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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像形成装置およびこれを管理するサーバがネットワークを介して接続された画
像形成システムであり、
　前記画像形成装置は、
　前記画像形成装置の動作に係る画像を表示する表示パネル部と、
　ユーザによる前記画像形成装置の操作を受付ける操作部と、
　前記ユーザにより前記操作部から入力された前記表示パネル部の表示に係るパネル表示
ログを前記ユーザに関連付けて登録指示するパネル表示ログ登録指示部と、
　前記パネル表示ログ登録指示部で登録指示された前記パネル表示ログを前記ネットワー
クを介して前記サーバに所定のタイミング毎に送信し、送信した前記パネル表示ログに基
づき前記サーバにおいて自動形成されるカスタマイズ表示情報であって、前記サーバにお
いて前記所定のタイミング毎に受信登録した前記パネル表示ログに基づき更新された前記
カスタマイズ表示情報を前記ネットワークを介して前記サーバから前記所定のタイミング
毎に受信する通信部と、
　前記通信部で受信された前記更新されたカスタマイズ表示情報を取込み、前記表示パネ
ル部で表示する前記ユーザ毎のカスタマイズ表示画像を形成するカスタマイズ表示画像形
成部と、
　前記カスタマイズ表示画像形成部で形成された前記カスタマイズ表示画像によって前記
表示パネル部を表示制御する画像表示制御部と、
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　を具備し、
　前記サーバは、
　前記ネットワークを介して前記パネル表示ログを前記画像形成装置から前記所定のタイ
ミング毎に受信するとともに、前記更新された同一のカスタマイズ表示情報をネットワー
クに接続された複数の前記画像形成装置側に前記所定のタイミング毎に送信する通信部と
、
　前記通信部で受信された前記パネル表示ログを前記ユーザ毎に登録するパネル表示ログ
登録部と、
　前記パネル表示ログ登録部に登録された前記パネル表示ログに基づき前記画像形成装置
の前記カスタマイズ表示情報を自動形成するとともに更新し、前記更新された前記カスタ
マイズ表示情報を前記通信部を介して前記画像形成装置側に送信制御するカスタマイズ表
示情報編集部と、
　前記カスタマイズ表示情報を前記ユーザ毎に登録するカスタマイズ表示情報登録部と、
　を具備する画像形成システム。
【請求項２】
　前記更新されたカスタマイズ表示情報は、前記操作部で受付けた前記ユーザによる実行
頻度の多い所定機能又は設定の操作画面に関する情報である請求項１記載の画像形成シス
テム。
【請求項３】
　ネットワークを介して接続された複数の画像形成装置およびこれを管理するサーバを制
御する制御用コンピュータに、
　ユーザによる前記画像形成装置における操作を受付ける受付処理と、
　前記受付処理によって受付けられた表示パネル部での表示に係るパネル表示ログを前記
ユーザに関連付けて登録指示するパネル表示ログ登録指示処理と、
　前記パネル表示ログ登録指示処理で登録指示された前記パネル表示ログを前記ネットワ
ークを介して前記サーバに所定のタイミング毎に送信する送信処理と、
　送信した前記パネル表示ログに基づき前記サーバにおいて自動形成されるカスタマイズ
表示情報であって、前記サーバにおいて前記所定のタイミング毎に受信登録した前記パネ
ル表示ログに基づき更新された前記カスタマイズ表示情報を前記ネットワークを介して前
記画像形成装置で所定のタイミング毎に受信する受信処理と、
　受信し更新された前記カスタマイズ表示情報を取込み、前記表示パネル部で表示するた
めの前記ユーザ毎のカスタマイズ表示画像を形成するカスタマイズ表示画像形成処理と、
　前記カスタマイズ表示画像によって前記表示パネル部を表示制御する画像表示処理と、
　前記ネットワークを介して前記パネル表示ログを前記画像形成装置から前記所定のタイ
ミング毎に受信する受信処理と、
　前記受信処理で受信した前記パネル表示ログを前記ユーザ毎に登録するパネル表示ログ
登録処理と、
　前記パネル表示ログ登録処理で登録された前記パネル表示ログから前記画像形成装置の
前記カスタマイズ表示情報を自動形成するとともに更新するカスタマイズ表示情報編集処
理と、
　前記カスタマイズ表示情報編集処理で自動形成されるとともに更新された同一の前記カ
スタマイズ表示情報を複数の前記画像形成装置側に前記所定のタイミング毎に送信する送
信処理と、
　を実行させることを特徴とする画像形成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成システムおよび画像形成プログラムに係り、表示パネル部の表示をカ
スタマイズ可能な例えば複写機や複合機（ＭＦＰ：Multi Function Peripheral）等に好
適な画像形成システムおよび画像形成プログラムの改良に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、複写機や複合機等では、予め標準的な表示画像データを搭載する他、ユーザが表
示画像を変更してカスタマイズ可能にした構成が提供されている。
【０００３】
　例えば、特開２００６－１３３５２０号公報（特許文献１）はこの種のものである。
【０００４】
　この特許文献１は、カスタマイズ情報処理部にて各記憶部から読み出した画面設計情報
とカスタマイズ情報を参照してメニュー画面に対応したカスタマイズ設定画面を生成表示
し、ユーザにより入力設定されたサイズ、位置、ボタン内表示文字列等ボタン関する情報
をカスタマイズ情報記憶部に登録し、メニュー画面を表示するとき、画面表示制御部がそ
れら記憶部から読み出した画面設計情報とカスタマイズ情報に基づいてカスタマイズした
メニュー画面を生成表示する構成を有し、画像形成装置が標準装備するメニュー画面以外
に、カスタマイズしたメニュー画面の表示を可能にしたものである。
【特許文献１】特開２００６－２５６１８２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、上述した特許文献１では、画像形成装置の１台毎に画面カスタマイズ情
報を登録する必要があり、画面カスタマイズ情報の変更が煩雑となる難点がある。
【０００６】
　本発明はそのような課題を解決するためになされたもので、画像形成装置毎に画面カス
タマイズ情報を登録する必要がなく、表示画像のカスタマイズが容易な画像形成システム
および画像形成プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【００１０】
　本発明に係る画像形成システムは、複数の画像形成装置およびこれを管理するサーバが
ネットワークを介して接続された画像形成システムであり、その画像形成装置が、この画
像形成装置の動作に係る画像を表示する表示パネル部と、ユーザによるその画像形成装置
の操作を受付ける操作部と、そのユーザにより前記操作部から入力された表示パネル部の
表示に係るパネル表示ログをユーザに関連付けて登録指示するパネル表示ログ登録指示部
と、このパネル表示ログ登録指示部で登録指示されたパネル表示ログをそのネットワーク
を介して上記サーバに所定のタイミング毎に送信し、送信したパネル表示ログに基づきサ
ーバにおいて自動形成されるカスタマイズ表示情報であって、サーバにおいて所定のタイ
ミング毎に受信登録したパネル表示ログに基づき更新されたカスタマイズ表示情報を所定
のタイミング毎に受信する通信部と、この通信部で受信された更新されたカスタマイズ表
示情報を取込み、その表示パネル部で表示するユーザ毎のカスタマイズ表示画像を形成す
るカスタマイズ表示画像形成部と、このカスタマイズ表示画像形成部で形成されたカスタ
マイズ表示画像によってその表示パネル部を表示制御する画像表示制御部とを具備して構
成されている。
【００１１】
　本発明の画像形成システムでは、上記サーバが、そのネットワークを介してパネル表示
ログを画像形成装置から所定のタイミング毎に受信するとともに、更新された同一のカス
タマイズ表示情報をネットワークに接続された複数の画像形成装置側に所定のタイミング
毎に送信する通信部と、この通信部で受信されたパネル表示ログをユーザ毎に登録するパ
ネル表示ログ登録部と、このパネル表示ログ登録部に登録されたパネル表示ログに基づき
その画像形成装置のカスタマイズ表示情報を自動形成するとともに更新し、更新されたカ
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スタマイズ表示情報をその通信部を介して画像形成装置側に送信制御するカスタマイズ表
示情報編集部と、そのカスタマイズ表示情報をユーザ毎に登録するカスタマイズ表示情報
登録部とを具備している。
【００１２】
　本発明の画像形成システムでは、上記更新されたカスタマイズ表示情報を、その操作部
で受付けたユーザによる実行頻度の多い所定機能又は設定の操作画面に関する情報とした
構成も可能である。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【発明の効果】
【００１６】
　このような本発明に係る画像形成システムでは、表示パネル部で表示する表示画像につ
いて、画像形成装置毎に画面カスタマイズ情報を登録する必要がなく、表示画像のカスタ
マイズが容易である。
【００１７】
　本発明において、上記サーバが、カスタマイズ表示情報編集部において、所定の条件に
基づき、パネル表示ログから当該画像形成装置のカスタマイズ表示情報を自動形成する構
成であるから、ユーザの操作履歴によってカスタマイズ表示情報を自動形成可能となり、
ユーザの操作が極めて簡素化される。
【００１８】
　本発明において、上記画像形成装置が、その操作部で受付けた当該装置のユーザに関連
付けてパネル表示ログを登録指示してサーバ側に送信するとともに、そのユーザ毎のカス
タマイズ表示情報からカスタマイズ表示画像を形成し、上記サーバが、そのユーザに関連
付けたパネル表示ログから当該画像形成装置のユーザ毎のカスタマイズ表示情報を形成す
る構成であるから、ユーザ毎のカスタマイズ表示が容易となる。
【００１９】
　本発明において、上記画像形成装置が、所定のタイミング毎にパネル表示ログの送信お
よび前記カスタマイズ表示情報の取込みを行い、上記サーバが、所定のタイミング毎に、
パネル表示ログを受信登録し、この受信登録されたパネル表示ログに基づきカスタマイズ
表示情報記録部に既登録されたカスタマイズ表示情報を更新して送信する構成であるから
、常に新しいパネル表示ログに基づいたカスタマイズ表示が可能である。
【００２０】
　本発明において、上記サーバが、そのネットワークに接続された画像形成装置に対して
同一の前記カスタマイズ表示情報の作成送信を行うから、複数の画像形成装置の表示パネ
ル部において、同一のカスタマイズ表示が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は本発明に係る画像形成システムの実施の形態を画像形成装置とともに示す概略ブ
ロック図である。なお、本発明に係る画像形成プログラムは、便宜上、画像形成システム
を説明する過程で説明する。
【００２３】
　図１において、本発明に係る画像形成システムは、複数の画像形成装置Ａ、Ｂおよびサ
ーバＣがネットワーク１を介して接続されている。ネットワーク１は社内ＬＡＮやインタ
ーネット等の公知のものである。
【００２４】
　また、画像形成装置Ａ、Ｂはほぼ同様の構成を有するので、画像形成装置Ａのみ説明し
て画像形成装置Ｂの詳細は省略する。



(5) JP 5164399 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

【００２５】
　まず、画像形成装置Ａを説明する。
【００２６】
　画像形成装置Ａは、操作部３、パネル表示ログ登録指示部５、通信部７、カスタマイズ
表示画像形成部９、画像表示制御部１１および表示パネル部１３を有する他、画像形成装
置としての画像読取部１５、印刷部１７および主制御部１９等を有する例えば複合機（Ｍ
ＦＰ）である。
【００２７】
　操作部３は、例えば図２に示すように、印刷（コピー）処理、プリント処理、スキャナ
処理、ファクシミリ送受信処理等の種々の操作指示や選択をする選択キー３ａの他、それ
らの操作に係る設定項目の設定変更やユーザを特定するユーザＩＤ（例えば社員番号）を
入力する公知の例えばテンキー３ｂ、スタートキー３ｃ等を有するタッチ式キーボードで
あり、パネル表示ログ登録指示部５に接続されている。後述するように、操作部３から入
力された事項が表示パネル部１３に表示される。
【００２８】
　パネル表示ログ登録指示部５は、操作部３から入力された入力項目から、表示パネル部
１３の表示に係るパネル表示ログを登録指示するものであり、通信部７に接続されている
。
【００２９】
　本発明において、「ログ」とは、単なる操作状況や通信の記録にとどまらず、操作の意
味内容を含むものであり、パネル表示ログとしては、例えば、印刷設定指示や後処理設定
指示、印刷用紙サイズ指示、ファクシミリ送信先番号等、種々のものがある。
【００３０】
　パネル表示ログ登録指示部５は、予め設定されたユーザＩＤと一致するユーザＩＤが操
作部３から入力された場合に、パネル表示ログを登録指示するよう形成され、ユーザＩＤ
と関連付けてパネル表示ログを登録指示するよう形成されている。
【００３１】
　通信部７は、所定のプロトコルに従い、ネットワーク１を介してサーバＣに対してパネ
ル表示ログや後述するプロファイル情報を送信するとともに、サーバＣから後述するカス
タマイズ表示情報を受信するインターフェース部であり、ネットワーク１の他にカスタマ
イズ表示画像形成部９にも接続されている。
【００３２】
　なお、ファクシミリ送受信もこの通信部７を介してなされるが、本発明の要部ではない
ので説明を省略する。
【００３３】
　カスタマイズ表示画像形成部９は、サーバＣからネットワーク１を介して通信部７で受
信した情報から、従来公知の手法によってカスタマイズ表示情報を抽出するものであり、
画像表示制御部１１に接続されている。
【００３４】
　カスタマイズ表示画像形成部１１は、抽出されたカスタマイズ表示情報に基づき、当該
装置の表示パネル部１３で表示する表示態様に合わせたカスタマイズ表示画像を形成する
ものであり、画像表示制御部１１に接続されている。
【００３５】
　画像表示制御部１１は、カスタマイズ表示画像に基づき表示パネル部１３に駆動電源を
印加してカスタマイズ表示画像を表示制御するものである。
【００３６】
　表示パネル部１３は、例えば図２に示すように、操作部３の一部に重ねるようにして形
成された公知の液晶パネルであり、装置の動作に係る画像が表示された箇所をタッチする
ことにより、操作が受付けられるようになっている。
【００３７】
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　画像読取部１５は、例えば印刷された複数頁の原稿から画像を光学的に読み込み、フィ
ルタ処理等をして電子的画像データを印刷ジョブとして生成する公知のスキャナ等であり
、印刷部１７は、画像データから印刷画像イメージデータに展開してトナー現像処理し、
印刷用紙にトナー現像を転写してトナー定着させる公知のカラー又はモノクロ印刷エンジ
ンである。
【００３８】
　主制御部１９は、ＣＰＵやこのＣＰＵの動作プログラムを格納したＲＯＭを有して形成
されており、上述した操作部３、パネル表示ログ登録指示部５、通信部７、カスタマイズ
表示画像形成部９、画像表示制御部１１、表示パネル部１３、画像読取部１５および印刷
部１７等を制御するとともに、パネル表示ログ登録指示部５、カスタマイズ表示画像形成
部９および画像表示制御部１１の一部の機能を実現している。
【００３９】
　主制御部１９は、画像形成装置Ａに係るプロファイル情報、例えば当該装置の名称、動
作プログラムのバージョン、トナー等の消耗品名称や印刷状態、当該装置の設置場所等を
、通信部７を介してネットワーク１からサーバＣに対して送信制御する機能も有している
。
【００４０】
　なお、画像形成装置Ｂも、画像形成装置Ａとほぼ同様の構成を有しているが、上述した
ように説明および図示を省略する。
【００４１】
　続いて、サーバＣを説明する。
【００４２】
　サーバＣは、図１に示すように、通信部２１、パネル表示ログ登録部２３、カスタマイ
ズ表示情報編集部２５、カスタマイズ表示情報登録部２７およびこれらを制御する主制御
部２９を有し、サーバとしての一般的な構成を有している。
【００４３】
　通信部２１は、主制御部２９の制御の下、ネットワーク１を介してパネル表示ログを画
像形成装置Ａ、Ｂから受信してパネル表示ログ登録部２３に出力するとともに、カスタマ
イズ表示情報編集部２５からのカスタマイズ表示情報をネットワーク１を介して画像形成
装置Ａ、Ｂ側に出力するインターフェース部である。
【００４４】
　パネル表示ログ登録部２３は、主制御部２９の制御の下、画像形成装置Ａ、Ｂから受信
したプロファイル情報やパネル表示ログを記憶し、例えばユーザ毎にテーブル状にして登
録するものであり、カスタマイズ表示情報編集部２５に接続されている。
【００４５】
　すなわち、パネル表示ログ登録部２３は、例えばユーザ毎に使用される画像形成装置Ａ
、Ｂの機能とか指定を、プロファイル情報やパネル表示ログに基づき学習更新しながらユ
ーザ単位のテーブル状データにして保持している。
【００４６】
　カスタマイズ表示情報編集部２５は、パネル表示ログ登録部２３に記憶されたパネル表
示ログに係るテーブル状データから、例えば、通信部２１で受信した画像形成装置Ａの使
用ユーザＩＤに基づき、当該ユーザに係るカスタマイズ表示情報を自動形成するとともに
、カスタマイズ表示情報登録部２７に記憶する機能を有している。
【００４７】
　カスタマイズ表示情報編集部２５が形成するカスタマイズ表示情報は、所定のカスタマ
イズ編集プログラムを実行し、パネル表示ログ登録部２３に記憶されたパネル表示ログに
係るテーブル状データを参照し、例えば、あるユーザが専らコピーを実行する頻度が多い
場合、当該ユーザＩＤが取得されると、図３Ａに示すように、コピー用の操作画面に関す
るカスタマイズ表示情報を作成し、別のユーザが後処理を実行する頻度が多い場合、同図
Ｂに示すように、後処理用の選択画面に関するカスタマイズ表示情報を作成する訳である
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。
【００４８】
　カスタマイズ表示情報編集部２５は、所定のタイミング毎に、カスタマイズ表示情報登
録部２７からカスタマイズ表示情報を読出して通信部１９に出力する機能を有している。
【００４９】
　主制御部２９は、ＣＰＵやこのＣＰＵの動作プログラムを格納したＲＯＭを有して形成
されており、上述した通信部２１、パネル表示ログ登録部２３、カスタマイズ表示情報編
集部２５およびカスタマイズ表示情報登録部２７等を制御する機能を有している。
【００５０】
　次に、上述した本発明に係る画像形成システムの動作を簡単に説明する。
【００５１】
　なお、予め、サーバＣのパネル表示ログ登録部２３には、画像形成装置Ａ、Ｂから受信
したプロファイル情報やパネル表示ログが登録されている。
【００５２】
　画像形成装置Ａの操作部３で操作の受付処理がなされると、パネル表示ログ登録指示部
５が受付処理で受付けられた表示パネル部の表示に係るパネル表示ログを登録指示処理し
、通信部７がパネル表示ログをネットワーク１を介してサーバＣに送信する送信処理する
。
【００５３】
　パネル表示ログの送信処理は、操作部３で操作の受付処理がなされる都度、又は所定の
短いタイミング毎になされる。
【００５４】
　サーバＣ側では、主制御部２９の制御の下、通信部１９がネットワーク１を介してパネ
ル表示ログを画像形成装置Ａから受信してパネル表示ログ登録部２３に登録記憶するとと
もに、そのパネル表示ログがパネル表示ログ登録部２３内のテーブル状データに登録、更
新される。
【００５５】
　そして、画像形成装置Ａの操作部３からあるユーザが、図２の操作部３において、選択
キー３ａの「コピー」をタッチ操作すると、パネル表示ログ登録指示部５がそれを受付け
、通信部７がそのパネル表示ログをネットワーク１を介してサーバＣに送信処理する。
【００５６】
　サーバＣ側では、受信されたパネル表示ログに基づき、パネル表示ログ登録部２３内の
テーブル状データを更新するとともに、カスタマイズ表示情報編集部２５が、図３Ａに示
すように、そのパネル表示ログから当該画像形成装置Ａの印刷画像用のカスタマイズ表示
情報を自動的に形成実行し、カスタマイズ表示情報をカスタマイズ表示情報登録部２７に
記憶処理する一方、通信部１９を介して画像形成装置Ａ側に送信処理する。
【００５７】
　画像形成装置Ａ側では、カスタマイズ表示情報を通信部７で受信処理し、カスタマイズ
表示画像形成部９で取得処理し、画像表示制御部１１にてカスタマイズ表示情報から表示
パネル部１３で表示するカスタマイズ表示画像を形成処理し、画像表示制御部１１にて表
示パネル部１３を表示制御し、表示パネル部１に図３Ａのようなカスタマイズ画像が表示
される。
【００５８】
　ユーザは、印刷画像用のカスタマイズ表示から、例えば用紙のサイズ等の選択指示が可
能となり、これがサーバＣで管理される。
【００５９】
　そして、これらの処理手順が本発明に係る画像形成プログラムとなる訳である。
【００６０】
　このように本発明の画像形成システムでは、複数の画像形成装置Ａ、Ｂおよびこれを管
理するサーバＣがネットワーク１を介して接続されており、それら画像形成装置Ａ、Ｂは
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、装置の動作に係る画像を表示する表示パネル部１３と、その装置の操作を受付ける操作
部３と、この操作部３から入力された表示パネル部１３の表示に係るパネル表示ログを登
録指示するパネル表示ログ登録指示部５と、この登録指示されたパネル表示ログをネット
ワーク１を介してサーバＣに送信するとともに、送信したパネル表示ログに基づき形成さ
れたカスタマイズ表示情報をサーバＣから受信する通信部７と、この受信されたカスタマ
イズ表示情報を取込み、その表示パネル部１３で表示するカスタマイズ表示画像を形成す
るカスタマイズ表示画像形成部９と、取得されたカスタマイズ表示画像によって表示パネ
ル部１３を表示制御する画像表示制御部１１とを具備し、上記サーバＣは、そのネットワ
ーク１を介してパネル表示ログを画像形成装置Ａ、Ｂから受信するとともにカスタマイズ
表示情報をネットワーク１を介してそれらに送信する通信部２１と、受信したパネル表示
ログを登録するパネル表示ログ登録部２３と、この登録されたパネル表示ログから当該画
像形成装置Ａ、Ｂのカスタマイズ表示情報を形成するとともにカスタマイズ表示情報を通
信部２１を介して当該画像形成装置Ａ、Ｂ側に送信制御するカスタマイズ表示情報編集部
２５と、そのカスタマイズ表示情報を登録するカスタマイズ表示情報登録部２７とを具備
して構成されている。
【００６１】
　そのため、画像形成装置Ａ、Ｂの表示画面をカスタマイズするために画像形成装置Ａ、
Ｂ毎に画面カスタマイズ情報を登録する必要がなくなり、表示画像のカスタマイズが容易
になる利点がある。
【００６２】
　しかも、サーバＣが、画像形成装置Ａ、Ｂの操作履歴を集中して集計管理し、ユーザが
良く使う機能や設定に基づき、カスタマイズ表示情報編集部２５において、パネル表示ロ
グから当該画像形成装置Ａ、Ｂのカスタマイズ表示情報を自動形成するから、ユーザの操
作が極めて簡素化される。
【００６３】
　また、画像形成装置Ａ、Ｂがユーザに関連付けてパネル表示ログを登録指示し、サーバ
側からそのユーザ毎のカスタマイズ表示情報を受けてカスタマイズ表示画像を形成するか
ら、ユーザが自己のユーザＩＤ等を操作入力するだけで、ユーザ単位のカスタマイズ表示
が可能になる。
【００６４】
　さらに、画像形成装置Ａ、Ｂが所定のタイミング毎にパネル表示ログの送信およびカス
タマイズ表示情報の取込みを行い、上記サーバＣが所定のタイミング毎にカスタマイズ表
示情報を更新送信するから、各画像形成装置Ａ、Ｂでは常に新しい使用履歴に基づいたカ
スタマイズ表示が可能である。
【００６５】
　上述した本発明の画像形成システムでは、上記サーバＣが、そのネットワーク１に接続
された画像形成装置Ａ、Ｂに対して同一のカスタマイズ表示情報を作成して一律に送信制
御する構成も可能であり、全部署等に対する情報の一斉配布等が容易となる。
【００６６】
　なお、上述したサーバＣは、ネットワーク１上で独立した装置である必要はなく、例え
ば、ネットワーク１に接続された複合機、プリンタ等に内蔵された同種の機能部分で構成
可能である。
【００６７】
　そして、上述した画像形成装置Ａ、Ｂは、操作部３、パネル表示ログ登録指示部５、通
信部７、カスタマイズ表示画像形成部９、画像表示制御部１１および表示パネル部１３を
有するから、画像形成装置Ａ、Ｂ自体で表示画面をカスタマイズする必要がなく、独立し
て本発明を構成し、表示画像のカスタマイズが容易となる効果を有する。
【００６８】
　ところで、本発明の画像形成プログラムに言及すれば、ネットワークを介して接続され
た１個以上の画像形成装置Ａ、Ｂおよびこれを管理するサーバＣを制御する制御用コンピ
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ュータに、その画像形成装置Ａ、Ｂにおける操作を受付ける受付処理と、受付けられた表
示パネル部１３での表示に係るパネル表示ログを登録指示するパネル表示ログ登録指示処
理と、この登録指示されたパネル表示ログをネットワークを介してサーバに送信する送信
処理と、送信したそのパネル表示ログに基づき形成されたカスタマイズ表示情報を画像形
成装置Ａ、Ｂで受信する受信処理と、受信したカスタマイズ表示情報を取込み、表示パネ
ル部１３で表示するためのカスタマイズ表示画像を形成するカスタマイズ表示画像形成処
理と、カスタマイズ表示画像によって表示パネル部１３を表示制御する画像表示処理とを
実行させることを特徴としている。
【００６９】
　しかも、この画像形成プログラムにおいて、そのネットワークを介してパネル表示ログ
を画像形成装置から受信する受信処理と、この受信したパネル表示ログを登録するパネル
表示ログ登録処理と、この登録されたパネル表示ログから当該画像形成装置Ａ、Ｂのカス
タマイズ表示情報を形成するカスタマイズ表示情報編集処理と、このカスタマイズ表示情
報を当該画像形成装置Ａ、Ｂ側に送信する送信処理とを実行させる構成が可能である。
【００７０】
　また、この画像形成プログラムにおいても、カスタマイズ表示情報編集処理が、所定の
条件に基づき、パネル表示ログから当該画像形成装置Ａ、Ｂのカスタマイズ表示情報を自
動形成する処理を実行する構成、パネル表示ログ登録指示処理が操作処理で受付けた当該
装置のユーザに関連付けてパネル表示ログを登録指示してサーバ側への送信処理を実行す
るとともに、カスタマイズ表示画像形成処理が、ユーザ毎のカスタマイズ表示情報からカ
スタマイズ表示画像を形成処理し、カスタマイズ表示情報編集処理が、ユーザに関連付け
たパネル表示ログからユーザ毎のカスタマイズ表示情報を形成する処理を実行する構成に
おいても、上述した画像形成システムと同様の効果を得ることが可能である。
【００７１】
　さらに、パネル表示ログ登録指示処理およびカスタマイズ表示画像形成処理が、所定の
タイミングでパネル表示ログの登録指示およびカスタマイズ表示情報の取込み処理を実行
し、パネル表示ログ登録処理およびカスタマイズ表示情報編集処理が、所定のタイミング
でパネル表示ログの登録処理およびカスタマイズ表示情報の形成送信処理を実行する構成
、カスタマイズ表示情報編集処理が、ネットワークに接続された画像形成装置に対して同
一のカスタマイズ表示情報の作成送信を実行する構成においても、画像形成システムと同
様の効果を得ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明に係る画像形成システムの実施の形態を示す概略ブロック図である。
【図２】本発明における操作部および表示パネル部の例を示す図である。
【図３】本発明における表示パネル部の動作例を説明する図である。
【符号の説明】
【００７３】
１　ネットワーク
３　操作部
５　パネル表示ログ登録指示部
７、２１　通信部
９　カスタマイズ表示画像形成部
１１　画像表示制御部
１３　表示パネル部
１５　画像読取部
１７　印刷部
１９、２９　主制御部
３ａ　選択キー
３ｂ　テンキー
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３ｃ　スタートキー
２３　パネル表示ログ登録部
２５　カスタマイズ表示情報編集部
２７　カスタマイズ表示情報登録部
Ａ、Ｂ　画像形成装置
Ｃ　サーバ

【図１】 【図２】
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【図３】
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