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(57)【要約】
【課題】ショートカットキーに割り当てられた設定項目
の設定作業を極力簡単に行うことのできる画像処理装置
を提供すること。
【解決手段】フレキシブルキー１３２に割り当てられた
設定項目が，複数の設定内容から選択された一つの設定
内容に設定される択一設定項目である場合には，該フレ
キシブルキー１３２の操作に応じて表示領域１３２ａに
前記複数の設定内容を一つずつ順に表示させて（図５（
ａ），（ｆ），（ｅ）），設定が行われる。一方，フレ
キシブルキー１３１に割り当てられた設定項目が，操作
入力キーからの操作入力によって設定内容が設定される
操作入力設定項目である場合には，該フレキシブルキー
１３１の操作に応じて，前記操作入力キーからの操作入
力を行うための操作入力画面を表示させて（図５（ｂ）
），設定が行われる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当該画像処理装置に関する各種の設定項目を表示するための設定表示手段と，
　前記各種の設定項目を設定するための操作入力が行われる操作入力キーと一又は複数の
ショートカットキーとを有する操作手段と，
　前記ショートカットキー各々に前記設定項目のいずれか一つを割り当てるショートカッ
トキー登録処理手段と，
　を備えてなる画像処理装置であって，
　前記ショートカットキー登録処理手段により前記ショートカットキーに割り当てられた
前記設定項目が，複数の設定内容から選択された一つの設定内容に設定される択一設定項
目である場合には，該ショートカットキーの操作に応じて，前記設定表示手段による前記
択一設定項目の表示領域に前記複数の設定内容を一つずつ順に表示させ，前記操作入力キ
ーからの操作入力によって設定内容が設定される操作入力設定項目である場合には，該シ
ョートカットキーの操作に応じて，前記操作入力キーからの操作入力を行うための操作入
力画面を前記設定表示手段に表示させる操作表示制御手段と，
　前記設定項目を，前記操作表示制御手段により表示された設定内容，又は前記操作表示
制御手段によって表示された前記操作入力画面に従って前記操作入力キーから操作入力が
なされた設定内容に設定する設定処理手段と，
　を備えてなることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記各種の設定項目各々が，前記択一設定項目及び前記操作入力設定項目のいずれであ
るかを示す設定項目種別情報を記憶する設定項目種別情報記憶手段を更に備えてなり，
　前記操作表示制御手段が，前記設定項目種別情報記憶手段に記憶された前記設定項目種
別情報に基づいて，前記ショートカットキーに割り当てられた前記設定項目が，前記択一
設定項目及び前記操作入力設定項目のいずれであるかを判断するものである請求項１に記
載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，複写機，プリンタ装置，ファクシミリ装置，スキャナ装置などの画像処理装
置に関し，特に，当該画像処理装置に関する各種の設定項目を設定する際の操作性向上を
図るものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，複写機，プリンタ装置，ファクシミリ装置，スキャナ装置などの画像処理装置
には，該画像処理装置に関する各種の設定項目（倍率や画像の色など）を表示するための
液晶ディスプレイや，その各種の設定項目の設定に用いられる操作キー（テンキー，十字
キー，確定キー等）などが設けられる。ここで，前記画像処理装置では，各種の設定項目
が階層構造（ツリー構造）で管理される。そのため，ユーザは，操作キーを操作して，そ
の階層構造の中から設定したい設定項目を探し出して液晶ディスプレイに表示させる必要
があるが，この作業をその都度行うことは煩雑である。
　そこで，従来から，よく利用する設定項目を予めショートカットキーに登録しておき，
その後は，ショートカットキーを操作するだけでその設定項目を表示させることのできる
ショートカット機能が用いられることがある（例えば，特許文献１参照）。これにより，
よく利用する設定項目を，その都度探し出す必要がなく操作性が高まる。
【０００３】
　ここで，図６を用いて，上述のショートカット機能を用いた場合の従来の設定画面の遷
移について説明する。ここに，図６は，従来の設定画面の遷移を説明するための図である
。なお，後述する本発明の実施の形態に係る複合機Ｘ（画像処理装置の一例）と同じ要素
については同じ符号を用いている。
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　図６（ａ）に示すように，液晶ディスプレイ１１の下方にはフレキシブルキー１３１，
１３２が設けられている。フレキシブルキー１３１，１３２は，液晶ディスプレイ１１の
画面表示に従って役割が異なるものである。ここでは，フレキシブルキー１３１，１３２
を前記ショートカットキーとして用いる。フレキシブルキー１３１は倍率の設定項目，該
フレキシブルキー１３２は画像の色の設定項目に予め割り当てられている。
　フレキシブルキー１３１の上部の表示領域１３１ａに，該フレキシブルキー１３１が倍
率（Ｚｏｏｍ）の設定項目に対応していることと，その倍率の設定内容（１００％）とが
表示されている。また，フレキシブルキー１３２の上部の表示領域１３２ａには，該フレ
キシブルキー１３２が画像の色（Ｃｏｌｏｒ）の設定項目に対応していることと，その画
像の色の設定内容（Ｆｕｌｌ）とが表示されている。
【０００４】
　まず，図６（ａ）の状態で，ユーザによってフレキシブルキー１３１が操作されると，
液晶ディスプレイ１１の表示画面は，図６（ｂ）に遷移する。図６（ｂ）では，倍率の設
定項目の下層に位置する設定項目の一覧が表示されている。
　ここで，ユーザによって操作キーが操作されることにより，いずれかの設定項目が選択
されると，液晶ディスプレイ１１の表示画面は，図６（ｃ）に示すように，更に下層の設
定内容の表示に遷移する。ここでは，図６（ｂ）の表示画面で，標準の倍率（Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　Ｚｏｏｍ）を選択するための操作が行われることにより，図６（ｃ）に示すよう
に標準の倍率が一覧表示されている。なお，図６（ｂ）の表示画面で，任意の倍率（Ｚｏ
ｏｍ　Ｅｎｔｒｙ）を選択するための操作が行われた場合には，操作キーで任意の倍率を
入力するための入力画面に遷移する。
　その後，ユーザによって，操作キーが操作され，図６（ｃ）で表示された倍率の中から
所望の倍率が選択されて，その選択が確定されると，図６（ｄ）に示す設定終了画面を経
て，図６（ｅ）の画面表示に遷移する。例えば，図６（ｃ）の表示画面において２００％
が選択されて確定されると，図６（ｅ）に示すように，倍率の表示領域１３１ａにその旨
が表示される。
　このように，ユーザは，倍率を設定する際には，フレキシブルキー１３１の操作だけで
はなく，下層の設定項目に移行させるためや，数値を入力するためなどに操作キーを用い
て操作入力を行う必要がある。
【０００５】
　一方，図６（ａ）の状態で，ユーザによってフレキシブルキー１３２が操作されると，
液晶ディスプレイ１１の表示画面は，図６（ｆ）に遷移する。図６（ｆ）では，画像の色
の設定項目についての設定内容の一覧が表示される。例えば，図６（ｆ）に示すように，
フルカラー，グレースケール，モノクロが設定内容として表示される。
　その後，ユーザによって，操作キーが操作され，図６（ｆ）で表示された画像の色の設
定内容の中から所望の設定内容が選択されて，その選択が確定されることにより，図６（
ｄ）に示す設定終了画面を経て，図６（ｅ）の画面表示に移行する。例えば，図６（ｆ）
の表示画面においてグレースケールが選択されると，図６（ｅ）に示すように，画像の色
の表示領域１３２ａにその旨が表示される。
　このように，画像の色の設定では，三つの選択肢から一つの設定内容だけを選択するこ
とにより設定が行われる。そのため，例えば図６（ｆ）の表示画面に遷移することなく，
図６（ａ）の表示画面上で画像の色の設定を行うことも可能である。具体的には，図６（
ａ）の表示画面で，フレキシブルキー１３２を操作する度に，画像の色の表示領域１３２
ａの表示だけを順に切り替えるようにする（トグルさせる）ことで設定が可能である。こ
の場合，ユーザは，操作キーを操作することなく，フレキシブルキー１３２だけを一回又
は複数回操作することで，簡単に画像の色の設定を行うことができる。
【特許文献１】特開２０００－３０５７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら，従来は，前述したように，フレキシブルキー１３１，１３２に割り当て
られた設定項目が倍率であるか画像の色であるかにかかわらず，ユーザは操作キーからの
操作入力を行う必要がある。即ち，画像の色の設定のように，複数の設定内容からいずれ
かを択一的に選択することによって設定を行う場合であっても，ユーザは，フレキシブル
キー１３１だけでなく，操作キーを用いてその選択，決定などを行う必要があった。
　したがって，本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり，その目的とするところは
，ショートカットキーに割り当てられた設定項目の設定作業を極力簡単に行うことのでき
る画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は，当該画像処理装置に関する各種の設定項目を表示
するための設定表示手段と，前記各種の設定項目を設定するための操作入力が行われる操
作入力キーと一又は複数のショートカットキーとを有する操作手段と，前記ショートカッ
トキー各々に前記設定項目のいずれか一つを割り当てるショートカットキー登録処理手段
と，を備えてなる画像処理装置に適用されるものであって，以下のように構成される。
　前記ショートカットキー登録処理手段により前記ショートカットキーに割り当てられた
前記設定項目が，複数の設定内容から選択された一つの設定内容に設定される択一設定項
目である場合には，該ショートカットキーの操作に応じて，前記設定表示手段による前記
択一設定項目の表示領域に前記複数の設定内容を一つずつ順に表示させる。一方，前記操
作入力キーからの操作入力によって設定内容が設定される操作入力設定項目である場合に
は，該ショートカットキーの操作に応じて，前記操作入力キーからの操作入力を行うため
の操作入力画面を前記設定表示手段に表示させる。そして，前記設定項目を，前記操作表
示制御手段により表示された設定内容，又は前記操作表示制御手段によって表示された前
記操作入力画面に従って前記操作入力キーから操作入力がなされた設定内容に設定する。
　このように構成された本発明によれば，前記ショートカットキーに割り当てられた前記
設定項目が前記択一設定項目である場合には，ユーザは，前記ショートカットキーだけを
一回又は複数回操作することで，簡単にその設定項目を設定することができ，前記操作入
力キーを操作する必要がないため作業性が良くなる。なお，前記ショートカットキーに割
り当てられた前記設定項目が前記操作入力設定項目である場合には，従来と同様に，該操
作入力設定項目を設定するための操作入力画面に従って，前記操作入力キーによる前記設
定項目の設定が可能である。
　ここに，本発明は，前記各種の設定項目各々が，前記択一設定項目及び前記操作入力設
定項目のいずれであるかを示す設定項目種別情報を記憶する設定項目種別情報記憶手段を
設けておき，該設定項目種別情報記憶手段に記憶された前記設定項目種別情報に基づいて
，前記ショートカットキーに割り当てられた前記設定項目が，前記択一設定項目及び前記
操作入力設定項目のいずれであるかを判断することにより具現可能である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば，前記ショートカットキーに割り当てられた前記設定項目が前記択一設
定項目である場合には，ユーザは，前記ショートカットキーだけを一回又は複数回操作す
ることで，簡単にその設定項目を設定することができ，前記操作入力キーを操作する必要
がないため作業性が良くなる。なお，前記ショートカットキーに割り当てられた前記設定
項目が前記操作入力設定項目である場合には，従来と同様に，該操作入力設定項目を設定
するための操作入力画面に従って，前記操作入力キーによる前記設定項目の設定が可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下添付図面を参照しながら，本発明の実施の形態について説明し，本発明の理解に供
する。なお，以下の実施の形態は，本発明を具体化した一例であって，本発明の技術的範
囲を限定する性格のものではない。
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　ここに，図１は本発明の実施の形態に係る複合機Ｘの概略構成を示すブロック図，図２
は前記複合機Ｘに設けられた操作表示部１の模式図，図３は前記操作表示部１の液晶ディ
スプレイ１１の表示例を示す図，図４は前記複合機Ｘにおいて実行される複写処理の手順
の一例を説明するフローチャート，図５は前記複写処理における画面遷移の一例を説明す
るための図である。
　まず，図１を用いて，本発明の実施の形態に係る複合機Ｘの概略構成について説明する
。ここに，前記複合機Ｘは本発明に係る画像処理装置の一例に過ぎず，本発明は，複写機
，プリンタ装置，ファクシミリ装置等の画像形成装置や，スキャナ装置等の画像読取装置
など，各種の画像処理装置に適用可能である。
【００１０】
　図１のブロック図に示すように，前記複合機Ｘは，操作表示部１と，スキャナ部２と，
画像処理部３と，画像形成部４と，ファクシミリ通信部５と，ＬＡＮ通信部６と，制御部
７と，を備えて概略構成されている。また，前記複合機Ｘは，電話回線８を介してファク
シミリ装置Ａと接続され，ＬＡＮ９を介してパーソナルコンピュータ等の情報処理装置Ｂ
と接続される。
　前記ファクシミリ通信部５は，前記電話回線８を介して前記ファクシミリ装置Ａから伝
送された画像データを受信し，或いは画像データを前記ファクシミリ装置Ａに送信する処
理を行うものであって，モデム装置（変復調装置）がその典型例である。
　前記ＬＡＮ通信部６は，ＩＥＥＥ８０２．３規格やＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格などに
準拠した有線又は無線による通信媒体，通信機器などからなり，前記ＬＡＮ９を介した前
記情報処理装置Ｂとの通信を可能にするものである。
【００１１】
　前記スキャナ部２は，ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＩＳ（Contact Image Sen
sor）等のイメージセンサを備えており，原稿台にセットされた原稿を走査することによ
って，該原稿の画像情報をライン毎に読み取って電子データ化するものである。
　前記画像処理部３は，前記スキャナ部２により読み取られた画像データ，或いは，前記
ファクシミリ装置Ａや前記情報処理装置Ｂから受信した画像データに所定の画像処理（圧
縮処理，濃度補正処理等）を施すものである。
　前記画像形成部４は，前記画像処理部３により所定の画像処理が施された画像データに
応じた可視像（例えばトナー像）を記録紙に転写させて定着させるものであり，感光体ド
ラム，該感光体ドラムの表面を所定電位に一様に帯電させる帯電装置，前記感光体ドラム
の表面を露光走査して静電潜像を形成するＬＳＵ，前記静電潜像にトナーを付着させて現
像する現像装置，現像されたトナー画像を記録紙に転写する転写装置，転写されたトナー
像を記録紙に定着させる定着装置などの周知の各種装置を備えて構成されている。
【００１２】
　前記制御部７は，ＣＰＵ及びその他周辺装置（ＲＯＭ，ＲＡＭ等）からなり，当該複合
機Ｘを統括的に制御するものであって，前記ＲＯＭに格納された所定のプログラムに従っ
た処理を実行することによって，複写ジョブ，プリンタジョブ，ファクシミリジョブ，ス
キャンジョブ等，各種のジョブを実現する。
　また，前記制御部７に設けられたＲＯＭ（設定項目種別情報記憶手段の一例）には，前
記複合機Ｘにおける各種の設定項目各々が，後述の択一設定項目及び操作入力設定項目の
いずれであるかを示す設定項目種別情報が，予め記憶されている。なお，前記設定項目各
々が択一設定項目及び操作入力設定項目のいずれであるかは，該複合機Ｘの機種や仕様な
どによって異なる。前記設定項目種別情報は，後述の複写処理（図４参照）において判断
指標として参照される。
　ここに，前記択一設定項目とは，複数の設定内容から選択された一つの設定内容に設定
されるものである。例えば，図６（ｆ）を用いて説明したように，画像の色の設定が，フ
ルカラー，グレースケール，モノクロの三つの中から一つを選択することにより行われる
ものであれば，該画像の色は，前記択一設定項目に該当する。
　一方，前記操作入力設定項目とは，後述の操作キー１２からの操作入力によって設定内
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容が設定されるものである。例えば，図６（ｂ），（ｃ）を用いて説明したように，倍率
の設定が，更に下層の選択項目への移行を要するものや，数字の入力を要するものであれ
ば，該倍率の設定は，前記操作入力設定項目に該当する。
【００１３】
　次に，図２の模式図を用いて，前記操作表示部１について説明する。
　図２に示すように，前記操作表示部１は，当該複合機Ｘに関する各種の設定項目が表示
される液晶ディスプレイ１１（設定表示手段の一例），前記各種の設定項目を設定するた
めの操作入力が行われる操作キー１２（操作入力キーの一例），及びフレキシブルキー１
３１，１３２（ショートカットキーの一例）などを有している。ここに，前記操作キー１
２及び前記フレキシブルキー１３１，１３２が操作手段に相当する。なお，前記液晶ディ
スプレイ１１にタッチパネルが設けられる場合，前記操作キー１２や前記フレキシブルキ
ー１３１，１３２などは，そのタッチパネル上にタッチキーとして配設される。
　前記操作キー１２は，数字や文字を入力するためのテンキー１２１や，前記テンキー１
２１による操作入力の確定や各種のジョブの開始などに用いられるスタートキー１２２な
どを有している。なお，前記操作キー１２は，前記テンキー１２１に替えて或いは前記テ
ンキー１２１に加えて，十字キーを有する構成であってもよい。
【００１４】
　一方，前記フレキシブルキー１３１，１３２は，前記液晶ディスプレイ１１の表示状態
によって操作されたときに実行される処理が異なるものである。なお，前記フレキシブル
キー１３１，１３２の数は二つに限られない。
　前記複合機Ｘでは，初期設定或いはユーザによる任意の設定によって，前記フレキシブ
ルキー１３１，１３２に，当該複合機Ｘに関する設定項目のいずれか一つが予め割り当て
られる。これにより，ユーザは前記フレキシブルキー１３１，１３２を操作することで，
該フレキシブルキー１３１，１３２に割り当てられた設定項目の設定を簡単に行うことが
できる。即ち，フレキシブルキー１３１，１３２各々がショートカットキーの一例である
。
　例えば，前記制御部７によって，ユーザに対して前記フレキシブルキー１３１，１３２
各々に登録する設定項目を指定させるためのショートカット登録処理が実行されることに
より，該フレキシブルキー１３１，１３２各々に設定項目が登録される。ここに，前記シ
ョートカット登録処理を実行するときの前記制御部７がショートカット登録手段に相当す
る。なお，当該ショートカット登録処理については，従来（例えば，特許文献１参照）と
同様の手法を用いればよいため，ここではその詳細を省略する。
【００１５】
　以下，本実施の形態では，前記フレキシブルキー１３１に倍率（Ｚｏｏｍ），前記フレ
キシブルキー１３２に画像の色（Ｃｏｌｏｒ）が予め割り当てられている場合について説
明する。
　この場合，図３の模式図に示すように，後述の複写処理（図４参照）が実行されるとき
の前記液晶ディスプレイ１１の初期画面では，前記フレキシブルキー１３１の上部の表示
領域１３１ａに，該フレキシブルキー１３１が倍率（Ｚｏｏｍ）の設定項目（操作入力設
定項目の一例）に対応していることと，その倍率の設定内容（１００％）とが表示されて
いる。また，前記フレキシブルキー１３２の上部の表示領域１３２ａには，該フレキシブ
ルキー１３２が画像の色（Ｃｏｌｏｒ）の設定項目（択一設定項目の一例）に対応してい
ることと，その画像の色の設定内容（Ｆｕｌｌ）とが表示されている。
【００１６】
　次に，図４及び図５を参照しつつ，前記複合機Ｘにおいて前記制御部７によって実行さ
れる複写処理の手順の一例について説明する。ここに，図４中のＳ１，Ｓ２，…は処理手
順（ステップ）の番号を表している。また，図５は，当該複写処理における前記液晶ディ
スプレイ１１の表示画面の遷移を示している。
　当該複写処理は，不図示のジョブ選択キーの操作などによって，ユーザによって複写ジ
ョブが選択されたことにより，前記液晶ディスプレイ１１に，図６（ａ）に示すような初
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期画面が表示された状態で開始される。
　図５に示すように，まず，ステップＳ１では，前記制御部７によって，ユーザによる前
記スタートキー１２２の操作が行われたか否かが判断される。ここで，前記スタートキー
１２２が操作されたと判断されると（Ｓ１のＹｅｓ側），前記制御部７は，現在の設定状
態で複写を開始する（Ｓ１１）。一方，前記スタートキー１２２が操作されていないと判
断されると（Ｓ１のＮｏ側），処理はステップＳ２に移行する。
【００１７】
　ステップＳ２では，前記制御部７によって，前記フレキシブルキー１３１，１３２のい
ずれかが操作されたか否かが判断される。ここで，前記フレキシブルキー１３１，１３２
が操作されていないと判断されると（Ｓ２のＮｏ側），処理はステップＳ１に戻る。一方
，前記フレキシブルキー１３１，１３２のいずれかが操作されたと判断されると（Ｓ２の
Ｙｅｓ側），処理はステップＳ３に移行する。なお，前記制御部７は，前記フレキシブル
キー１３１，１３２を用いずに，前記操作キー１２を用いて各種の設定項目を設定するた
めの処理も実行するが，ここではその手順及び説明を省略する。
【００１８】
　ステップＳ３では，前記制御部７によって，前記ステップＳ２で操作されたと判断され
た前記フレキシブルキー１３１，又は前記フレキシブルキー１３２に割り当てられた設定
項目が，前記択一設定項目であるか否かが判断される。
　具体的に，前記制御部７は，該制御部７のＲＯＭに記憶された前記設定項目種別情報を
読み出し，該設定項目種別情報と前記フレキシブルキー１３１，又は前記フレキシブルキ
ー１３２に割り当てられた設定項目とに基づいて判断する。
　そして，前記択一設定項目であると判断されると（Ｓ３のＹｅｓ側），処理はステップ
Ｓ４１に移行し，前記択一設定項目ではない，即ち前記操作入力設定項目であると判断さ
れると（Ｓ３のＮｏ側），処理はステップＳ５１に移行する。即ち，前記制御部７は，前
記ステップＳ３において，前記設定項目が，前記択一設定項目及び前記操作入力設定項目
のいずれであるかを判断する。
【００１９】
　ここでは，まず，前記ステップＳ２で前記フレキシブルキー１３１が操作されたと仮定
して説明を続ける。この場合には，前記フレキシブルキー１３１が，倍率の設定項目に割
り当てられたものであり，前記操作入力設定項目であるため，前記制御部７は，前記ステ
ップＳ３で処理をステップＳ５１に移行させる。
　ステップＳ５１では，前記制御部７は，前記液晶ディスプレイ１１に，倍率の設定項目
の更に下層の設定項目を表示させるための処理を実行する。これにより，前記液晶ディス
プレイ１１には，図５（ｂ）に示すように，複数の設定項目が一覧表示される。
　そして，ステップＳ５２では，前記制御部７によって，図５（ｂ）に示す表示状態で，
いずれかの設定項目を選択するための操作がなされたか否かが判断される。具体的に，前
記制御部７は，前記操作キー１２からの操作入力に基づいて判断する。ここで，設定項目
を選択するための操作がなされたと判断された場合には（Ｓ５２のＹｅｓ側），処理はス
テップＳ５３に移行する。なお，設定項目を選択するための操作がなされない場合には（
Ｓ５２のＮｏ側），該ステップＳ５２の判断処理が繰り返し実行される。
　ステップＳ５３では，前記制御部７によって，前記ステップＳ５２で選択された設定項
目に関する複数の設定内容を，前記液晶ディスプレイ１１に表示させるための処理が実行
される。これにより，前記液晶ディスプレイ１１には，図５（ｃ）に示すように，複数の
設定内容が一覧表示される。
【００２０】
　その後，ステップＳ５４では，前記制御部７によって，前記ステップＳ５３で表示され
た複数の設定内容のいずれか一つを選択して決定するための操作入力が行われたか否かが
判断される。具体的には，前記テンキー１２１及び前記スタートキー１２２に対して選択
，決定の操作入力が行われたか否かが判断される。
　ここで，前記操作入力が行われたと判断されると（Ｓ５４のＹｅｓ側），処理はステッ
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プＳ５５に移行し，該操作入力が行われるまでの間は（Ｓ５４のＮｏ側），当該ステップ
Ｓ５４の判断処理が繰り返し実行される。
【００２１】
　そして，ステップＳ５５では，前記制御部７によって，前記フレキシブルキー１３２に
対応する倍率の設定内容が，前記ステップＳ５４で操作入力が行われた設定内容に設定さ
れる。ここに，かかる処理を実行するときの前記制御部７が設定処理手段に相当する。
　このとき，前記液晶ディスプレイ１１では，図５（ｄ）に示すように設定終了画面が表
示された後，図５（ｅ）に示すように倍率の設定内容が変更された初期画面が表示される
。図５（ｅ）は，ユーザによって倍率を２００％に設定するための操作入力が行われた場
合の設定結果を示している。
　このように，前記複合機Ｘでは，前記フレキシブルキー１３１が操作されると，前記操
作キー１２からの操作入力を行うための操作入力画面が表示され，前記操作入力画面に従
ってユーザによる前記操作キー１２に対する操作入力によって，前記フレキシブルキー１
３１に割り当てられた倍率が設定される（Ｓ５１～Ｓ５５）。ここに，前記操作入力画面
を表示させるための処理を実行するときの前記制御部７が操作表示制御手段に相当する。
【００２２】
　次に，前記ステップＳ２において，前記フレキシブルキー１３２が操作されたと判断さ
れた場合（Ｓ２のＹｅｓ側）について説明する。この場合には，前記フレキシブルキー１
３２が，画像の色の設定項目に割り当てられたものであり，前記択一設定項目であるため
，前記制御部７は，前記ステップＳ３で処理をステップＳ４１に移行させる。
　ステップＳ４１では，前記制御部７によって，前記液晶ディスプレイ１１の表示領域１
３２ａに表示された画像の色の設定内容だけが，次の設定内容に切り替えられる。具体的
に，図５（ａ）に示すように，表示領域１３２ａに表示された画像の色の設定内容がフル
カラー（Ｆｕｌｌ）を示すものである場合に，前記フレキシブルキー１３２が操作される
と，その表示が，図５（ｆ）に示すようにモノクロ（Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ）に切り替え
られる。
【００２３】
　そして，ステップＳ４２では，前記制御部７によって，画像の色の設定内容が，前記ス
テップＳ４１で表示された新たな設定内容に設定され，処理はステップＳ１に戻る。ここ
に，かかる処理を実行するときの前記制御部７が設定処理手段に相当する。
　その後，再度，前記ステップＳ２において前記フレキシブルキー１３２が操作されると
（Ｓ２のＹｅｓ側），同じく前記ステップＳ４１において，前記表示領域１３２ａの表示
内容が，次の設定内容に変更される。具体的に，図５（ｆ）の状態で，再度前記フレキシ
ブルキー１３２が操作されると，図５（ｅ）に示すように，前記表示領域１３２ａにはグ
レースケール（Ｇｒａｙｓｃａｌｅ）が表示されて設定される。さらに，前記フレキシブ
ルキー１３２が操作された場合には，初めのフルカラー（Ｆｕｌｌ）の表示（図５（ａ）
）に戻る。前記択一設定項目に含まれた設定内容の順は予め設定されている。
　このように，前記複合機Ｘでは，前記フレキシブルキー１３２に割り当てられた設定項
目が前記択一設定項目である場合には，該フレキシブルキー１３２の操作に応じて（操作
されるごとに），前記液晶ディスプレイ１１上における前記フレキシブルキー１３２に対
応する表示領域１３２ａに，複数の設定内容が一つずつ順に切り替えられて（トグルして
）表示される。ここに，かかる処理を実行するときの前記制御部７が，操作表示制御手段
に相当する。
　したがって，ユーザは，前記操作キー１２を操作することなく，一つの前記フレキシブ
ルキー１３２だけを一回又は複数回操作するだけで，簡単に画像の色を設定することがで
きる。
【００２４】
　以上，説明したように，前記複合機Ｘでは，前記フレキシブルキー１３１，１３２が操
作された場合には，該フレキシブルキー１３１，１３２に割り当てられた設定項目に応じ
て，前記操作キー１２を用いる設定手法と用いない設定手法とが自動的に切り替えられる
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。したがって，ユーザは，前記フレキシブルキー１３１，１３２に前記択一設定項目及び
前記操作入力設定項目のいずれを割り当てたかを意識することなく，その割り当てた設定
項目が前記択一設定項目である場合には，その設定項目の設定を簡単な操作で行うことが
できる。
　なお，本実施の形態では，前記択一設定項目の一例として画像の色を挙げ，前記操作入
力設定項目の一例として倍率を挙げて説明したが，これらに限られるものではない。
　例えば，複写処理において前記択一設定項目として設定される設定項目としては，画質
設定（設定内容は，Ｔｅｘｔ，Ｐｈｏｔｏ，Ｔｅｘｔ＋Ｐｈｏｔｏなど），両面印刷設定
（設定内容は，ＯＮ，ＯＦＦなど）などが考えられる。また，複写処理において前記操作
入力設定項目として設定される設定項目としては，集約印刷設定や任意用紙サイズ設定，
任意原稿サイズ設定などが考えられる。
【００２５】
　また，本実施の形態では，前記複合機Ｘにおいて複写処理（図５参照）が実行される場
合を例に挙げて説明したが，他のジョブ（ファクシミリジョブやスキャンジョブなど）に
ついても同様の処理が実行される。
　例えば，スキャンジョブでは，前記択一設定項目として，画像の色（設定内容は，フル
カラー，モノクロ，グレースケールなど），解像度（設定内容は，２００×１００，２０
０×２００，３００×３００，４００×４００，６００×６００など），ファイルフォー
マット（設定内容は，ＰＤＦ，ＴＩＦＦ，ＸＰＳなど）などが考えられる。また，前記操
作入力設定項目としては，任意の読取サイズや任意の出力サイズなどが考えられる。
　同様に，ファクシミリジョブにおいては，前記択一設定項目として，画像の色（設定内
容は，フルカラー，モノクロ，グレースケールなど），解像度（設定内容は，２００×１
００，２００×２００，３００×３００，４００×４００，６００×６００など）などが
考えられる。また，前記操作入力設定項目としては，任意の読取サイズや任意の出力サイ
ズ，送信時刻設定などが考えられる。
　さらに，前記複写処理では，前記フレキシブルキー１３１，１３２各々に，倍率，画像
の色の設定項目を割り当てていたが，該フレキシブルキー１３１，１３２各々に割り当て
る設定項目を，ジョブの種別ごとに設定しておくことも他の実施例として考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態に係る複合機の概略構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施の形態に係る複合機に設けられた操作表示部の模式図。
【図３】本発明の実施の形態に係る複合機に設けられた操作表示部の表示例を示す図。
【図４】本発明の実施の形態に係る複合機において実行される複写処理の手順の一例を説
明するフローチャート。
【図５】本発明の実施の形態に係る複合機において実行される複写処理の手順における画
面遷移の一例を説明するための図。
【図６】従来の設定画面の遷移を説明するための図。
【符号の説明】
【００２７】
１…操作表示部
１１…液晶ディスプレイ
１２…操作キー
１２１…テンキー
１２２…スタートキー
１３１，１３２…フレキシブルキー（ショートカットキーの一例）
１３１ａ，１３２ａ…表示領域
２…スキャナ部
３…画像処理部
４…画像形成部
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５…ファクシミリ通信部
６…ＬＡＮ通信部
７…制御部
８…電話回線
９…ＬＡＮ
Ａ…ファクシミリ装置
Ｂ…情報処理装置
Ｘ…複合機（画像処理装置の一例）
Ｓ１，Ｓ２，，，…処理手順（ステップ）番号

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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