記ステップＳ３０３の判別の結果、以前、設定値の変更を行っていないときは（ステ
ップＳ３０３でＮＯ）、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステップＳ
３０７）。
【００７８】
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　ステップＳ３０７の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ステップ
Ｓ３０７でＹＥＳ）、変更された設定値について、設定変更履歴４０２に記録し（ステッ
プＳ３０８）、ステップＳ３０９に進む。ここでは、設定変更履歴４０２における設定変
更日時５０１、設定項目５０２、変更前５０３、及び変更後５０４の各項目が記録される
。
【００７９】
　一方、ステップＳ３０７の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないとき
は（ステップＳ３０７でＮＯ）、ユーザによりログアウト操作がされたか否か判別する（
ステップＳ３０９）。
【００８０】
　ステップＳ３０９の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされなかったときは（
ステップＳ３０９でＮＯ）、ステップＳ３０７に戻る。
【００８１】
　一方、ステップＳ３０９の判別の結果、ユーザによりログアウト操作がされたときは（
ステップＳ３０９でＹＥＳ）、ログイン履歴４０３のログアウト日時６０４を記録する（
ステップＳ３１０）。
【００８２】
　次いで、ログイン中のユーザに対応する管理者６０２を参照して、ログイン中のユーザ
が管理者か否か判別する（ステップＳ３１１）。ステップＳ３１１の判別の結果、ログイ
ン中のユーザが管理者のときは（ステップＳ３１１でＹＥＳ）、本処理を終了する。
【００８３】
　一方、ステップＳ３１１の判別の結果、ログイン中のユーザが管理者ではないときは（
ステップＳ３１１でＮＯ）、ログイン中に設定値の変更を行ったか否か判別する（ステッ
プＳ３１２）。
【００８４】
　ステップＳ３１２の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行っていないときは（ス
テップＳ３１２でＮＯ）、本処理を終了する。このように、画像処理装置１００は、ログ
インするユーザのうち、管理者（予め定められたユーザ）により、ログイン中に設定値が
変更された場合には、管理者により変更された設定値を、ＳＲＡＭ１０３に記憶された変
更される前の設定値に戻さない。
【００８５】
　一方、ステップＳ３１２の判別の結果、ログイン中に設定値の変更を行ったときは（ス
テップＳ３１２でＹＥＳ）、変更された設定値を、変更前５０３に示される設定値に戻し
（ステップＳ３１３）、本処理を終了する。
【００８６】
　以上のように構成することで、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、各ユーザの
設定履歴に基づいて所望の設定値を適切に再利用ができ、利便性を向上させることができ
る。さらには、管理者権限を有するユーザの設定変更をその後の一般ユーザのログイン時
に反映させることができ、より管理者の意向に沿う運用が可能となる。
【００８７】
　（他の実施の形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００８８】
１００　画像処理装置
１０１　ＣＰＵ
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１０２　ＲＯＭ
１０３　ＳＲＡＭ
１０７　操作部
２００　キー入力部
２０１　タッチパネル部
４０１　設定値
４０２　設定変更履歴
４０３　ログイン履歴
５０１　設定変更日時
５０２　設定項目
５０３　変更前
５０４　変更後
６０１　ユーザ識別子
６０２　管理者
６０３　ログイン日時
５０４　ログアウト日時

【図１】 【図２】
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