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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに基づいて用紙上に画像形成を行う画像形成装置であって、
　当該画像形成装置とユーザとの間の意思疎通を行うための操作・表示手段と、
　当該画像形成装置の状態の変化を検知する検知手段と
　を備えてなり、
　前記操作・表示手段において表示すべき内容はマークアップ言語及びスクリプト言語の
少なくとも一方により記述されるとともに当該表示すべき内容の全部又は一部は所定のブ
ラウザによって表示が行われ、且つ、当該表示の状態は前記検知手段の検知結果に対応し
て変更され、
　前記ブラウザによって表示される画面は、前記ユーザによる入力操作の対象としての第
１キーを表示する表示領域と前記状態の変化に対応する第２キーを含む非表示領域とを含
み、
　前記検知結果の入力を受けることに応じて前記第２キーに対する擬似的な入力を実行す
る擬似入力実行手段を更に備えてなり、
　前記表示の状態の変更は前記擬似的な入力の実行に応じて行われることを特徴とする画
像形成装置。
【請求項２】
　前記表示の状態の変更は、前記ブラウザが前記検知結果の入力を受けることに応じて行
われることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　当該画像形成装置は前記操作・表示手段及び前記検知手段を含む画像形成装置本体から
なり、
　前記画像形成装置本体は、前記表示すべき内容を蓄積する記憶装置を含むことを特徴と
する請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　コンピュータを請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像形成装置として機能させる
表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばコピー機、ファクシミリ機及びプリンタ、或いはこれらの機能を併せ
持ついわゆる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】
　従来、上述のような画像形成装置には、ユーザから当該装置への意思伝達、あるいは当
該装置からユーザへの該装置自身の状態等の通知を実現するために、例えばＬＣＤ（Liqu
id Crystal Display）等を具備するいわゆる操作パネルが備えられている。ユーザは、こ
の操作パネルを介して、各種の設定（即ち、ユーザから装置への意思伝達）を行うことが
できる。例えば、エミュレーションモードの変更設定や給紙カセットの優先順位設定、あ
るいはより具体的な画像形成態様の設定、例えばコピー機能を利用するのであれば、コピ
ーを実施するべき用紙のサイズの設定、モノクロコピーとするかカラーコピーとするか等
々の設定を行うことができる。このようなことは、ファクシミリ機能、あるいはプリンタ
機能を利用する場合にも同様にあてはまる。
【０００３】
　ところで、従来においては、前述の設定は、予め定められた設定項目について、予め定
められた設定操作方法に従って行わなければならなかった。特に後者の設定操作方法では
、設定項目の表示順序が予め定められているがゆえに、より下層（ないしは、より深層）
に位置付けられた設定項目についての設定操作を行うためには、面倒な操作手順を履践す
る必要があり、時間もかかるという問題点があった。また、これら設定項目及び設定操作
方法等は、Ｃ言語等で記述されたプログラムによって記述されるという形態が採られてい
たため、これらについて後に変更を加えるという処理は基本的に不可能であった（変更を
行う場合には改めてプログラムを組み直さなければならなかった。）。要するに、従来の
画像形成装置において、操作パネル上の表示処理、あるいは操作処理については柔軟性に
欠けるという問題点があったのである。
【０００４】
　そこで、従来においても、例えば特許文献１に開示されているように、印刷条件等の設
定項目又は設定値をハイパーテキスト型の表示情報として提供可能な情報提供手段等を備
えるものが提案されている。このような特許文献１によれば、設定項目等の表示を例えば
ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）によって記述することが可能となるため、前記
の不具合をある程度解消することができる。
【特許文献１】特開２００１－１６６９０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の画像形成装置においては次のような問題点がある。すなわち、画
像形成装置が利用されている最中においては、例えば当該装置内における紙詰まり、用紙
切れ等々の不意に発生する状態変化や、あるいはコピーカウンタの増加等の一般に不定期
ではあるがその発生がそもそも予定されている状態変化等（以下、これらをまとめて「動
的な状態変化」ということがある。）が生じている。つまり、画像形成装置の状態は常に
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一定とは限らず、むしろ時々刻々変化するのが正常ということができる。このような動的
な状態変化が生じたときには、それが前記操作パネル上に反映されていなければならない
と考えられる。そうでなければ、画像形成装置とユーザとの間で意義ある意思疎通ができ
ないことになってしまうからである。
【０００６】
　しかしながら、例えば上記の特許文献１のように、操作パネル上にハイパーテキスト型
の表示情報を表示するような形態、より具体的に言い換えると、例えば操作パネル上の設
定項目等の表示を、ＨＴＭＬを利用して実現する形態では、前記のような動的な状態変化
に対応することができない。なぜなら、ＨＴＭＬは、ユーザからの入力があって初めて動
作するのが基本であり、該入力を伴わない外的な変化に対応する機能を備えていないから
である。前記の特許文献１においても、かかる点について特に何らかの対策が開示されて
いるわけではない。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、操作・表示手段におけるユーザの
設定操作を容易にするとともに、当該操作・表示手段は当該画像形成装置に発生する動的
な状態変化を的確に反映し、当該装置及びユーザ間の意思疎通を有効に行うことの可能な
画像形成装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の画像形成装置は、上記課題を解決するため、画像データに基づいて用紙上に画
像形成を行う画像形成装置であって、当該画像形成装置とユーザとの間の意思疎通を行う
ための操作・表示手段と、当該画像形成装置の状態の変化を検知する検知手段とを備えて
なり、前記操作・表示手段において表示すべき内容はマークアップ言語及びスクリプト言
語の少なくとも一方により記述されるとともに当該表示すべき内容の全部又は一部は所定
のブラウザによって表示が行われ、且つ、当該表示の状態は前記検知手段の検知結果に対
応して変更される。
【０００９】
　本発明の画像形成装置によれば、例えばＬＣＤ等を具備する操作・表示手段が備えられ
ている。この操作・表示手段は、例えばハード・キーを備えたり、前記ＬＣＤを備え且つ
これをタッチパネル方式に対応させたりすることで、ユーザから画像形成装置への意思伝
達が可能になる。また、前記ＬＣＤ等に所定の表示を行うことで、画像形成装置からユー
ザへの意思伝達も可能になる（以上により、相互の意思疎通が可能になる。）。
【００１０】
　そして本発明では、操作・表示手段において表示すべき内容がマークアップ言語により
記述され得る。ここでマークアップ言語とは、一般に、キャラクタコード以外に、種々の
属性情報（例えば、当該キャラクタのフォント、ハイパーリンク情報、組版情報等々）等
を、予め定義されたコマンドとして記述していく形式の言語であり、具体的には、ＨＴＭ
Ｌ、ＳＧＭＬ（Standard Generalized Markup Language）、ＸＭＬ（eXtensible Markup 
Language）、ＴｅＸ等がある。本発明では、操作・表示手段において表示すべき内容が、
このようなマークアップ言語によって記述されるとともに該表示すべき内容の全部又は一
部が所定のブラウザ（例えば、“Internet Explorer”（登録商標）等）によって表示さ
れるようになっているから、例えば設定項目の表示順序の入れ替えや設定項目間の関連付
け等を容易に行うことができ、ユーザの設定操作が容易になるとともに、当該画像形成装
置の納入先の要求に応えて表示の状態を臨機応変に変更するなどといったことも容易に行
うことができることになる。なお、表示すべき内容がＨＴＭＬで記述されている場合にお
いては、ＨＴＭＬテキスト内の＜Ｓｃｒｉｐｔ＞タグ内にＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉ
ｐｔによる記述をなすことができる。これによると、例えばユーザの入力操作に対して、
所定の関数を実行することができる等より木目細かな対応を行うことができる。本発明は
、「表示すべき内容」が、前記Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔその他のスクリプト言
語によって記述される場合をも含む。
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【００１１】
　さらに本発明では特に、このようなマークアップ言語により記述された表示すべき内容
の全部又は一部が前記所定のブラウザによって表示されている場合において、当該表示の
状態が検知手段の検知結果に対応して変更されるようになっているのである。ここに「検
知手段」とは、前記のように画像形成装置の状態の変化を検知するものであり、したがっ
て「検知結果」とは、当該状態の変化が未だ発生していない、あるいは該変化が生じたな
どという情報を含んでいる。また、「画像形成装置の状態」とは、例えば当該画像形成装
置内で発生する紙詰まり（いわゆる“ジャム”と呼ばれるもの）の有無、用紙切れの有無
、トナー残量が所定値以下になったかどうか、給紙カセットが所定位置にきちんと収まっ
ているか又はそこから抜かれているかどうか、前面カバーが開かれたかどうか、あるいは
コピーカウンタの増減、現在時刻等々が該当する。したがって、その「変化」とは、例え
ば用紙の搬送が順調であった状態から該搬送に障害が生じた（紙が詰まった）とか、トナ
ー残量が所定値以上で画像形成に問題がなかった状態から所定値以下となりその補充が必
要になった等々を意味することになる。
【００１２】
　本発明では、このような画像形成装置の状態の変化に応じて、例えばＨＴＭＬにより記
述された表示すべき内容の一部である所定の部位に何らかの入力（いわば「擬似的な入力
」）がなされたものとみなす処理を実行することで、ユーザからの入力操作がない限り能
動的に動作しないＨＴＭＬであっても、操作・表示手段における表示の状態に変更を生じ
させることが可能になっているのである。
【００１３】
　なお、ここでは「擬似的な入力」を用いた処理を行う例について述べたが、前記所定の
ブラウザが、画像形成装置の状態の変化の通知を受けるだけで所定の処理を行える機能を
備えるならば（例えば、ブラウザがPlug-in機能をサポートする場合）、当該「擬似的な
入力」を用いた処理を実行する必要は必ずしもない。この場合には、ブラウザが検知結果
の入力を直接的に受けて、操作・表示手段における表示の状態を変更するというような、
より直接的な処理を行うことができることになる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、操作・表示手段におけるユーザの設定操作が容
易になるとともに、当該操作・表示手段は当該画像形成装置に発生する動的な状態変化を
的確に反映することから、当該装置及びユーザ間の意思疎通を有効に行うことができる。
【００１５】
　本発明のこのような作用及び効果その他の利得は次に説明する実施の形態から明らかに
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下では、本発明の実施の形態について図１及び図２を参照しつつ説明する。ここに図
１は、本実施形態に係る画像形成装置の構成図である。また図２は、図１の操作・表示部
７のＬＣＤ上における画面表示例を示す説明図である。
【００１７】
　図１において、画像形成装置は、ＭＦＰ本体１０及び操作・表示部７からなる。このう
ちまず、ＭＦＰ本体１０は、制御部１、プリンタ部２、記憶装置３、ファックスインター
フェイス（以下、「FAX　I/F」という。）４、ネットワークＩ／Ｆ５及びスキャナ部６か
ら構成されている。
【００１８】
　プリンタ部２は、例えば図示しないパソコンから送られた、或いはスキャナ部６により
読み取られ、更にはＦＡＸ　Ｉ／Ｆ４により受信されるなどした画像情報に基づいて、こ
れに基づき設定された印刷ジョブを処理する。なお、印刷ジョブの処理とは、主として、
プリンタ部２に予め蓄積された用紙等に、前記画像情報に基づく文字・図画等を印刷する



(5) JP 4104566 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

ことをいう。このプリンタ部２には、図示されないが用紙を蓄積する給紙カセット、該給
紙カセットから用紙を搬送する搬送機構部、搬送途上の用紙上に画像を形成するため感光
ドラム等からなる画像形成部等が含まれる。記憶装置３は、実行予定、或いは実行中の印
刷ジョブや、エラーの発生した印刷ジョブ等を記憶する。また、本実施形態においては特
に、後述する操作・表示部７で表示すべき内容を保存している。この表示すべき内容はＨ
ＴＭＬで記述されている。ＦＡＸ　Ｉ／Ｆ４は、図示しないネットワーク外の機器と電話
回線を介して接続され、ＦＡＸ機能により画像情報の送受信を行う。ネットワークＩ／Ｆ
５は、ネットワークに接続され、ネットワーク内でデータの送受信を行う。例えば、前記
パソコンから送られてくる画像情報は、このネットワークＩ／Ｆ５を介して画像形成装置
内に取り込まれる。スキャナ部６は、図示しないプラテン、光源部、ＣＣＤカメラ等を備
え、前記プラテン上に載置された原稿面をスキャンして画像情報を読み取る。
【００１９】
　そして、制御部１は、前述の各要素を通じて画像形成装置全体を制御する。また、制御
部１は、制御指令を行うＣＰＵ、制御プログラム等が格納されたＲＯＭ、一時的な記憶場
所のＲＡＭ、不揮発データを格納するＮＶＲＡＭから構成されている。さらに、制御部１
にはリソース管理部１１が備えられており、前述の各要素における各種の状態は当該リソ
ース管理部１１内の所定領域の値に反映される（例えば、プリンタ部２において紙詰まり
が発生していない場合は、リソース管理部１１内に定義された適当な領域の値が“０”、
発生した場合が“１”等とされる。）。また当該各要素において何らかのイベント（前記
状態の変化）が発生した場合には、リソース管理部１１は、その旨を後述する操作・表示
部７のリソース管理部７１に通知するための窓口となる。
【００２０】
　一方、操作・表示部７は、ユーザが当該画像形成装置に対して各種の指令を送信するた
め、あるいは画像形成装置がユーザに対して何らかの情報を提供するためのインターフェ
イスである。本実施形態においては特に、この操作・表示部７は、ＬＣＤを備え且つタッ
チパネル方式を採用している。これにより、ユーザはＬＣＤ上に表示されたキーあるいは
ボタン等を指等で触れることで、画像形成装置に対して所定の意思伝達を行うことが可能
となっている。また、操作・表示部７には固定式のボタン・スイッチ等を備えることが可
能であり、これによってもユーザからの画像形成装置への意思伝達が可能になる。
【００２１】
　また、ＬＣＤ上に所定の表示を行うことで、画像形成装置は、ユーザに対して何らかの
情報を伝達することが可能となっている。ここでＬＣＤ上において表示すべき内容は前述
のようにＭＦＰ本体１０の記憶装置３に蓄積されており、ＨＴＭＬで記述されている。す
なわち、ＬＣＤ上には、タグ付けされたテキストがハイパーテキスト形式で表示されてお
り、例えばリンクが張られた設定項目をユーザが選択・指定することで、当該リンク先に
ジャンプするなどの処理を行うことができるようになっている。なお、ＬＣＤ上に現実に
表示される表示項目は、記憶装置３に蓄積されている表示すべき内容から適宜選択された
、当該表示すべき内容の全部又は一部である。このように、表示すべき内容を蓄積するス
トレージ・デバイス（本実施形態にいう「記憶装置３」）を操作・表示部７の側に設ける
のではなく、ＭＦＰ本体１０の側に設ける形態を採用することによって、装置全体の構成
を効率化することができる（ただし、前記ストレージ・デバイスは操作・表示部７の側に
設けられていてもよい。かかる形態も本発明の範囲内にある。）。
【００２２】
　本実施形態の操作・表示部７は、前記のようなハイパーテキスト形式による表示機能を
実現するために、適当なブラウザ７２を備えている。このブラウザ７２は、ＨＴＴＰ（Hy
perText Transfer Protocol）によってファイル転送を行う。また、このブラウザ７２は
、Ｗｅｂサーバの機能を実現するデーモンであるＨＴＴＰＤ（HyperText Transfer Proto
col Daemon）（不図示）とソケットインターフェイスを介して接続されている。ファイル
へのアクセスはこのＨＴＴＰＤが行い、ブラウザ７２は、表示すべきデータをＨＴＴＰＤ
から受け取る。なお、ブラウザ７２として、ある特定のブラウザを採用すれば、ＨＴＭＬ
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テキスト中Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔを用いた記述をなした部分に対応すること
もできる。
【００２３】
　このブラウザ７２によって、ＬＣＤ上には例えば図２に示すような画面が表示される。
図２において、ＬＣＤ上には表示領域７２１及び非表示領域７２２が含まれている。表示
領域７２１は、例えば図２に「給紙カセット優先順位設定」としてその一例が示されてい
るように、ユーザによる入力操作の対象としてのキー７２１ａが表示される。ユーザは、
この表示領域７２１に呼び出され、現実に表示される各種の設定項目を選択・指定するこ
と等によって各種の設定を行うことができる。そして、図２に示されたような設定項目等
は、そもそもＨＴＭＬで記述された表示すべき内容の一部であることから、例えば設定項
目の表示順序の入れ替えや設定項目間の関連付け等を容易に行うことができ、ユーザの設
定操作が容易になるとともに、当該画像形成装置の納入先の要求に応えて表示の状態を臨
機応変に変更するなどといったことも容易に行うことができることになる。
【００２４】
　一方、非表示領域７２２は、ユーザには直接的には呈示されない領域である。この非表
示領域７２２には、図２に示すように各種の非表示キー７２２ａ、７２２ｂ及び７２２ｃ
が存在する。これらの非表示キー７２２ａ、７２２ｂ及び７２２ｃのそれぞれは、ＭＦＰ
本体１０において発生しうるイベントの種類に対応しており、一定のイベントが発生した
（即ち、ＭＦＰ１０本体における一定の状態の変化が生じた）ときには、特定の非表示キ
ー（例えば、非表示キー７２２ａ）に対する入力が擬似的に行われるようになっている。
この点については、後に改めて説明することにする。
【００２５】
　さらに、本実施形態の操作・表示部７は、リソース管理部７１を備えている。このリソ
ース管理部７１の所定領域の値は、ＭＦＰ本体１０のリソース管理部１１を介した通知に
より、ＭＦＰ本体１０におけるイベントの発生に応じて変化する。すなわち、リソース管
理部７１においてＭＦＰ本体１０の状態の変化を知ることができる。なお、このリソース
管理部７１とＭＦＰ本体１０との通信には、例えばＵＳＢ(Universal Serial Bus) Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃｌａｓｓが使用される。更に加えて、操作・表示部７は、キ
ードライバ・タッチパネルドライバ７３（以下、略して「キードライバ７３」という。）
を備えている。このキードライバ７３は、操作・表示部７における入力操作を処理するた
め、当該操作・表示部７を駆動するためのドライバである。本実施形態においては特に、
このキードライバ７３は、前記の非表示領域７２２における特定の非表示キーへの入力を
擬制するための擬似入力を生成する。この点については、後に改めて説明することにする
。
【００２６】
　かかる構成となる画像形成装置は、例えば図３に示すように運用され、その結果以下に
記す作用効果を得ることができる。ここに図３は、ＭＰＦ本体１０に何らかの状態変化が
生じたときに、操作・表示部７における表示内容が変更される処理の流れに関するフロー
チャートである。
【００２７】
　図３において、まず、ＭＦＰ本体１０で何らかのイベントが発生したかどうかが確認さ
れる（図３のステップＳ１０）。ここでイベントの発生とは、ＭＦＰ本体１０における前
記の各要素の状態に何らかの変化が生じた場合を意味する。具体的には例えば、プリンタ
部２の前記搬送機構部における紙詰まり（いわゆるジャム）の発生、前記給紙カセット内
に蓄積していた用紙切れの発生、用紙の補充等のために給紙カセットが抜かれたことの発
生、前記感光ドラムに付着すべきトナー残量が所定値以下となったことの発生、ＭＦＰ本
体１０の筐体を構成する前面カバーが開となったことの発生等々がイベントの発生に該当
する。また、コピーカウンタの増減、あるいは現在時刻の進行等もまた、イベントの発生
に該当する。
【００２８】
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　ステップＳ１０では、このようなイベントの発生がないと判断されるときには、そのま
ま当該の処理を終了し（図３のステップＳ１０；ＮＯからＥＮＤへ）、イベントの発生が
あったと判断されるときには、次の処理へと進む（図３のステップＳ１０からステップＳ
１１へ）。
【００２９】
　イベントの発生があった場合には続いて、その旨がＭＦＰ本体１０のリソース管理部１
１、ひいては操作・表示部７のリソース管理部７１に通知される（図３のステップＳ１１
）。ここでステップＳ１１における処理には、当該リソース管理部１１及び７１の所定領
域の値を変更する処理を含んでいる。例えば、ＭＦＰ本体１０において、紙詰まりが発生
したのであればリソース管理部１１及び７１内のそれに対応する領域の値が変化すること
になり、コピーカウンタが増加したのであれば、やはりリソース管理部１１及び７１内の
それに対応する領域の値が変化する。いずれにせよ、これにより、ＭＦＰ本体１０の側に
おいてどのようなイベントが発生したかをリソース管理部７１において認識することが可
能になる。
【００３０】
　続いて、キードライバ７３がリソース管理部７１からの通知を受けて、現実に発生した
イベントに対応した擬似入力を生成する（図３のステップＳ１２）。すなわち、キードラ
イバ７３は、図２に例示したような非表示領域７２２上の特定の非表示キー（この「特定
の非表示キー」は、前記の“現実に発生したイベント”に対応して選択される。）への入
力を擬制するための擬似入力を生成する。例えば、紙詰まりが発生したのであれば、それ
に対応する非表示キー（例えば、図２の非表示キー７２２ａ）用の擬似入力が生成され、
コピーカウンタが増加したのであれば、それに対応する非表示キー（例えば、図２の非表
示キー７２２ｃ）用の擬似入力が生成されるのである。このように、本実施形態では、前
述したような各種のイベントの発生の全部又は一部に対応した非表示キーが非表示領域７
２２に存在しており、現実に発生したイベントに応じて、それに対応する特定の非表示キ
ー用の擬似入力が生成されるようになっているのである。
【００３１】
　そして、前述のようにして、ある特定の非表示キーに対応した擬似入力が生成されたら
、当該擬似入力を実際に実行する（図３のステップＳ１３）。更に続いて、この擬似的な
入力がなされたことに起因して、ＬＣＤ上の表示の状態が変更されることになる（図３の
ステップＳ１４）。ここにおける表示の状態の変更は、前述で図２の表示領域７２１及び
キー７２１ａを参照して説明したように、ユーザの操作によって現実に入力がなされた場
合（例えば、図２の表示領域７２１に示されたキー７２１ａが押下された場合）における
表示の状態の変更と、基本的な原理を同じくする。つまり、当該キーに何らかのリンクが
張ってあれば、そのリンク先にジャンプして、新たなＨＴＭＬテキストを表示することに
なるし、関連付けがしてあればそれに応じたＨＴＭＬテキストを表示する、などという処
理が行われることになる。
【００３２】
　このように本実施形態の画像形成装置によれば、ＬＣＤ上で表示すべき内容がＨＴＭＬ
で記述されているがため、ユーザからの入力操作がない限り能動的な動作が行われない場
合であっても、イベントの発生に応じた表示の状態の変更を生じさせることが可能になる
。そして、これにより、操作・表示部７は当該画像形成装置に発生する動的な状態変化を
的確に反映することから、現実に表示されている事項が常に適切になることは言うまでも
なく、当該装置及びユーザ間の意思疎通を有効に行うことができる。
【００３３】
　なお、前記の実施形態では、「擬似入力」を生成する例について述べたが、前記ブラウ
ザ７２が、画像形成装置の状態の変化の通知を受けるだけで所定の処理を行える機能を備
えるならば（例えば、ブラウザ７２がPlug-in機能をサポートする場合）、当該「擬似入
力」を用いた処理を実行する必要は必ずしもない。この場合例えば、図４に示すように、
図１におけるキードライバ７３に代えて、単にリソース管理部７１からの連絡を受けてイ
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ブラウザ７２に入力させるような態様を採用することができる（更に言えば、イベント通
知部７３１を省略して、リソース管理部７１とブラウザ７２とが直接的に連絡をとりあう
ような形態も考えられる。）。この場合には、これだけで操作・表示部７における表示の
状態を変更することが可能となるから、装置構成の簡略化を図ることができる。
【００３４】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨、あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴う画像形成装置もまた、本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本実施形態に係る画像形成装置の概要図である。
【図２】図１の操作・表示部７のＬＣＤ上における画面表示例を示す説明図である。
【図３】ＭＰＦ本体に何らかの状態変化が生じたときに、操作・表示部７における表示内
容が変更される処理の流れに関するフローチャートである。
【図４】別の実施形態に係る画像形成装置の概要図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１…制御部
　２…プリンタ部
　３…記憶装置
　４…ＦＡＸ　Ｉ／Ｆ
　５…ネットワーク　Ｉ／Ｆ
　６…スキャナ部
　１１…リソース管理部
　７…操作部
　７１…リソース管理部
　７２…ブラウザ
　７２１…表示領域
　７２２…非表示領域
　７３…キードライバ・タッチパネルドライバ
　７３１…イベント通知部
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