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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過去の原稿画像、前記原稿画像に対しての設定情報が紐付けられた出力画像、及び前記
設定情報を表示するパネル部と、
　前記過去の原稿画像、及び前記過去の原稿画像に対しての設定情報が紐付けられた前記
出力画像を含む設定履歴情報を管理する設定反映管理部と、
　前記設定履歴情報に従い、原稿画像に対する処理を制御するシステム制御部とを備え、
　前記システム制御部は、前記パネル部を介して前記出力画像が選択されると、新たな原
稿画像に対し、選択された前記出力画像の設定情報を反映させる
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記設定反映管理部は、前記設定履歴情報を認証情報に紐付けて管理し、
　前記システム制御部は、
　ログイン処理で受け付けた前記認証情報に一致する前記設定履歴情報を前記パネル部に
表示させ、
　前記設定反映管理部に対し、前記新たな原稿画像と、前記設定情報を反映させた出力画
像とを元に、前記設定履歴情報を更新させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　パネル部に、過去の原稿画像、前記原稿画像に対しての設定情報が紐付けられた出力画
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像、及び前記設定情報を表示させる工程と、
　設定反映管理部に、前記過去の原稿画像、及び前記過去の原稿画像に対しての設定情報
が紐付けられた前記出力画像を含む設定履歴情報を管理させる工程と、
　前記パネル部を介して前記出力画像が選択されると、新たな原稿画像に対し、選択され
た前記出力画像の設定情報を反映させる工程とを、画像形成装置を制御するコンピュータ
ーに実行させる
　ことを特徴とする設定情報反映プログラム。
【請求項４】
　前記設定反映管理部に対し、前記設定履歴情報を認証情報に紐付けて管理させる工程と
、
　ログイン処理で受け付けた前記認証情報に一致する前記設定履歴情報を前記パネル部に
表示させる工程と、
　前記設定反映管理部に対し、前記新たな原稿画像と、前記設定情報を反映させた出力画
像とを元に、前記設定履歴情報を更新させる工程とを有する
　ことを特徴とする請求項３に記載の設定情報反映プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、設定反映に適した画像形成装置及び設定情報反映プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、プリンター、多機能プリンター、複合機などのＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である画像形成装置においては、たとえば印刷機能、
コピー機能、ＦＡＸ（Ｆａｃｓｉｍｉｌｅ）機能、ネットワーク経由でのデータ送受信機
能などが搭載されている。
【０００３】
　また、この種の画像形成装置では、設定画面にて、原稿の種類や濃度といった原稿の状
態に関する設定や、拡大率・縮小率、片面・両面、余白サイズなどの各種画像処理に関す
る設定などが可能である。ところが、設定画面にて設定した内容は、出力結果を得るまで
確認できない。
【０００４】
　このような不都合を解消するものとして、特許文献１では、複数回分のプレビュー履歴
から一つのプレビュー画像を選択し、選択されたプレビュー画像の設定処理項目を復元す
る画像処理装置を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－０４０６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した画像処理装置では、プレビュー画像の設定処理項目を復元することで、前回の
設定処理項目を復元でき、ユーザーの利便性を高めることができる。
【０００７】
　ところが、この画像処理装置では、プレビュー画像からの設定反映となっているため、
ユーザーはどのような原稿に対しての出力結果なのかを知ることができない。このため、
プレビュー画像の選択を間違えることも予想され、プレビュー画像の設定反映を容易かつ
確実に行うことができないおそれがある、という問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解消することが
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できる画像形成装置及び設定情報反映プログラム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】
【０００９】
　本発明の画像形成装置は、過去の原稿画像、前記原稿画像に対しての設定情報が紐付け
られた出力画像、及び前記設定情報を表示するパネル部と、前記過去の原稿画像、及び前
記過去の原稿画像に対しての設定情報が紐付けられた前記出力画像を含む設定履歴情報を
管理する設定反映管理部と、前記設定履歴情報に従い、原稿画像に対する処理を制御する
システム制御部とを備え、前記システム制御部は、前記パネル部を介して前記出力画像が
選択されると、新たな原稿画像に対し、選択された前記出力画像の設定情報を反映させる
ことを特徴とする。
　また、前記設定反映管理部は、前記設定履歴情報を認証情報に紐付けて管理し、前記シ
ステム制御部は、ログイン処理で受け付けた前記認証情報に一致する前記設定履歴情報を
前記パネル部に表示させ、前記設定反映管理部に対し、前記新たな原稿画像と、前記設定
情報を反映させた出力画像とを元に、前記設定履歴情報を更新させることを特徴とする。
　本発明の設定情報反映プログラムは、パネル部に、過去の原稿画像、前記原稿画像に対
しての設定情報が紐付けられた出力画像、及び前記設定情報を表示させる工程と、設定反
映管理部に、前記過去の原稿画像、及び前記過去の原稿画像に対しての設定情報が紐付け
られた前記出力画像を含む設定履歴情報を管理させる工程と、前記パネル部を介して前記
出力画像が選択されると、新たな原稿画像に対し、選択された前記出力画像の設定情報を
反映させる工程とを、画像形成装置を制御するコンピューターに実行させることを特徴と
する。
　また、前記設定反映管理部に対し、前記設定履歴情報を認証情報に紐付けて管理させる
工程と、ログイン処理で受け付けた前記認証情報に一致する前記設定履歴情報を前記パネ
ル部に表示させる工程と、前記設定反映管理部に対し、前記新たな原稿画像と、前記設定
情報を反映させた出力画像とを元に、前記設定履歴情報を更新させる工程とを有すること
を特徴とする。
　本発明の画像形成装置及び設定情報反映プログラムでは、システム制御部により、パネ
ル部に、過去の原稿画像と、過去の原稿画像に対しての設定情報が紐付けられた出力画像
とを含む設定履歴情報を表示させ、パネル部を介して出力画像が選択されると、新たな原
稿画像に対し、選択された出力画像の設定情報を反映させることができる。
　これにより、新たな原稿画像に対する設定においては、過去の原稿画像と、設定情報が
紐付けられた出力画像とを同時に確認しながら出力画像を選択することで、選択された出
力画像の設定情報を新たな原稿画像に対して反映させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の画像形成装置及び設定情報反映プログラムによれば、過去の原稿画像と、設定
情報が紐付けられた出力画像とを同時に確認しながら出力画像を選択することができ、選
択された出力画像の設定情報を新たな原稿画像に対して反映させることができることから
、設定内容の反映を容易かつ確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の画像形成装置の一実施形態を説明するための図である。
【図２】図１のパネル部に表示される設定画面の一例を示す図である。
【図３】図２のシステム制御部による設定情報の反映方法について説明するためのフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の画像形成装置の一実施形態を、図１～図３を参照しながら説明する。な
お、以下の説明においての画像形成装置の一例としては、たとえば印刷機能、コピー機能
、ＦＡＸ機能、ネットワーク経由でのデータ送受信機能などを搭載した複合的な周辺機器
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であるＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）であるものとする
。
【００１３】
　まず、図１に示すように、ＭＦＰ１００は、スキャナー部１０１、プリンター部１０２
、ＦＡＸ部１０３、Ｉ／Ｆ（インターフェース）１０４、パネル部１３０、ＨＤＤ１０６
、制御部１１０を備えている。
【００１４】
　スキャナー部１０１は、イメージセンサ（図示省略）によって読み取られる、図示しな
い原稿の画像をデジタルの画像データに変換し、制御部１１０に入力するデバイスである
。プリンター部１０２は、制御部１１０から出力される印刷データに基づき、図示しない
用紙上に画像を印刷するデバイスである。ＦＡＸ部１０３は、制御部１１０から出力され
るデータを、電話回線を通じ相手方となるファクシミリへと送信し、また、相手方ファク
シミリからのデータを受信して制御部１１０に入力するデバイスである。
【００１５】
　Ｉ／Ｆ１０４は、社内ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やインターネ
ットなどのネットワークを介し、他のユーザー端末、コンテンツサーバー、ウェブサーバ
ーなどとの通信を受け持つネットワークインターフェースカードなどのデバイスである。
パネル部１３０は、ＭＦＰ１００の印刷機能、コピー機能、ＦＡＸ機能、ネットワーク経
由でのデータ送受信機能や、各種設定のための表示を行うタッチパネルなどのデバイスで
ある。また、パネル部１３０は、詳細については後述するが、たとえばコピー機能を使用
する際、後述の原稿画像１３４ａ～１３６ａと、原稿画像１３４ａ～１３６ａに対する設
定に従った出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを含む設定履歴情報などを表示する。ＨＤＤ１
０６は、ＭＦＰ１００の種々の機能を提供するためのアプリケーションプログラムなどを
記憶している記憶デバイスである。
【００１６】
　制御部１１０は、画像形成プログラムや制御プログラムなどを実行してＭＦＰ１００全
体の動作を制御するプロセッサーである。制御部１１０は、スキャナー制御部１１１、プ
リンター制御部１１２、ＦＡＸ（Ｆａｃｓｉｍｉｌｅ）制御部１１３、通信制御部１１４
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１５、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１６、画像処理部１１７、設定反映管理部１１８、パネル操作
制御部１１９、ＨＤＤ制御部１２０、システム制御部１２１を備えている。また、これら
は、データバス１２２に接続されている。
【００１７】
　スキャナー制御部１１１は、スキャナー部１０１の読み取り動作を制御する。プリンタ
ー制御部１１２は、プリンター部１０２の印刷動作を制御する。ＦＡＸ制御部１１３は、
ＦＡＸ部１０３によるデータの送受信動作を制御する。通信制御部１１４は、Ｉ／Ｆ１０
４を介し、ネットワーク経由でのデータなどの送受信の制御を行う。
【００１８】
　ＲＡＭ１１５は、プログラムを実行するためのワークメモリーである。また、ＲＡＭ１
１５は、画像処理部１１７によって画像処理された印刷データを記憶する。ＲＯＭ１１６
には、各部の動作チェックなどを行う制御プログラムが記憶されている。画像処理部１１
７は、スキャナー部１０１によって読み取られた画像データに対する画像処理（ラスタラ
イズ）を行う。
【００１９】
　設定反映管理部１１８は、認証情報に紐付けて設定履歴情報を管理する。ここで、認証
情報は、ＭＦＰ１００を使用する際に入力が必要となる、ユーザー名及びパスワードであ
る。なお、認証情報としては、ユーザー名のみであってもよい。また、設定履歴情報は、
たとえばコピー機能を使用する際、後述の原稿画像１３４ａ～１３６ａと、原稿画像１３
４ａ～１３６に対する設定に従った出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを含む。なお、原稿画
像１３４ａ～１３６ａは、スキャナー部１０１による読取設定に基づいて読み取られた画
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像を示しており、画像処理部１１７により出力画像１３４ｂ～１３６ｂを生成する前の画
像である。また、出力画像１３４ｂ～１３６ｂには、原稿画像１３４ａ～１３６ａに対し
て設定された設定情報が紐付けられる。設定情報としては、原稿画像１３４ａ～１３６ａ
に対する拡大／縮小、濃度、両面／分割、ページ集約、カラー選択などが含まれる。
【００２０】
　また、設定反映管理部１１８は、たとえばコピー機能を使用する際に、設定情報に紐付
けられた出力画像１３４ｂ～１３６ｂが選択されると、コピー機能の使用時の新たな原稿
画像に対し、選択された出力画像１３４ｂ～１３６ｂの設定情報を反映させる。また、設
定反映管理部１１８は、コピー機能の使用時の新たな原稿画像と、設定情報を反映させた
出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを設定履歴情報に追加して管理する。なお、設定履歴情報
は、ユーザー名に紐付けされて管理されるものであり、ユーザー毎に設定履歴の数が異な
る。また、設定履歴情報は、パスワードに紐付けされて管理されてもよい。
【００２１】
　パネル操作制御部１１９は、パネル部１３０の表示動作を制御する。また、パネル操作
制御部１１９は、パネル部１３０を介し、印刷機能、コピー機能、ＦＡＸ機能、ネットワ
ーク経由でのデータ送受信機能などの開始などを受け付ける。また、パネル操作制御部１
１９は、設定反映管理部１１８が管理する設定履歴情報をパネル部１３０に表示させる。
また、パネル操作制御部１１９は、パネル部１３０にて選択された設定情報に紐付けられ
ている出力画像１３４ｂ～１３６ｂを設定反映管理部１１８に通知する。ＨＤＤ制御部１
２０は、ＨＤＤ１０６に対するデータの読み出し及び書き込みなどを制御する。
【００２２】
　システム制御部１２１は、各部の連携動作などを制御する。また、システム制御部１２
１は、パネル操作制御部１１９からのパネル部１３０を介して受け付けた印刷機能、コピ
ー機能、ＦＡＸ機能、データ送受信機能などの開始の通知を受け取り、スキャナー制御部
１１１、プリンター制御部１１２、ＦＡＸ制御部１１３、通信制御部１１４に対しての動
作制御を指示する。
【００２３】
　次に、図２を参照し、パネル部１３０に表示される設定履歴情報などについて説明する
。なお、図２は、印刷機能、コピー機能、ＦＡＸ機能、ネットワーク経由でのデータ送受
信機能のうち、コピー機能が選択された場合のパネル部１３０の設定画面の一例を示して
いる。
【００２４】
　図２に示すように、パネル部１３０には、たとえば表示エリア１３１～１３３が設けら
れている。表示エリア１３１には、たとえば用紙選択の設定キー１３１ａ、拡大／縮小の
設定キー１３１ｂ、濃度の設定キー１３１ｃ、両面／分割の設定キー１３１ｄ、ページ集
約の設定キー１３１ｅ、カラー選択の設定キー１３１ｆ、機能一覧の設定キー１３１ｇが
表示される。
【００２５】
　ここで、用紙選択の設定キー１３１ａは、使用したいサイズの用紙を収容している給紙
カセット又は手差しトレイなどを選択する際にタッチ操作する。拡大／縮小の設定キー１
３１ｂは、倍率を変更して拡大又は縮小する際にタッチ操作する。濃度の設定キー１３１
ｃは、濃度を濃くしたり、薄くしたりする際にタッチ操作する。両面／分割の設定キー１
３１ｄは、用紙の両面に印刷したり、両面原稿を１ページずつ片面印刷する際にタッチ操
作する。ページ集約の設定キー１３１ｅは、２枚又は４枚の原稿を１枚に集約して印刷す
る際にタッチ操作する。カラー選択の設定キー１３１ｆは、カラーのモードを選択する際
にタッチ操作する。機能一覧の設定キー１３１ｇは、ソート機能の設定、原稿の読み込み
サイズの設定、原稿セットの向きの設定などの他の機能を表示させる際にタッチ操作する
。
【００２６】
　表示エリア１３２には、設定履歴表示の設定キー１３２ａ、決定の設定キー１３２ｂ、
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コピー機能のスタート１３２ｃが表示される。設定履歴表示の設定キー１３２ａは、設定
履歴を表示させる際にタッチ操作する。決定の設定キー１３２ｂは、後述の出力画像１３
４ｂ～１３６ｂのいずれかの選択を決定する際にタッチ操作する。コピー機能のスタート
１３２ｃは、コピー機能を開始させる際にタッチ操作する。
【００２７】
　表示エリア１３３には、設定履歴情報として、原稿画像１３４ａ～１３６ａと、出力画
像１３４ｂ～１３６ｂが表示される。ここで、原稿画像１３４ａ～１３６ａと、出力画像
１３４ｂ～１３６ｂとは、共に過去の画像である。また、出力画像１３４ｂは、原稿画像
１３４ａをコピーする際に解像度を設定した場合のプレビュー画像である。また、出力画
像１３５ｂは、原稿画像１３５ａをコピーする際に拡大を設定した場合のプレビュー画像
である。また、出力画像１３６ｂは、原稿画像１３６ａをコピーする際に縮小を設定した
場合のプレビュー画像である。なお、たとえば出力画像１３４ｂが選択されると、図示の
ように網掛け表示となる。原稿画像１３４ａ～１３６ａと、出力画像１３４ｂ～１３６ｂ
との間の矢印上に表示された文字列（「解像度」「拡大」「縮小」）は、各設定履歴情報
における設定項目（さらに設定値を表示しても良い。）を示す。この状態で、決定の設定
キー１３２ｂをタッチ操作すると、出力画像１３４ｂに紐付けされた設定情報が決定され
る。
【００２８】
　パネル操作制御部１１９は、この決定された設定情報を、設定反映管理部１１８とシス
テム制御部１２１に通知する。これにより、設定反映管理部１１８は、コピー機能の使用
時の新たな原稿画像と、設定情報を反映させた出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを設定履歴
情報に追加し、設定履歴情報を更新する。また、システム制御部１２１は、パネル操作制
御部１１９からのスタート１３２ｃのタッチ操作があったことを示す通知を受け取ると、
スキャナー制御部１１１に対し、原稿の読み取りを指示する。また、システム制御部１２
１は、画像処理部１１７に対し、設定履歴情報の設定情報に基づいた制御を指示する。な
お、図２では、設定情報として、解像度、拡大、縮小についてのみ表示しているが、濃度
、両面／分割、ページ集約、カラー選択などの他の設定情報についても、同様にして、原
稿画像１３４ａ～１３６ａと、出力画像１３４ｂ～１３６ｂとが表示される。また、原稿
画像１３４ａ～１３６ａ及び出力画像１３４ｂ～１３６ｂの表示については、更新順であ
ってもよいし、設定内容毎であってもよい。
【００２９】
　次に、図３を参照し、システム制御部１２１による設定情報の反映方法について説明す
る。なお、以下においては、コピー機能が選択された場合として説明する。
【００３０】
（ステップＳ１０１）
　まず、システム制御部１２１は、ログイン処理が完了したかどうかを判断する。この場
合、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からのパネル部１３０を介して入
力された認証情報（ユーザー名及びパスワード）を受け取っていなければログイン処理が
完了していないと判断する（ステップＳ１０１：Ｎｏ）。
　これに対し、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からのパネル部１３０
を介して入力された認証情報（ユーザー名及びパスワード）を受け取り、既に管理してい
る認証情報との一致を確認すれば、ログイン処理が完了したと判断し（ステップＳ１０１
：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０２に移行する。
　なお、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９から受け取った認証情報と、
既に管理している認証情報とが不一致であると確認した場合、パネル部１３０に不一致で
あるエラーを表示させてもよい。
【００３１】
（ステップＳ１０２）
　システム制御部１２１は、コピー機能が選択されたかどうかを判断する。この場合、シ
ステム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち（ステップＳ１０２：
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Ｎｏ）、パネル操作制御部１１９からのコピー機能が選択されたことを示す通知を受け取
ると、コピー機能が選択されたと判断する（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）。
【００３２】
（ステップＳ１０３）
　システム制御部１２１は、設定画面が表示されたかどうかを判断する。この場合、シス
テム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち（ステップＳ１０３：Ｎ
ｏ）、パネル操作制御部１１９からのパネル部１３０にコピー機能の設定画面を表示させ
たことを示す通知を受け取ると、設定画面が表示されたと判断する（ステップＳ１０３：
Ｙｅｓ）。
　なお、パネル操作制御部１１９は、コピー機能が選択された場合、設定画面をパネル部
１３０に表示させる。このとき、パネル部１３０には、表示エリア１３３は表示されてい
ない。
【００３３】
（ステップＳ１０４）
　システム制御部１２１は、設定履歴表示が選択されたかどうかを判断する。この場合、
システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの設定履歴表示の設定キー１３２
ａがタッチ操作されたことを示す通知が無ければ設定履歴表示が選択されないと判断し（
ステップＳ１０４：Ｎｏ）、ステップＳ１０５に移行する。
　これに対し、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの設定履歴表示の
設定キー１３２ａがタッチ操作されたことを示す通知を受け取ると、設定履歴表示が選択
されたと判断し（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、ステップＳ１１１に移行する。
　なお、パネル操作制御部１１９は、設定履歴表示の設定キー１３２ａがタッチ操作され
なければ、図２に示した設定画面の表示エリア１３１に表示されている、たとえば用紙選
択の設定キー１３１ａ、拡大／縮小の設定キー１３１ｂ、濃度の設定キー１３１ｃ、両面
／分割の設定キー１３１ｄ、ページ集約の設定キー１３１ｅ、カラー選択の設定キー１３
１ｆ、機能一覧の設定キー１３１ｇのタッチ操作を受け付ける。そして、これらの設定キ
ー１３１ａ～１３１ｇをタッチ操作することで、通常の設定を行うことができる。
　これに対し、パネル操作制御部１１９は、設定履歴表示の設定キー１３２ａがタッチ操
作されると、設定画面の表示エリア１３３に、設定履歴情報として、原稿画像１３４ａ～
１３６ａと、出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを表示させる。
【００３４】
（ステップＳ１０５）
　システム制御部１２１は、通常の設定が有るかどうかを判断する。この場合、システム
制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち、パネル操作制御部１１９か
らの上述した設定キー１３１ａ～１３１ｇのいずれかのタッチ操作による設定を示す通知
を受け取ると、通常の設定が有ると判断する（ステップＳ１０５：Ｙｅｓ）。システム制
御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの設定キー１３１ａ～１３１ｇのいずれかの
タッチ操作による設定を示す通知がなければ通常の設定が無いと判断し（ステップＳ１０
５：Ｎｏ）、ステップＳ１０４に移行する。
　なお、パネル操作制御部１１９は、たとえば拡大／縮小の設定キー１３１ｂがタッチ操
作されると、設定画面の表示エリア１３３に拡大又は縮小の設定を受け付ける内容を表示
させる。
【００３５】
（ステップＳ１０６）
　システム制御部１２１は、スタート１３２ｃがタッチ操作されたかどうかを判断する。
この場合、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち、パネル
操作制御部１１９からのコピー機能のスタート１３２ｃがタッチ操作されたことを示す通
知を受け取ると、スタート１３２ｃがタッチ操作されたと判断する（ステップＳ１０６：
Ｙｅｓ）。システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からのコピー機能のスター
ト１３２ｃがタッチ操作されたことを示す通知がなければスタート１３２ｃがタッチ操作
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されないと判断し（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、ステップＳ１０４に移行する。
【００３６】
（ステップＳ１０７）
　システム制御部１２１は、スキャナー制御部１１１に対し、スキャナー部１０１による
原稿の読み取りを指示する。
【００３７】
（ステップＳ１０８）
　システム制御部１２１は、通常の設定に基づき、画像処理部１１７による画像処理を制
御する。
　なお、システム制御部１２１は、プリンター制御部１１２に対しても、プリンター部１
０２による印刷を指示する。この場合、プリンター制御部１１２は、画像処理部１１７に
よる通常の設定に基づいた印刷データを元に、印刷を行う。
【００３８】
（ステップＳ１０９）
　システム制御部１２１は、コピー処理が終了したかどうか判断する。この場合、システ
ム制御部１２１は、プリンター制御部１１２からの印刷終了の通知を待ち（ステップＳ１
０９：Ｎｏ）、プリンター制御部１１２からの印刷終了の通知を受け取ると、コピー処理
が終了したと判断する（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）。
【００３９】
（ステップＳ１１０）
　システム制御部１２１は、設定反映管理部１１８に対し、設定履歴情報を更新させる。
　この場合、ステップＳ１０４で設定履歴情報が選択されず、ステップＳ１０５で通常の
設定が有った場合、パネル操作制御部１１９は、ステップＳ１０５で設定された通常の設
定情報を、設定反映管理部１１８に通知する。これにより、設定反映管理部１１８は、コ
ピー機能の使用時の新たな原稿画像と、通常の設定情報を反映させた出力画像１３４ｂ～
１３６ｂとを設定履歴情報に追加し、設定履歴情報を更新する。
（ステップＳ１１１）
　システム制御部１２１は、ステップＳ１０４で設定履歴表示が選択された場合、設定履
歴情報が表示されたかどうかを判断する。この場合、システム制御部１２１は、パネル操
作制御部１１９からの通知を待ち（ステップＳ１１１：Ｎｏ）、パネル操作制御部１１９
からの設定履歴情報が表示されたことを示す通知を受け取ると、設定履歴情報が表示され
たと判断する（ステップＳ１１１：Ｙｅｓ）。
　なお、システム制御部１２１は、ステップＳ１０４で設定履歴表示が選択された場合、
パネル操作制御部１１９に対し、ステップＳ１０１でのログイン処理において認証した認
証情報のユーザー名を通知する。
　そして、パネル操作制御部１１９は、受け取ったユーザー名を元に、設定反映管理部１
１８が管理しているユーザー名に紐付けされた設定履歴情報に基づき、設定画面の表示エ
リア１３３に設定履歴情報としての原稿画像１３４ａ～１３６ａと、出力画像１３４ｂ～
１３６ｂとを表示させる。
【００４０】
（ステップＳ１１２）
　システム制御部１２１は、出力画像が選択されたかどうかを判断する。この場合、シス
テム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち（ステップＳ１１２：Ｎ
ｏ）、パネル操作制御部１１９からのたとえば出力画像１３４ｂが選択され、決定の設定
キー１３２ｂがタッチ操作されたことを示す通知を受け取ると、出力画像が選択されたと
判断する（ステップＳ１１２：Ｙｅｓ）。
　ここで、出力画像１３４ｂには、上述したように、原稿画像１３４ａに対して設定され
た設定情報が紐付けられている。このため、システム制御部１２１は、選択された出力画
像１３４ｂに紐付けられている設定情報を判断できる。
【００４１】
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（ステップＳ１１３）
　システム制御部１２１は、スタート１３２ｃが操作されたかどうかを判断する。この場
合、システム制御部１２１は、パネル操作制御部１１９からの通知を待ち（ステップＳ１
１３：Ｎｏ）、パネル操作制御部１１９からのスタート１３２ｃのタッチ操作があったこ
とを示す通知を受け取ると、スタート１３２ｃが操作されたと判断する（ステップＳ１１
３：Ｙｅｓ）。
【００４２】
（ステップＳ１１４）
　システム制御部１２１は、スキャナー制御部１１１に対し、スキャナー部１０１による
原稿の読み取りを指示する。
【００４３】
（ステップＳ１１５）
　システム制御部１２１は、設定履歴情報の設定情報に基づき、画像処理部１１７による
画像処理を制御する。
　なお、システム制御部１２１は、プリンター制御部１１２に対しても、プリンター部１
０２による印刷を指示する。この場合、プリンター制御部１１２は、画像処理部１１７に
よる設定履歴情報の設定情報に基づいた印刷データを元に、印刷を行う。
【００４４】
　そして、システム制御部１２１は、ステップＳ１０９に移行し、コピー処理が終了した
かどうか判断して、ステップＳ１１０に移行する。システム制御部１２１は、ステップＳ
１１０において、設定反映管理部１１８に対し、設定履歴情報を更新させる。この場合、
パネル操作制御部１１９は、ステップＳ１１２で選択された設定情報を、設定反映管理部
１１８に通知する。これにより、設定反映管理部１１８は、コピー機能の使用時の新たな
原稿画像と、設定情報を反映させた出力画像（たとえば出力画像１３４ｂ）とを設定履歴
情報に追加し、設定履歴情報を更新する。
【００４５】
　このように、本実施形態では、システム制御部１２１により、パネル部１３０に、過去
の原稿画像１３４ａ～１３６ａと、過去の原稿画像１３４ａ～１３６ａに対しての設定情
報が紐付けられた出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを含む設定履歴情報を表示させ、パネル
部１３０を介して出力画像１３４ｂ～１３６ｂが選択されると、新たな原稿画像に対し、
選択された出力画像１３４ｂ～１３６ｂの設定情報を反映させる。
【００４６】
　これにより、過去の原稿画像１３４ａ～１３６ａと、設定情報が紐付けられた出力画像
１３４ｂ～１３６ｂとを同時に確認しながら出力画像１３４ｂ～１３６ｂを選択すること
ができ、選択された出力画像１３４ｂ～１３６ｂの設定情報を新たな原稿画像に対して反
映させることができることから、設定内容の反映を容易かつ確実に行うことができる。
【００４７】
　また、本実施形態では、システム制御部１２１により、設定反映管理部１１８に対し、
設定履歴情報を認証情報に紐付けて管理させ、ログイン処理で受け付けた認証情報に一致
する設定履歴情報をパネル部１３０に表示させ、さらに、設定反映管理部１８１に対し、
新たな原稿画像と、設定情報を反映させた出力画像１３４ｂ～１３６ｂとを元に、設定履
歴情報を更新させる。
【００４８】
　これにより、ユーザー毎に対応した設定履歴情報をパネル部１３０に表示させることが
でき、さらには、設定履歴情報に最新の設定情報を追加することができる。
【００４９】
　なお、図３に示す、ステップＳ１１２で選択された出力画像に対応する原稿画像が、画
像を出力しようとしている原稿の画像と同一の場合、ステップＳ１１０において、システ
ム制御部１２１は、設定反映管理部１１８に対し、設定履歴情報を更新させ設定履歴情報
を更新させなくてもよい。
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　また、設定履歴情報に同一の設定情報を有する原稿画像と出力画像の組み合わせが複数
ある場合、システム制御部１２１は、直近に更新された組み合わせを表示エリア１３３に
表示させてもよいし、印刷しようとしている原稿の画像と同一又は類似性の最も高い原稿
画像に対応する組み合わせを表示エリア１３３に表示させてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１００　ＭＦＰ
１０１　スキャナー部
１０２　プリンター部
１０３　ＦＡＸ部
１０４　Ｉ／Ｆ
１０６　ＨＤＤ
１１０　制御部
１１１　スキャナー制御部
１１２　プリンター制御部
１１３　ＦＡＸ制御部
１１４　通信制御部
１１５　ＲＡＭ
１１６　ＲＯＭ
１１７　画像処理部
１１８　設定反映管理部
１１９　パネル操作制御部
１２０　ＨＤＤ制御部
１２１　システム制御部
１２２　データバス
１３０　パネル部
１３１ａ～１３１ｇ、１３２ａ～１３２ｂ　設定キー
１３１～１３３　表示エリア
１３２ｃ　スタート
１３４ａ～１３６ａ　原稿画像
１３４ｂ～１３６ｂ　出力画像
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