
JP 4305451 B2 2009.7.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器の有する機能が登録されるソフトキーを有する入力手段と、
　前記ソフトキーに対して機能を登録する機能登録手段と、
　ユーザからの機能選択指示を受け付ける登録機能受付手段と、
を備え、
　前記入力手段が、
　機能が登録されていない未登録ソフトキー、
を備え、
　前記機能登録手段が、前記未登録ソフトキーに対して、前記登録機能受付手段が受け付
けた機能を登録し、
　新たな未登録ソフトキーを生成する未登録ソフトキー生成手段、
を備え、
　前記機能登録手段が現存する未登録ソフトキーに対して機能を登録した場合に、前記未
登録ソフトキー生成手段が、新たなソフトキーを未登録ソフトキーとして生成することを
特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記ソフトキーのそれぞれに対して、当該ソフトキーに登録されている機能を表示させ
る機能表示制御手段、
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を備え、
　前記機能表示制御手段は、前記未登録ソフトキーに対しては、機能を表示しないことを
特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電子機器において、
　前記未登録ソフトキーが、前記入力手段の備える前記ソフトキーの並びにおいて末尾に
配置されることを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の電子機器において、
　前記入力手段が、
　前記未登録ソフトキーに対する機能の登録を実行させる指示を入力するための機能登録
実行指示入力キー、
を備え、
　ユーザが前記機能登録実行指示入力キーを操作した場合に、前記機能登録手段が前記未
登録ソフトキーに対して機能を登録することを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器において、
　前記機能登録実行指示入力キーが、前記未登録ソフトキー自身であることを特徴とする
電子機器。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の電子機器において、
　前記電子機器の備える機能であって前記ソフトキーに登録されていない機能を、選択可
能機能として表示手段に一覧表示させる機能一覧表示制御手段と、
　前記一覧表示された前記選択可能機能のうちのいずれかの機能の選択を受け付ける機能
選択受付手段と、
　前記機能選択受付手段が受け付けた機能を能動化する機能能動化手段と、
　前記機能登録手段が前記未登録ソフトキーに対して機能を登録した場合に、当該登録さ
れた機能を、前記一覧表示される機能から削除する表示項目削除手段と、
を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　機器の有する機能が登録されるソフトキーを有する入力手段と、
　前記ソフトキーに、機能を登録する機能登録手段と、
　新たなソフトキーを生成するソフトキー生成手段と、
　ユーザからの機能選択指示を受け付ける登録機能受付手段と、
を備え、
　前記ソフトキー生成手段が前記新たなソフトキーを生成した場合に、前記機能登録手段
は前記新たなソフトキーに対して前記登録機能受付手段が受け付けた機能を登録し、
　前記入力手段が、
　前記新たなソフトキーの生成を実行させる指示を入力するためのソフトキー生成指示入
力キー、
を備え、
　ユーザが前記ソフトキー生成指示入力キーを操作した場合に、前記ソフトキー生成手段
が前記新たなソフトキーを生成し、
　前記ソフトキー生成指示入力キーがソフトキー自身であり、
　前記ソフトキーのそれぞれに対して、当該ソフトキーに登録されている機能を表示させ
る機能表示制御手段、
を備え、
　前記機能表示制御手段は、前記ソフトキー生成指示入力キーに対しては、機能を表示し
ないことを特徴とする電子機器。
【請求項８】
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　請求項７に記載の電子機器において、
　前記ソフトキー生成指示入力キーが、前記入力手段の備える前記ソフトキーの並びにお
いて末尾に配置されることを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の電子機器において、
　前記電子機器の備える機能であって前記ソフトキーに登録されていない機能を、選択可
能機能として表示手段に一覧表示させる機能一覧表示制御手段と、
　前記一覧表示された前記選択可能機能のうちのいずれかの機能の選択を受け付ける機能
選択受付手段と、
　前記機能選択受付手段が受け付けた機能を能動化する機能能動化手段と、
　前記機能登録手段が前記新たなソフトキーに機能を登録した場合に、当該登録された機
能を、前記一覧表示される機能から削除する表示項目削除手段と、
を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ソフトキーを有する入力手段を備える電子機器に関する。ただし、ソフト
キーとは、場面に応じた機能が登録されるキーであり、ユーザはソフトキーを操作するこ
とによって当該ソフトキーに対して登録された機能を能動化することができる。
【背景技術】
【０００２】
　近年においては、１つの電子機器が数多くの機能を備える傾向にある。このような状況
においては、ユーザが、機器の備える数多くの機能の中から所望の機能を簡単に呼び出せ
るようにするための工夫が必要とされている。そこで、次のような技術が考案されている
。
【０００３】
　例えば、キー操作のみによって機能の選択を行う構成が特許文献１に記載されている。
ここには、機器の有する各種の機能をキー情報と関連づけておき、キーが選択された場合
当該キーに関連づけられた機能が呼び出される構成が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ユーザが頻繁に使用する機能のみを、実行可能な機能として設
定しておく技術が記載されている。これによって、頻繁に使用する機能については簡便な
操作で実行させることができる。
【０００５】
　また、操作性を高めるために、ソフトキーを備える機器も多数ある。例えば、ファック
ス機能とコピー機能とを有する装置の場合、同一のソフトキーに対して、コピー機能が使
用される場面においては、コピー操作に関する機能（例えばコピー濃度の調整機能）が割
り当てられ、ファックス機能が使用される場面においては、ファックス通信に関する機能
（例えばリダイヤル機能）が割り当てられる。これによって、少ないキー数で数多くの機
能に対応することが可能となり、簡単な操作で、有用な機能を呼び出すことができる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２１１２４３号公報
【特許文献２】特開２００５－７５７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来においては、ソフトキーに登録される機能は予め（すなわち工場出荷時において）
登録されている。したがって、一般的に使用頻度が高い機能のみがソフトキーとして登録
されていることが多い。
【０００８】
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　しかし、当然のことながら、装置の使用態様は個々のユーザ毎に異なるため、使用頻度
の高い機能もユーザによって相違する。したがって、ユーザによっては、よく使う機能が
ソフトキーとして登録されていないため、ソフトキーが有効に利用できていないという状
況が生じていた。
【０００９】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ユーザがソフトキーを有
効に利用することができる電子機器を提供することを第１の目的とする。
【００１０】
　また、ソフトキーの有効利用を実質的に担保することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の発明は、機器の有する機能が登録されるソフトキーを有する入力手段と、前
記ソフトキーに対して機能を登録する機能登録手段と、ユーザからの機能選択指示を受け
付ける登録機能受付手段と、を備え、前記入力手段が、機能が登録されていない未登録ソ
フトキー、を備え、前記機能登録手段が、前記未登録ソフトキーに対して、前記登録機能
受付手段が受け付けた機能を登録し、新たな未登録ソフトキーを生成する未登録ソフトキ
ー生成手段、を備え、前記機能登録手段が現存する未登録ソフトキーに対して機能を登録
した場合に、前記未登録ソフトキー生成手段が、新たなソフトキーを未登録ソフトキーと
して生成する。
【００１３】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の電子機器において、前記ソフトキーのそれぞれに
対して、当該ソフトキーに登録されている機能を表示させる機能表示制御手段、を備え、
前記機能表示制御手段は、前記未登録ソフトキーに対しては、機能を表示しない。
【００１４】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の電子機器において、前記未登録ソフトキ
ーが、前記入力手段の備える前記ソフトキーの並びにおいて末尾に配置される。
【００１５】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の電子機器において、前記入力手段
が、前記未登録ソフトキーに対する機能の登録を実行させる指示を入力するための機能登
録実行指示入力キー、を備え、ユーザが前記機能登録実行指示入力キーを操作した場合に
、前記機能登録手段が前記未登録ソフトキーに対して機能を登録する。
【００１６】
　請求項５の発明は、請求項４に記載の電子機器において、前記機能登録実行指示入力キ
ーが、前記未登録ソフトキー自身である。
【００１７】
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の電子機器において、前記電子機器
の備える機能であって前記ソフトキーに登録されていない機能を、選択可能機能として表
示手段に一覧表示させる機能一覧表示制御手段と、前記一覧表示された前記選択可能機能
のうちのいずれかの機能の選択を受け付ける機能選択受付手段と、前記機能選択受付手段
が受け付けた機能を能動化する機能能動化手段と、前記機能登録手段が前記未登録ソフト
キーに対して機能を登録した場合に、当該登録された機能を、前記一覧表示される機能か
ら削除する表示項目削除手段と、を備える。
【００１８】
　請求項７の発明は、機器の有する機能が登録されるソフトキーを有する入力手段と、前
記ソフトキーに、機能を登録する機能登録手段と、新たなソフトキーを生成するソフトキ
ー生成手段と、ユーザからの機能選択指示を受け付ける登録機能受付手段と、を備え、前
記ソフトキー生成手段が前記新たなソフトキーを生成した場合に、前記機能登録手段は前
記新たなソフトキーに対して前記登録機能受付手段が受け付けた機能を登録し、前記入力
手段が、前記新たなソフトキーの生成を実行させる指示を入力するためのソフトキー生成
指示入力キー、を備え、ユーザが前記ソフトキー生成指示入力キーを操作した場合に、前
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記ソフトキー生成手段が前記新たなソフトキーを生成し、前記ソフトキー生成指示入力キ
ーがソフトキー自身であり、前記ソフトキーのそれぞれに対して、当該ソフトキーに登録
されている機能を表示させる機能表示制御手段、を備え、前記機能表示制御手段は、前記
ソフトキー生成指示入力キーに対しては、機能を表示しない。
【００２２】
　請求項８の発明は、請求項７に記載の電子機器において、前記ソフトキー生成指示入力
キーが、前記入力手段の備える前記ソフトキーの並びにおいて末尾に配置される。
【００２３】
　請求項９の発明は、請求項７または８に記載の電子機器において、前記電子機器の備え
る機能であって前記ソフトキーに登録されていない機能を、選択可能機能として表示手段
に一覧表示させる機能一覧表示制御手段と、前記一覧表示された前記選択可能機能のうち
のいずれかの機能の選択を受け付ける機能選択受付手段と、前記機能選択受付手段が受け
付けた機能を能動化する機能能動化手段と、前記機能登録手段が前記新たなソフトキーに
機能を登録した場合に、当該登録された機能を、前記一覧表示される機能から削除する表
示項目削除手段と、を備える。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１～９に記載の発明によれば、ソフトキーに対してユーザの所望する機能を登録
するので、ソフトキーに対する機能の登録をユーザが柔軟に行うことが可能となる。これ
によって、ユーザがソフトキーを有効に利用することができる。
【００２５】
　特に、請求項１に記載の発明によれば、現存する未登録ソフトキーに対して機能が登録
された場合に、新たなソフトキーが未登録ソフトキーとして生成される。すなわち、常に
、ユーザの所望する機能を登録可能な状態となる。これによって、ユーザの所望する機能
を全てソフトキーに対して登録することができるので、ユーザがソフトキーを最大限に利
用することができる。
【００２６】
　特に、請求項２に記載の発明によれば、未登録ソフトキーに対して機能が表示されない
ので、当該キーが未登録キーであることを模式的にユーザに示すことができる。
【００２７】
　特に、請求項３に記載の発明によれば、未登録ソフトキーが末尾に配置されるので、未
登録キー以外のソフトキーの操作が未登録ソフトキーによって妨げられることがない。し
たがって、ソフトキーの操作性を阻害することなく未登録ソフトキーを設けることができ
る。
【００２８】
　特に、請求項４，５に記載の発明によれば、未登録ソフトキーに対する機能の登録を実
行させるためのキーを備えているので、ユーザは、未登録ソフトキーに対する機能の登録
を簡便な操作で実行させることができる。すなわち、ソフトキーの有効利用を実質的に担
保することができる。
【００２９】
　特に、請求項６に記載の発明によれば、機能登録手段が未登録ソフトキーに対して機能
を登録した場合に、当該登録された機能を一覧表示される機能から削除するので、ソフト
キーに登録された機能が選択可能機能から除かれることになる。つまり、重複して機能の
能動化の方法が設けられることがないので、操作性をより高めることができる。
【００３０】
　特に、請求項７に記載の発明によれば、新たなソフトキーの生成を実行させる指示を入
力するためのキーを備えているので、ユーザは、簡便な操作で新たなソフトキーを生成さ
せることができ、つまりは、ユーザの所望する機能が登録されるソフトキーを容易に生成
させることができる。これによって、ソフトキーの有効利用を実質的に担保することがで
きる。
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【００３１】
　特に、請求項７に記載の発明によれば、ソフトキー生成指示入力キーに対して機能が表
示されない、つまりユーザは、表示がされないソフトキーを操作することによって所望す
る機能が登録されるソフトキーを生成させることができる。すなわち、「空白」によって
、当該キーに登録されている機能（すなわち、所望する機能が登録されるソフトキーを生
成する機能）を示しているので、キーの有する機能をユーザに単純明快な形で理解させる
ことができる。
【００３２】
　特に、請求項８に記載の発明によれば、ソフトキー生成指示入力キーが末尾に配置され
るので、ソフトキー生成指示入力キー以外のソフトキーの操作がソフトキー生成指示入力
キーによって妨げられることがない。したがって、ソフトキーの操作性を阻害することな
くソフトキー生成指示入力キーを設けることができる。
【００３３】
　特に、請求項９に記載の発明によれば、機能登録手段が新たなソフトキーに対して機能
を登録した場合に、当該登録された機能を一覧表示される機能から削除するので、ソフト
キーに登録された機能が選択可能機能から除かれることになる。つまり、重複して機能の
能動化の方法が設けられることがないので、操作性をより高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　〈１．デジタル複合機〉
　図１は、この発明の第１の実施の形態に相当する機能が組み込まれた電子機器としての
デジタル複合機１の構成を示すブロック図である。
【００３５】
　図１を参照する。このデジタル複合機１は、ＦＡＸ機能、コピー機能、スキャン機能、
プリント機能などの複数の機能を有する複合機（ＭＦＰ装置）として構成されている。
【００３６】
　このデジタル複合機１は、制御部１１と、ＲＡＭ１２と、ＲＯＭ１３と、操作部１４と
、表示部１５と、画像処理部１６と、画像読取部１７と、画像記録部１８と、画像メモリ
１９と大容量蓄積部２０と、ソフトキー管理部２１と、メニュー画面管理部２２と、通信
関係の機能部２３～２６とを、バスライン２７を介して電気的に接続した構成となってい
る。
【００３７】
　制御部１１は、ＣＰＵで構成されている。制御部１１は、ＲＯＭ１３に記憶されたプロ
グラムに基づいて上記のハードウエア各部を制御し、デジタル複合機１の機能を実現する
。
【００３８】
　ＲＡＭ１２は、読み出しと書き込みとが可能な記憶装置であり、画像データ、ＦＡＸ番
号、メールアドレスなどの一時的に蓄積される諸データや、制御部１１による演算処理の
際に発生するデータなどを一時的に記憶する。ＲＡＭ１２はＳＲＡＭやフラッシュメモリ
などで構成される。
【００３９】
　ＲＯＭ１３は、デジタル複合機１の制御に必要なプログラムやデータを予め格納した読
み出し専用の記憶装置である。
【００４０】
　操作部１４は、文字キー、テンキー、ファンクションキーなどの各種キーによって構成
され、コマンドやテキストデータの入力といったユーザ操作を受け付ける。操作部１４が
受けたユーザ操作は信号として制御部１１に入力される。制御部１１はユーザ操作に基づ
いて各部の動作を制御する。特に、操作部１４には、機能切り替えキー１４１は、待機画
面表示の切り替えを行うための機能切り替えキー１４１とメニュー画面を表示するための
メニューキー１４２とを備えている（図２参照）。



(7) JP 4305451 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

【００４１】
　表示部１５は、デジタル複合機１の動作状態や、画像データなどを表示する表示装置で
ある。表示部１５は、液晶ディスプレイなどの表示装置により構成される。また、表示部
１５のディスプレイ画面上にはタッチパネルが設けられており、操作部１４としても機能
する。例えば、待機画面表示において、所定の機能が割り当てられたソフトキーがタッチ
パネルによって実現され、所定機能の能動化指示等のユーザ操作を受け付ける。なお、操
作部１４に設けられる各種のキーは、この表示部１５のディスプレイ画面上に設けたタッ
チパネルによって実現されてもよい。同様に、タッチパネルによって実現されるとする各
種のキーが操作部１４にハードキーとして設けられてもよい。
【００４２】
　画像処理部１６は、受信された画像データや、画像読取部１７から取得した画像データ
にＡ／Ｄ変換、表色系の変換、色調整、画像の合成などの種々の処理を行う処理部である
。
【００４３】
　画像読取部１７は、原稿上の画像をＣＣＤラインセンサなどの読取素子によって読み取
るスキャナーである。画像読取部１７は、ガラス台上に載置された原稿の表面を読取素子
が走査して画像を読み取るタイプのスキャナーであってもよく、原稿の載置台（図示省略
）に載置された原稿を、ＡＤＦ（Auto Document Feeder）によって搬送し、搬送される原
稿の表面を静止した読取素子によって走査して画像を読み取るタイプのスキャナーであっ
てもよい。
【００４４】
　画像記録部１８は、画像メモリ１９に格納された画像データなどを記録紙上へ記録する
プリンタである。画像記録部１８には、例えば、電子写真方式のプリンタを採用すること
ができる。
【００４５】
　画像メモリ１９は、ＬＡＮＩ／Ｆ２５やＮＣＵ２６を通じて外部装置４，５，６から受
信した画像データ、画像読取部１７において取得された画像データ、画像処理部１６にお
いて処理された画像データなどを、一時的に記憶するための記憶装置である。画像メモリ
１９は、読み出しと書き込みとが可能なＤＲＡＭ等のメモリにより構成される。
【００４６】
　大容量蓄積部２０は、ハードディスクなどにより構成される。大容量蓄積部２０は、画
像読取部１７により処理された画像データを蓄積することができる。
【００４７】
　ソフトキー管理部２１は、表示部１５のディスプレイ画面上に設けられたタッチパネル
によって実現されるソフトキーの管理を行うための機能部である。ソフトキー管理部２１
は、ソフトキーに対する機能の登録や登録の変更を行う機能登録部２１１と、機能を登録
するためのソフトキーを新たに生成するソフトキー生成部２１２とを備える。
【００４８】
　機能登録部２１１は、ソフトキーに対する機能の登録や、登録された機能の変更等を行
う機能部である。
【００４９】
　ソフトキー生成部２１２は、登録機能部２１１によってソフトキーに登録すべき機能が
指定された場合に、当該機能が登録された新たなソフトキーを生成する機能部である。
【００５０】
　ソフトキー表示管理部２１３は、ソフトキー内に当該ソフトキーに登録されている機能
の名称および設定状況を表示するための機能部である。
【００５１】
　メニュー画面管理部２２は、メニュー画面の管理を行う機能部である。特に、メニュー
画面に一覧表示される機能の生成および削除の各処理を行う。
【００５２】
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　さらにこのデジタル複合機１には、通信関係の機能部として、画像データ等を複数のプ
ロトコルに対応して符号化/復号化するコーデック（ＣＯＤＥＣ）２３と、送受信データ
の変調および復調を行うモデム２４と、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）１００と
のインターフェイスに相当するＬＡＮＩ／Ｆ２５と、電話回線の開閉制御を行うＮＣＵ２
６とが、バスライン２７を介して電気的に接続した構成となっている。
【００５３】
　次に、このデジタル複合機１の通信環境について説明する。デジタル複合機１は、ＬＡ
Ｎ１００と接続されている。ＬＡＮ１００にはメールサーバ３や外部端末４などが接続さ
れている。また、ＬＡＮ１００は、ルータ２などを介してインターネット２００に接続さ
れている。このような構成によって、デジタル複合機１は、ＬＡＮ１００を介して接続さ
れた外部端末４や、インターネット２００を介して接続された外部端末５と電子メール通
信などを行うことができる。さらに、デジタル複合機１は、アナログ回線用のデータ通信
ネットワークであるＰＳＴＮ（公衆交換電話網）３００と接続されている。これによって
、デジタル複合機１はＰＳＴＮ３００を介して接続された外部端末６との通信を行うこと
ができる。外部端末４，５，６は、モデム接続されたパソコン、デジタル複合機１と同様
の装置、固定電話、携帯電話、ＦＡＸ専用機、等である。
【００５４】
　〈２．待機画面およびメニュー画面〉
　図２は、デジタル複合機１における表示部１５および操作部１４の一部分の構成例を示
す図である。また、図７～図１２は、表示部１５に表示される画面の構成例を示す図であ
る。
【００５５】
　図２を参照する。操作部１４には、４個の機能切り替えキー１４１と、１個のメニュー
キー１４２が設けられている。
【００５６】
　機能切り替えキー１４１は、待機画面表示を切り替えるためのキーである。ここでは、
デジタル複合機１の有する「コピー」「ファックス」「スキャナー」「プリンタ」の各機
能にそれぞれ対応した複数個のキーが設けられており、各キーを押下すると、当該キーに
対応した機能（すなわち、キー内に表示された機能）の待機画面が表示される構成となっ
ている。例えば、ユーザが「コピー」と示された機能切り替えキー１４１を押下すると、
表示部１５に図７（ａ）に示すようなコピー待機画面Ｓｃが表示される。同様に、ユーザ
が「ファックス」と示された機能切り替えキー１４１を押下すると、ファックス待機画面
（図示省略）が表示される。他のキーについても同様である。
【００５７】
　メニューキー１４２は、メニュー画面を表示するためのキーである。例えば、表示部１
５にコピー待機画面Ｓｃが表示されている状態で、ユーザがメニューキー１４２を押下す
ると、表示部１５に図７（ｂ）に示すようなコピーメニュー画面Ｔｃが表示される。また
、ファックス待機画面が表示されている場合に、ユーザがメニューキー１４２を押下する
と、ファックスメニュー画面（図示省略）が表示される。
【００５８】
　〈待機画面〉
　図７（ａ）を参照する。コピー待機画面Ｓｃには、タッチパネルにより実現される複数
個のソフトキーＰ０～Ｐ５が表示される。なお、以下において、特に個々のソフトキーＰ
０～Ｐ５を区別しない場合には単に「ソフトキーＰ」という。ただし、図７（ａ）におい
ては全６個のソフトキーＰが表示されているが、ソフトキーＰの総数はこれに限らない。
また、後述する処理によってソフトキーＰを新たに生成することや、生成したソフトキー
Ｐを削除することが可能となる。つまり、ソフトキーＰの総数を変更することが可能にな
る。
【００５９】
　〈ソフトキー〉
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　ソフトキーＰ０～Ｐ５は、当該ソフトキーに登録された機能を呼び出すための入力キー
である。ソフトキーＰ１～Ｐ５のそれぞれには、当該ソフトキーに登録されている機能の
名称および設定状況が示される。例えば、図７（ａ）においては、ソフトキーＰ２のキー
内に「倍率／１００％」との表示がされている。これは、ソフトキーＰ２に、コピー倍率
設定機能が登録されていること、およびコピー倍率が１００％に設定されていることを示
している。
【００６０】
　ただし、ソフトキーＰ０は空白のソフトキーであり、これらの表示がなされない。また
、ソフトキーＰ０は、待機画面内に配置された一連のソフトキーの並びの中で、常に、最
後尾に表示される。
【００６１】
　ソフトキーＰ０～Ｐ５のいずれかが押圧されると、当該ソフトキーに登録された機能が
呼び出される。例えば、ソフトキーＰ２が押圧されると、コピー倍率の設定処理に移行し
、ユーザ操作に応じてコピー画像の倍率が設定される。より具体的には、ユーザがソフト
キーＰ２を操作すると、当該操作に応じてコピー画像の倍率を設定するための画面が表示
部１５に表示される。続いて、ユーザが当該画面表示に応じてテンキー等によって所望の
倍率の値（例えば８０％）を入力すると、入力された値がコピー倍率として設定される。
なお、この場合、コピー待機画面Ｓｃにおいて、ソフトキーＰ２のキー内に「倍率／８０
％」との表示がされることになる。すなわち、ソフトキーＰ１～Ｐ５の各キーを押圧する
ことによって、コピー用紙の選択、コピー倍率の設定、コピー濃度の設定、画質の選択、
ソート機能の設定、といった各種のコピー条件を設定することができる。また、ソフトキ
ー内の表示によって、現在の設定状況を確認することができる。
【００６２】
　一方、ソフトキーＰ０を押圧すると、ユーザの所望する機能の登録された新たなソフト
キーを生成する機能が能動化され、コピー待機画面Ｓｃにユーザの所望する機能の登録さ
れた新たなソフトキーを生成する処理を実行させることができる。より具体的には、ユー
ザがソフトキーＰ０を押圧すると、当該操作に応答して、ユーザの所望する機能の登録さ
れた新たなソフトキーを生成する処理（図５のステップＳ３４以降の処理）が開始される
。
【００６３】
　なお、ソフトキーＰは、場面に応じて割り当てられた機能を入力可能なキー（換言する
と、場面に応じた機能をユーザに提供可能なキー）である。例えば、ソフトキーＰ２は、
コピー待機画面Ｓｃにおいてはユーザに「コピー倍率設定機能」を提供するためのキーと
して、ファックス待機画面においては例えば「リダイヤル機能」を提供するためのキーと
して、機能する。
【００６４】
　なお、ソフトキーＰ０については、各種の待機画面について同様の機能（すなわち、ユ
ーザの所望する機能の登録された新たなソフトキーを生成する機能）が割り当てられてい
る。ただし、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰ０には、コピー待機画面Ｓｃにユー
ザの所望する機能の登録された新たなソフトキーを生成する機能が登録されており、ファ
ックス待機画面にあるソフトキーＰ０には、ファックス待機画面にユーザの所望する機能
の登録された新たなソフトキーを生成する機能が登録されている。他の待機画面にあるソ
フトキーＰ０についても同様である。
【００６５】
　〈メニュー画面〉
　図７（ｂ）を参照する。コピーメニュー画面Ｔｃには、コピー処理に関する所定の機能
が一覧表示される。以下において、一覧表示される機能の各項目をそれぞれ「機能表示項
目Ｍ１～Ｍ６」という。また、以下において、特に個々の項目を区別しない場合には単に
「機能項目Ｍ」という。なお、以下においてはコピーメニュー画面Ｔｃについて説明して
いるが、ファックスメニュー画面等の他メニュー画面も、コピーメニュー画面Ｔｃと同様
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の構成を有している。
【００６６】
　コピーメニュー画面Ｔｃには、デジタル複合機１の備える各種の機能において主にコピ
ー処理に関する機能のうち、コピー待機画面Ｓｃに設けられたソフトキーＰに登録された
機能を除く機能が、機能表示項目Ｍとして表示される。したがって、表示される機能表示
項目Ｍの総数は、デジタル複合機１が有する機能の総数とソフトキーＰの総数に依存する
。例えば、デジタル複合機１が両面コピー機能を有しており、かつ両面コピー機能がコピ
ー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰのいずれにも登録されていない場合、コピーメニュー
画面Ｔｃに「両面コピー」と表示される機能表示項目Ｍ５が表示される。
【００６７】
　コピーメニュー画面Ｔｃは、機能の選択画面としても機能する。すなわち、ユーザは、
コピーメニュー画面Ｔｃに一覧表示された機能表示項目Ｍ１～Ｍ６のいずれかをテンキー
等を操作して選択した上で所定の実行キー（図示省略）を操作することによって、選択し
た機能表示項目Ｍ１～Ｍ６内に表示された機能を能動化させることができる。例えば、ユ
ーザは、「両面コピー」と表示された機能表示項目Ｍ５を選択した上で実行キーを押下す
ることによって、両面コピー機能を能動化させることができる。
【００６８】
　〈３．ソフトキーの設定処理〉
　この発明の第１の実施の形態に相当する機能が組み込まれたデジタル複合機１において
は、各待機画面にあるソフトキーＰに関する各種の設定がユーザ操作に応じて行われる。
【００６９】
　以下において、ソフトキーＰの設定処理動作について説明する。なお、以下に説明する
ように、この実施形態の装置はユーザの所定の操作に応答して新たなソフトキーを生成す
る機能を持つが、この機能は２つの観点から表現できる。図１５および図１６はこの事情
を説明する図であり、これらの図においてハッチングを付したソフトキーＰａ～Ｐｍは既
に機能が割り当てられて登録されたソフトキーであり、図７（ａ）の例ではソフトキーＰ
１～Ｐ５に相当する。また、空白のソフトキーＰ０は未登録ソフトキーであり、「ＮＥＷ
」が付記されたキーは、新たに生成されるソフトキーである。
【００７０】
　第１の観点では、ソフトキー配列Ｓａ１（図１５）の状態で新たなソフトキー機能を追
加すると、ソフトキー配列Ｓａ２（図１５）に示すように、当該機能を登録した新たなソ
フトキーＰｎが未登録キーＰ０の前に割り込むように生成され、未登録キーＰ０が最後尾
に移動する。
【００７１】
　一方、第２の観点では、ユーザがソフトキー配列Ｓｂ１（図１６）中に含まれる未登録
キーＰ０に機能を新たに登録すると、ソフトキー配列Ｓｂ２（図１６）に示すように未登
録キーＰ０が機能登録済のソフトキーＰｎに変化するとともに、新たな未登録ソフトキー
ＰＳがソフトキー配列の末尾に生成され、この未登録ソフトキーＰＳが元の未登録ソフト
キーＰ０と同様の地位を占めるようになる。
【００７２】
　これら２つの観点のいずれで表現しても、ユーザから見たソフトキー配列の状態変化は
実質的に同一であり、２つの観点は思想的には共通するものがある。以下では第１の観点
からの実施形態を説明する。また、変形例（「３－３．ソフトキーの設定処理動作の変形
例」）として、第２の観点からの実施形態を説明する。
【００７３】
　〈３－１．処理概要〉
　図３は、この発明の第１の実施の形態に相当する機能が組み込まれたデジタル複合機１
において、ソフトキーＰの設定を行う際の処理動作を示すフローチャートである。ただし
、特に記載のない場合、以下の動作は制御部１１の制御下で自動に行われる。
【００７４】
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　はじめに、コピー待機画面Ｓｃ（図７（ａ））が表示部１５に表示されている状態にお
いて（ステップＳ１）、ソフトキーＰ０が押圧されたか否かが判断される（ステップＳ２
）。なお、ここでは、コピー待機画面Ｓｃが表示されている状態から処理が行われる場合
について説明しているが、他の待機画面であっても同様の処理が実行可能である。
【００７５】
　ステップＳ２で、ソフトキーＰ０が押圧されたと判断された場合、続いてステップＳ９
の処理に移行する。（より具体的には、ステップＳ９の一連の処理の中のステップＳ３４
（図５参照）に移行する。ステップＳ９として行われる一連の処理動作については後に詳
述する。）。
【００７６】
　ステップＳ２で、ソフトキーＰ０が押圧されていないと判断された場合、続いてメニュ
ーキー１４１が押下されたか否かが判断される（ステップＳ３）。
【００７７】
　ステップＳ３で、メニューキー１４１が押下されたと判断された場合、コピーメニュー
画面Ｔｃ（図７（ｂ））が表示部１５に表示される（ステップＳ４）。一方、ステップＳ
３でメニューキー１４１が押下されていないと判断された場合は、ステップＳ２の判断に
戻る。
【００７８】
　ステップＳ４で表示されたコピーメニュー画面Ｔｃから、機器設定機能を呼び出すため
の所定のユーザ操作が行われた場合（より具体的には、表示されているコピーメニュー画
面Ｔｃにおいて「機器設定」（図７（ｂ）においては機能表示項目Ｍ６）の項目が選択さ
れた上で実行キーが操作された場合）、機器設定画面Ｋ１（図８（ａ））が表示部１５に
表示される（ステップＳ５）。機器設定画面Ｋ１は、デジタル複合機１の各種設定（すな
わち、「機器管理」や「設置モード」等）のうちユーザが実行を所望する設定処理を、ユ
ーザに選択させるための画面である。
【００７９】
　ステップＳ５で表示された機器設定画面Ｋ１から、機器管理機能を呼び出すための所定
のユーザ操作が行われた場合（より具体的には、表示されている機器設定画面Ｋ１におい
て「機器管理」として表示される項目が選択された上で実行キーが操作された場合）、機
器管理画面Ｋ２（図８（ｂ））が表示部１５に表示される（ステップＳ６）。機器管理画
面Ｋ２は、デジタル複合機１の管理状況についての各種設定（すなわち、「ソフトキー設
定」や「待機画面表示設定」等）のうちユーザが実行を所望する設定処理をユーザに選択
させるための画面である。
【００８０】
　ステップＳ６で表示された機器管理画面Ｋ２から、ソフトキー設定処理の実行指示がユ
ーザより与えられた場合（より具体的には、表示されている機器管理画面Ｋ２において「
ソフトキー設定」として表示される項目が選択された上で実行キーが操作された場合）、
待機画面選択画面Ｋ３（図８（ｃ））が表示部１５に表示される（ステップＳ７）。待機
画面選択画面Ｋ３は、ソフトキー設定を行う待機画面の種類（すなわち、コピー、ファッ
クス、スキャナー、プリンタの各待機画面）のうちユーザが設定を所望するソフトキーが
配置されている待機画面をユーザに選択させるための画面である。
【００８１】
　続いて、ステップＳ７で表示された待機画面選択画面Ｋ３から、コピー待機画面Ｓｃが
選択されたか否か（より具体的には、「コピー待機画面」として表示される項目が選択さ
れた上で実行キーが操作されたか否か）、が判断される（ステップＳ８）。
【００８２】
　ステップＳ８で、コピー待機画面Ｓｃが選択されたと判断された場合、コピー待機画面
ＳｃにあるソフトキーＰの設定処理を行う（ステップＳ９）。なお、ステップＳ９として
行われる具体的な処理については後に詳述する（図４参照）。
【００８３】
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　ステップＳ８で、コピー待機画面Ｓｃが選択されたと判断されない場合、続いて、ファ
ックス待機画面が選択されたか否かが判断される（ステップＳ１０）。ステップＳ１０で
、ファックス待機画面が選択されたと判断された場合、ファックス待機画面にあるソフト
キーＰの設定処理を行う（ステップＳ１１）。なお、ステップＳ１１として行われる具体
的な処理はステップＳ９として行われる処理と同様である。
【００８４】
　ステップＳ１０で、ファックス待機画面が選択されたと判断されない場合、続いて、ス
キャナー待機画面が選択されたか否かが判断される（ステップＳ１２）。ステップＳ１２
で、スキャナー待機画面が選択されたと判断された場合、スキャナー待機画面にあるソフ
トキーＰの設定処理を行う（ステップＳ１３）。なお、ステップＳ１３として行われる具
体的な処理はステップＳ９として行われる処理と同様である。
【００８５】
　ステップＳ１２で、スキャナー待機画面が選択されたと判断されない場合、続いて、プ
リンタ待機画面が選択されたか否かが判断される（ステップＳ１４）。ステップＳ１４で
、プリンタ待機画面が選択されたと判断された場合、プリンタ待機画面にあるソフトキー
Ｐの設定処理を行う（ステップＳ１５）。なお、ステップＳ１５として行われる具体的な
処理はステップＳ９として行われる処理と同様である。
【００８６】
　ステップＳ１４で、プリンタ待機画面が選択されたと判断されない場合、再びステップ
Ｓ８の処理に戻る。
【００８７】
　〈３－２．ソフトキーの設定処理動作〉
　図４は、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰの設定処理動作（すなわち、図３のス
テップＳ９として行われる処理動作）を示すフローチャートである。ただし、特に記載の
ない場合、以下の動作は制御部１１の制御下で自動に行われる。なお、図３のステップＳ
１１，Ｓ１３，Ｓ１５として行われる各処理動作（すなわち、ファックス待機画面、スキ
ャナー待機画面、プリンタ待機画面のそれぞれにあるソフトキーＰの設定処理動作）につ
いても以下の処理と同様である。
【００８８】
　はじめに、設定内容選択画面Ｋ４（図８（ｄ））が表示部１５に表示される（ステップ
Ｓ２１）。設定内容選択画面Ｋ４は、ソフトキー設定の処理種別（すなわち、ソフトキー
の「初期化」、ソフトキーに対する機能の「登録」もしくは登録されている機能の「変更
」、ソフトキーの「削除」）のうちユーザが所望する処理種別をユーザに選択させるため
の画面である。
【００８９】
　続いて、ステップＳ２１で表示された設定内容選択画面Ｋ４から、ソフトキーの設定の
処理種別として、機能登録／変更（機能の登録処理もしくは登録されている機能の変更処
理）が選択されたか否か（より具体的には、「登録／変更」として表示される項目が選択
された上で実行キーが操作されたか否か）が判断される（ステップＳ２２）。
【００９０】
　ステップＳ２２で、機能登録／変更が選択されたと判断された場合、ソフトキーＰに対
する機能の登録処理や登録された機能の変更処理を行う（ステップＳ２３）。なお、ステ
ップＳ２３として行われる具体的な処理については後に詳述する（図５参照）。
【００９１】
　ステップＳ２２で、機能登録／変更が選択されたと判断されない場合、続いて、ソフト
キーの設定の処理種別としてソフトキーの削除が選択されたか否か（より具体的には、「
削除」として表示される項目が選択された上で実行キーが操作されたか否か）が判断され
る（ステップＳ２４）。
【００９２】
　ステップＳ２４で、ソフトキーの削除が選択されたと判断された場合、ソフトキーＰの
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削除処理を行う（ステップＳ２５）。なお、ステップＳ２５として行われる具体的な処理
については後に詳述する（図６参照）。
【００９３】
　ステップＳ２４で、ソフトキーの削除が選択されたと判断されない場合、続いて、ソフ
トキーの設定の処理種別としてソフトキーの初期化が選択されたか否か（より具体的には
、「初期化」として表示される項目が選択された上で実行キーが操作されたか否か）が判
断される（ステップＳ２６）。
【００９４】
　ステップＳ２６で、ソフトキーの初期化が選択されたと判断された場合、ソフトキーＰ
の初期化処理を行う（ステップＳ２７）。ステップＳ２７においては、コピー待機画面Ｓ
ｃのソフトキーＰを、デフォルトとして予め記憶されている設定状態にする処理が行われ
る。すなわち、予め設定された所定の機能が登録された所定数個のソフトキーＰを所定順
でコピー待機画面Ｓｃに配置する。
【００９５】
　〈機能の登録／登録された機能の変更〉
　図５は、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰに対する機能の登録および登録されて
いる機能の変更を行う際の処理動作（すなわち、図４のステップＳ２３として行われる処
理動作）を示すフローチャートである。ただし、特に記載のない場合、以下の動作は制御
部１１の制御下で自動に行われる。
【００９６】
　はじめに、キー選択画面Ｋ５（図９（ａ））が表示部１５に表示される（ステップＳ３
１）。キー選択画面Ｋ５は、ユーザに、ソフトキーＰに対する機能の登録処理と登録され
ている機能の変更処理とのいずれの処理を実行するか、さらに変更処理を実行する場合に
あっては、コピー待機画面Ｓｃ上にあるうちのいずれのソフトキーＰに対して機能登録の
変更を実行するか、を選択させるための画面である。
【００９７】
　例えば、コピー待機画面Ｓｃに図７（ａ）に示すようなソフトキーＰがそれぞれ設けら
れている場合、キー選択画面Ｋ５には、ソフトキーＰ１～Ｐ５の各キーに対応する「キー
項目Ｑ１～Ｑ５」が一覧表示される。各キー項目Ｑ１～Ｑ５内には、対応するソフトキー
Ｐ内に表示された機能の名称（すなわち、当該キーに登録されている機能の名称）が表示
される。ユーザは、キー選択画面Ｋ５に表示されたキー項目Ｑ１～Ｑ５のいずれかをテン
キー等を操作して選択した上で所定の実行キー（図示省略）を操作することによって、選
択したキー項目Ｑに対応するソフトキーＰに登録された機能の変更処理を実行させること
ができる。例えば、ユーザがキー項目Ｑ２を選択した場合、当該キー項目Ｑ２に対応する
ソフトキーＰ２に登録された機能を「コピー倍率設定機能」から任意の他の機能に変更す
ることができる。
【００９８】
　キー選択画面Ｋ５には、これらキー項目Ｑ１～Ｑ５に加えて、キー項目Ｑ０が表示され
る。キー項目Ｑ０内には「未登録」と表示されている。ユーザは、キー項目Ｑ０をテンキ
ー等を操作して選択した上で所定の実行キー（図示省略）を操作することによって、ソフ
トキーＰに対する機能の登録処理を実行させることができる。なお、キー項目Ｑ０は、ソ
フトキーＰ０に対応するキー項目と捉えてもよい。なお、以下において、特に個々の項目
を区別しない場合には単に「キー項目Ｑ」という。
【００９９】
　続いて、ステップＳ３１で表示されたキー選択画面Ｋ５から、いずれかのキー項目Ｑが
選択された上で実行キーが操作されたか否かが判断される（ステップＳ３２）。
【０１００】
　ステップＳ３２で、キー項目Ｑの選択が行われたと判断された場合、続いて当該選択さ
れたキー項目Ｑが「未登録」と表示されたキー項目Ｑ０（すなわち、ソフトキーＰに対す
る機能の登録処理を実行させるキー項目）であるか否かが判断される（ステップＳ３３）
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。
【０１０１】
　ステップＳ３３で、キー項目Ｑ０が選択されたと判断された場合、もしくは、コピー待
機画面ＳｃにおいてソフトキーＰ０が押圧された場合（図３のステップＳ２でＹＥＳの場
合）、ソフトキーＰに対する機能の登録処理、換言すると、ユーザの所望する機能が登録
されたソフトキーＰを新たにコピー待機画面Ｓｃに生成する処理が行われる（ステップＳ
３４～Ｓ３７）。
【０１０２】
　はじめに、登録機能選択画面Ｋ６（図９（ｂ））が表示部１５に表示される（ステップ
Ｓ３４）。登録機能選択画面Ｋ６は、登録を所望する機能の種類をユーザに選択させるた
めの画面である。
【０１０３】
　すなわち、登録機能選択画面Ｋ６には、コピー待機画面Ｓｃに登録可能な機能（すなわ
ち、デジタル複合機１の備える各種の機能において主にコピー処理に関する機能のうち、
コピー待機画面Ｓｃに設けられたソフトキーＰに登録された機能を除く機能）が、「機能
項目Ｒ」として表示される。つまり、現状において、ソフトキーＰからではなく、メニュ
ー画面からでなければ機能の能動化ができない機能、が一覧表示される。
【０１０４】
　例えば、コピー待機画面Ｓｃに図７（ａ）に示すようなソフトキーＰがそれぞれ設けら
れている場合、登録機能選択画面Ｋ６には、ソフトキーＰに登録されている機能以外の機
能に対応する「機能項目Ｒ１～Ｒ６」が一覧表示される。また、各機能項目Ｒ１～Ｒ６内
には、対応する機能の名称が表示される。
【０１０５】
　ユーザは、登録機能選択画面Ｋ６に表示された機能項目Ｒ１～Ｒ６のいずれかをテンキ
ー等を操作して選択した上で所定の実行キー（図示省略）を操作することによって、新た
に生成されるソフトキーＰに対して登録する機能を選択することができる。
【０１０６】
　続いて、ステップＳ３４で表示された登録機能選択画面Ｋ６から、登録すべき機能が選
択されたか否かが判断される（ステップＳ３５）。
【０１０７】
　ステップＳ３５で、登録すべき機能が選択されたと判断された場合、当該選択された機
能が登録された新たなソフトキーＰが生成される（ステップＳ３６）。より具体的には、
コピー待機画面Ｓｃに設定すべき新たなソフトキーＰを生成し、この新たなソフトキーＰ
に対してステップＳ３５で選択された機能を登録する。例えば、ステップＳ３５で、機能
項目Ｒ１が選択されたと判断された場合、機能項目Ｒ１に対応する機能である「集約コピ
ー機能」が登録されたソフトキーＰ６がコピー待機画面Ｓｃに表示すべきソフトキーＰと
して生成される（図１０（ａ））。なお、新たに生成されたソフトキーＰ６は、待機画面
内に配置された一連のソフトキーの並びの中でソフトキーＰ０よりも前側に配置される。
つまり、ソフトキーＰ０は、新たなソフトキーＰが追加された場合であっても、常に、待
機画面内に配置された一連のソフトキーの並びの中で、最後尾に表示される。
【０１０８】
　続いて、コピーメニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍのうち、ステップＳ３５
で選択された機能を表示する機能表示項目Ｍが削除される（ステップＳ３７）。例えば、
ステップＳ３５で、「集約コピー機能」に対応する機能項目Ｒ１が選択されている場合、
当該機能を表示する機能表示項目Ｍ１がコピーメニュー画面Ｔｃより削除される（図１０
（ｂ））。
【０１０９】
　ステップＳ３３で、キー項目Ｑ０が選択されたと判断されない場合、ソフトキーＰ（よ
り具体的には、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰのうちでソフトキーＰ０を除く任
意のソフトキーＰ）に対して登録されている機能の変更処理が行われる（ステップＳ３８
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～Ｓ４２）。
【０１１０】
　はじめに、登録機能選択画面Ｋ６（図９（ｂ））が表示部１５に表示される（ステップ
Ｓ３８）。ここでは、登録機能選択画面Ｋ６は、ユーザがステップＳ３２で選択したキー
項目Ｑに対応するソフトキーＰに対して現在登録されている機能に変えて新たに登録を所
望する機能の種類をユーザに選択させるための画面として機能する。
【０１１１】
　続いて、ステップＳ３８で表示された登録機能選択画面Ｋ６から、現在登録されている
機能に変えて新たに登録すべき機能が選択されたか否かが判断される（ステップＳ３９）
。
【０１１２】
　ステップＳ３９で、現在登録されている機能に変えて新たに登録するべき機能が選択さ
れたと判断された場合、当該選択された機能が、ステップＳ３２で選択されたソフトキー
Ｐに対して登録される（ステップＳ４０）。例えば、ステップＳ３２でキー項目Ｑ２（「
倍率」）が選択され、ステップＳ３９で機能項目Ｒ６（「両面コピー」）が選択された場
合、キー項目Ｑ２に対応するソフトキーＰ２に対して、コピー倍率調整機能に変えて両面
コピー機能が登録されるとともに、ソフトキーＰ２の表示が「倍率／１００％」から「両
面コピー／ＯＦＦ」に変更される（図１１（ａ））。
【０１１３】
　続いて、コピーメニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍのうち、ステップＳ３９
で選択された機能を表示する機能表示項目Ｍが削除される（ステップＳ４１）。例えば、
上記の例の場合、ステップＳ３９で選択された機能項目Ｒ５に対応する機能を表示する機
能表示項目Ｍ５がコピーメニュー画面Ｔｃより削除される（図１１（ｂ））。
【０１１４】
　続いて、コピーメニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍとして、ステップＳ３２
で選択されたソフトキーＰに対して変更前に登録されていた機能を表示する機能表示項目
Ｍが生成される（ステップＳ４２）。例えば、上記の例においては、ステップＳ３２で選
択されたキー項目Ｑ２に対応するソフトキーＰ２に対して変更処理前に登録されていた機
能（「コピー倍率調整機能」）を表示する機能表示項目Ｍ７がコピーメニュー画面Ｔｃに
表示される（図１１（ｂ））。
【０１１５】
　〈削除処理〉
　図６は、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰの削除を行う際の処理動作（すなわち
、図４のステップＳ２５として行われる処理動作）を示すフローチャートである。ただし
、特に記載のない場合、以下の動作は制御部１１の制御下で自動に行われる。
【０１１６】
　はじめに、キー選択画面Ｋ５（図９（ａ））が表示部１５に表示される（ステップＳ５
１）。ここでは、キー選択画面Ｋ５は、コピー待機画面Ｓｃ上にあるソフトキーＰのうち
から、削除を所望するソフトキーＰをユーザに選択させるための画面として機能する。
【０１１７】
　続いて、ステップＳ５１で表示されたキー選択画面Ｋ５から、いずれかのキー項目Ｑが
選択された上で実行キーが操作されたか否かが判断される（ステップＳ５２）。
【０１１８】
　ステップＳ５２で、キー項目Ｑの選択が行われたと判断された場合、当該選択されたキ
ー項目Ｑに対応するソフトキーＰが削除される（ステップＳ５３）。例えば、ステップＳ
５２で、キー項目Ｑ４（「画質」）が選択されたと判断された場合、キー項目Ｑ４に対応
するソフトキーＰ４がコピー待機画面Ｓｃより削除される（図１２（ａ））。
【０１１９】
　続いて、コピーメニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍとして、ステップＳ５２
で選択されたキー項目Ｑに対応するソフトキーＰに対して登録されていた機能を表示する
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機能表示項目Ｍが生成される（ステップＳ５４）。例えば、上記の例においては、ステッ
プＳ５２で選択されたキー項目Ｑ４に対応するソフトキーＰ４に対して登録されていた機
能（「コピー画質調整機能」）を表示する機能表示項目Ｍ８がコピーメニュー画面Ｔｃに
表示される（図１２（ｂ））。
【０１２０】
　〈３－３．ソフトキーの設定処理動作（機能の登録／変更処理）の変形例〉
　図１３は、コピー待機画面ＳｃにあるソフトキーＰに対する機能の登録および登録され
ている機能の変更を行う際の処理動作（すなわち、図４のステップＳ２３として行われる
処理動作）の変形例を示すフローチャートである。
【０１２１】
　以下の変更処理動作は上述したデジタル複合機１の機能構成において実現される。ただ
し、ここでは、上述のソフトキー生成部２１２は、任意の機能が登録可能な未登録状態の
ソフトキー（ソフトキーＰ０）を生成する機能部として構成される。後述するように、ソ
フトキー２１２は、未登録ソフトキーに対して機能の登録が行われた場合に、新たに未登
録ソフトキーを生成する。なお、特に記載のない場合、以下の動作は制御部１１の制御下
で自動に行われる。
【０１２２】
　はじめに、キー選択画面Ｋ５（図９（ａ））が表示部１５に表示される（ステップＳ６
１）。
【０１２３】
　ここでは、キー選択画面Ｋ５は、ユーザに、コピー待機画面Ｓｃ上にあるうちのいずれ
のソフトキーＰに対して機能登録の変更を実行するか、を選択させるための画面として機
能する。
【０１２４】
　例えば、コピー待機画面Ｓｃに図７（ａ）に示すようなソフトキーＰがそれぞれ設けら
れている場合、キー選択画面Ｋ５には、ソフトキーＰ０～Ｐ５の各キーに対応する「キー
項目Ｑ０～Ｑ５」が一覧表示される。各キー項目Ｑ１～Ｑ５内には、対応するソフトキー
Ｐ内に表示された機能の名称（すなわち、当該キーに登録されている機能の名称）が表示
される。また、「空白」のソフトキーＰ０に対応するキー項目Ｑ０内には「未登録」との
表示がなされる。
【０１２５】
　ユーザは、キー選択画面Ｋ５に表示されたキー項目Ｑ０～Ｑ５のいずれかをテンキー等
を操作して選択した上で所定の実行キー（図示省略）を操作することによって、選択した
キー項目Ｑに対応するソフトキーＰに登録された機能の変更処理を実行させることができ
る。また、ユーザは、キー項目Ｑ０をテンキー等を操作して選択した上で所定の実行キー
（図示省略）を操作することによって、キー項目Ｑ０に対応するソフトキーＰ０に対して
所望の機能を登録することができる。
【０１２６】
　続いて、ステップＳ６１で表示されたキー選択画面Ｋ５から、いずれかのキー項目Ｑが
選択された上で実行キーが操作されたか否かが判断される（ステップＳ６２）。
【０１２７】
　ステップＳ６２で、キー項目Ｑの選択が行われたと判断されると、続いて、登録機能選
択画面Ｋ６（図９（ｂ））が表示部１５に表示される（ステップＳ６３）。ここでは、登
録機能選択画面Ｋ６は、ユーザがステップＳ５２で選択したキー項目Ｑに対応するソフト
キーＰに対して新たに登録を所望する機能の種類をユーザに選択させるための画面として
機能する。
【０１２８】
　続いて、ステップＳ６３で表示された登録機能選択画面Ｋ６から、新たに登録すべき機
能が選択されたか否かが判断される（ステップＳ６４）。
【０１２９】
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　ステップＳ６４で、新たに登録するべき機能が選択されたと判断された場合、当該選択
された機能が、ステップＳ６２で選択されたソフトキーＰに対して登録される（ステップ
Ｓ６５）。例えば、ステップＳ６３でキー項目Ｑ０（「未登録」）が選択され、ステップ
Ｓ６４で機能項目Ｒ１（「集約コピー」）が選択された場合、キー項目Ｑ０に対応するソ
フトキーＰ０に対して、「集約コピー機能」が登録されてソフトキーＰ６とされるととも
に、ソフトキーＰ６内に「集約コピー／ＯＦＦ」の表示がされる（図１０（ａ））。
【０１３０】
　続いて、コピーメニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍのうち、ステップＳ６４
で選択された機能を表示する機能表示項目Ｍが削除される（ステップＳ６６）。例えば、
上記の例の場合、ステップＳ６４で選択された機能項目Ｒ１に対応する機能を表示する機
能表示項目Ｍ１がコピーメニュー画面Ｔｃより削除される（図１０（ｂ））。
【０１３１】
　続いて、ステップＳ６２で選択されたキー項目Ｑがキー項目Ｑ０（すなわち、ソフトキ
ーＰ０に対応するキー項目）であるか否かが判断される（ステップＳ６７）。
【０１３２】
　ステップＳ６７で、キー項目Ｑ０が選択されたと判断された場合、続いて、空白のソフ
トキーＰ０がコピー待機画面Ｓｃに表示すべきソフトキーとして生成される（図１０（ａ
））（ステップＳ６８）。なお、生成されたソフトキーＰ０は、待機画面内に配置された
一連のソフトキーＰの並びの中で最後尾に配置される。
【０１３３】
　ステップＳ６７で、キー項目Ｑ０が選択されたと判断されない場合、続いて、コピーメ
ニュー画面Ｔｃに表示される機能表示項目Ｍとして、ステップＳ６２で選択されたソフト
キーＰに対して変更前に登録されていた機能を表示する機能表示項目Ｍが生成される（ス
テップＳ６９）。
【０１３４】
　〈４．第２の実施の形態〉
　図１４は、第２の実施の形態に相当する機能が組み込まれたデジタル複合機１の表示部
１５および操作部１４の一部分の構成の変形例を示す図である。なお、以下においては第
１の実施の形態と相違する点のみを説明する。
【０１３５】
　第２の実勢の形態においては、操作部１４には、第１の実施の形態と同様のキー（機能
切り替えキー１４１、メニューキー１４２）の他に、機能登録キー１４３が設けられてい
る。
【０１３６】
　機能登録キー１４３は、第１の実施の形態におけるソフトキーＰ０と同様の機能を有す
るキーである。すなわち、機能登録キー１４３を押下すると、ユーザの所望する機能の登
録された新たなソフトキーを生成する処理が開始される。より具体的には、表示部１５に
コピー待機画面Ｓｃが表示されている状態において、ユーザが機能登録キー１４３を押下
すると、当該操作に応じて、コピー待機画面Ｓｃにユーザの所望する機能の登録された新
たなソフトキーを生成する処理（図５のステップＳ２４以降の処理）が開始される。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】第１の実施の形態に係るデジタル複合機の構成を示すブロック図である。
【図２】表示部および操作部の一部分の構成例を示す図である。
【図３】ソフトキーの設定を行う際の処理動作を示すフローチャートである。
【図４】コピー待機画面にあるソフトキーの設定処理動作を示すフローチャートである。
【図５】コピー待機画面にあるソフトキーに対する機能の登録および登録されている機能
の変更を行う際の処理動作を示すフローチャートである。
【図６】コピー待機画面にあるソフトキーの削除を行う際の処理動作を示すフローチャー
トである。
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【図７】コピー待機画面およびコピーメニュー画面の構成例を示す図である。
【図８】機器設定画面、機器管理画面、待機画面選択画面、設定内容選択画面、それぞれ
の構成例を示す図である。
【図９】キー選択画面、登録機能選択画面、それぞれの構成例を示す図である。
【図１０】ユーザの所望する機能の登録された新たなソフトキーが生成された場合のコピ
ー待機画面およびコピーメニュー画面の構成例を示す図である。
【図１１】登録された機能の変更処理が行われた場合のコピー待機画面およびコピーメニ
ュー画面の構成例を示す図である。
【図１２】ソフトキーの削除処理が行われた場合のコピー待機画面およびコピーメニュー
画面の構成例を示す図である。
【図１３】コピー待機画面にあるソフトキーに対する機能の登録および登録されている機
能の変更を行う際の処理動作を示すフローチャートである。
【図１４】表示部および操作部の一部分の構成例を示す図である。
【図１５】新たなソフトキーを生成する機能を表現する第１の説明図である。
【図１６】新たなソフトキーを生成する機能を表現する第２の説明図である。
【符号の説明】
【０１３８】
１　デジタル複合機
２１　ソフトキー管理部
２２　メニュー画面管理部
２１１　機能登録部
２１２　ソフトキー生成部
２１３　ソフトキー表示管理部
Ｓｃ　コピー待機画面
Ｔｃ　コピーメニュー画面
Ｐ　ソフトキー
Ｍ　機能表示項目



(19) JP 4305451 B2 2009.7.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 4305451 B2 2009.7.29
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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