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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末ディスプレイと、入力インタフェースとを備える情報処理端末によって読み取り可
能なプログラムであって、
　該プログラムは、
　画像形成装置の装置ディスプレイの指定位置に表示され、且つ前記画像形成装置が実行
可能な複数の動作の１つが対応付けられた表示オブジェクトを識別する複数のオブジェク
トＩＤを取得する取得処理と、
　前記取得処理で取得した前記オブジェクトＩＤに対応付ける画像データをユーザに選択
させるためのカスタマイズ画面を、前記端末ディスプレイに表示させる表示処理と、
　前記カスタマイズ画面を前記端末ディスプレイに表示させた後に、前記取得処理で取得
した前記オブジェクトＩＤと対応付けて前記画像データを指定するユーザ操作を、前記入
力インタフェースを通じて受け付ける受付処理と、
　前記受付処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けて指定された前記画像データで示され
る第１画像を、前記表示オブジェクトに適した第１表示条件に合致するオブジェクト画像
に加工する加工処理と、
　カスタム画面データを生成する生成処理とを前記情報処理端末に実行させ、前記カスタ
ム画面データは、前記加工処理で加工した前記オブジェクト画像を、対応する前記オブジ
ェクトＩＤで識別される前記表示オブジェクトとして、前記装置ディスプレイに表示させ
るためのデータであり、
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　該プログラムは、前記カスタム画面データを出力する出力処理を前記情報処理端末に実
行させるプログラム。
【請求項２】
　前記第１表示条件は、前記表示オブジェクトの指定サイズを示し、
　該プログラムは、前記加工処理において、前記オブジェクト画像が前記指定サイズに一
致するように、前記第１画像の縦横比を維持したまま拡大或いは縮小し、且つ拡大或いは
縮小した前記第１画像の外縁に透過画素を付加する請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記第１表示条件は、ユーザが選択する前と選択した後とで前記表示オブジェクトの表
示態様を異ならせることであり、
　該プログラムは、
　前記加工処理において、前記受付処理で指定された前記画像データで示される第１画像
から、第１オブジェクト画像と、前記第１オブジェクト画像と輪郭線が同一で且つ輝度、
明度、及び彩度の少なくとも１つが異なる第２オブジェクト画像とを生成し、
　前記生成処理において、ユーザが選択する前の前記表示オブジェクトとして前記第１オ
ブジェクト画像を表示させ、ユーザが選択した後の前記表示オブジェクトとして前記第２
オブジェクト画像を表示させるための前記カスタム画面データを生成する請求項１又は２
に記載のプログラム。
【請求項４】
　該プログラムは、
　前記受付処理において、前記装置ディスプレイ上における前記表示オブジェクトの表示
位置と前記指定位置との差分を示す位置情報を指定するユーザ操作を、前記入力インタフ
ェースを通じてさらに受け付け、
　前記生成処理において、前記位置情報で特定される前記装置ディスプレイ上の位置に、
前記第１画像を表示させるための前記カスタム画面データを生成する請求項１から３のい
ずれかに記載のプログラム。
【請求項５】
　該プログラムは、
　前記受付処理において、前記表示オブジェクトの表示或いは非表示を指定するユーザ操
作を、前記入力インタフェースを通じてさらに受け付け、
　前記表示オブジェクトの表示が前記受付処理で指定された場合の前記生成処理において
、当該表示オブジェクトを表示させるための前記カスタム画面データを生成し、
　前記表示オブジェクトの非表示が前記受付処理で指定された場合の前記生成処理におい
て、当該表示オブジェクトを表示させないための前記カスタム画面データを生成する請求
項１から４のいずれかに記載のプログラム。
【請求項６】
　該プログラムは、
　前記受付処理において、前記オブジェクトＩＤと対応付けずに画像データを指定するユ
ーザ操作を、前記入力インタフェースを通じてさらに受け付け、
　前記加工処理において、前記受付処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けずに指定され
た前記画像データで示される第２画像を、前記第１表示条件と異なる第２表示条件に合致
する背景画像に加工し、
　前記生成処理において、前記加工処理で加工した前記背景画像を、前記装置ディスプレ
イの表示領域の全域で且つ前記表示オブジェクトより奥に表示させるための前記カスタム
画面データを生成する請求項１から５のいずれかに記載のプログラム。
【請求項７】
　前記第１表示条件は、前記表示オブジェクトの指定サイズを示し、
　前記第２表示条件は、前記指定サイズより大きい前記装置ディスプレイの表示領域サイ
ズを示し、
　該プログラムは、前記加工処理において、
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　前記オブジェクト画像が前記指定サイズ以下になるように、前記第１画像の縦横比を維
持したまま拡大或いは縮小し、
　前記背景画像が前記表示領域サイズ以下になるように、前記第２画像の縦横比を維持し
たまま拡大或いは縮小する請求項６に記載のプログラム。
【請求項８】
　該プログラムは、前記加工処理において、拡大或いは縮小した前記第１画像及び前記第
２画像のうち、前記第１画像の外縁にのみ透過画素を付加することによって、前記第１画
像を前記指定サイズの前記オブジェクト画像に加工する請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　該プログラムは、前記加工処理において、拡大或いは縮小した前記第１画像及び前記第
２画像のうち、前記第２画像の外縁にのみ予め定められた色の画素を付加することによっ
て、前記第２画像を前記表示領域サイズの前記背景画像に加工する請求項７又は８に記載
のプログラム。
【請求項１０】
　該プログラムは、
　前記受付処理において、文字列を指定するユーザ操作を、前記入力インタフェースを通
じてさらに受け付け、
　前記生成処理において、前記受付処理で指定された文字列を、前記装置ディスプレイに
表示させるための前記カスタム画面データを生成する請求項１から９のいずれかに記載の
プログラム。
【請求項１１】
　該プログラムは、
　前記生成処理において、前記受付処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けて指定された
前記文字列を、前記オブジェクト画像と対応付けて表示させるための前記カスタム画面デ
ータを生成する請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　該プログラムは、
　前記生成処理において、前記受付処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けずに指定され
た前記文字列を、前記表示オブジェクトを表示させる画面の画面タイトルとして表示させ
るための前記カスタム画面データを生成する請求項１０又は１１のいずれかに記載のプロ
グラム。
【請求項１３】
　前記情報処理端末は、メモリを備えており、
　該プログラムは、前記取得処理において、前記メモリに記憶された複数の前記オブジェ
クトＩＤを、前記メモリから読み出す請求項１から１２のいずれかに記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記情報処理端末は、通信インタフェースを備えており、
　該プログラムは、前記取得処理において、前記通信インタフェースを通じて前記画像形
成装置から複数の前記オブジェクトＩＤを受信する請求項１から１２のいずれかに記載の
プログラム。
【請求項１５】
　該プログラムは、前記受付処理において、前記オブジェクトＩＤと対応付ける動作ＩＤ
を複数の前記動作ＩＤのうちから指定するユーザ操作を、前記入力インタフェースを通じ
てさらに受け付け、複数の前記動作ＩＤそれぞれは、複数の前記動作の１つを識別するた
めの情報であり、
　該プログラムは、前記生成処理において、カスタム動作データ及び指示データをさらに
生成し、前記カスタム動作データは、前記受付処理で指定された前記動作ＩＤで識別され
る前記動作であるカスタム動作を示す情報であり、前記指示データは、前記動作ＩＤが対
応付けられた前記オブジェクトＩＤで識別される前記表示オブジェクトが指定されたとき
に、前記カスタム動作データで示された前記カスタム動作を実行させるための情報であり
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、
　該プログラムは、前記出力処理において、前記生成処理で生成した前記カスタム動作デ
ータ及び前記指示データをさらに出力する請求項１から１４のいずれかに記載のプログラ
ム。
【請求項１６】
　端末ディスプレイ、第１入力インタフェース、及び第１コントローラを備える情報処理
端末と、装置ディスプレイ、第２入力インタフェース、第２通信インタフェース、及び第
２コントローラを備える画像形成装置とを備えるシステムであって、
　前記第１コントローラは、
　前記装置ディスプレイの指定位置に表示され、且つ前記画像形成装置が実行可能な複数
の動作の１つが対応付けられた表示オブジェクトを識別する複数のオブジェクトＩＤを取
得する取得処理と、
　前記取得処理で取得した前記オブジェクトＩＤに対応付ける画像データをユーザに選択
させるためのカスタマイズ画面を、前記端末ディスプレイに表示させる表示処理と、
　前記カスタマイズ画面を前記端末ディスプレイに表示させた後に、前記取得処理で取得
した前記オブジェクトＩＤと対応付けて前記画像データを指定するユーザ操作を、前記第
１入力インタフェースを通じて受け付ける受付処理と、
　前記受付処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けて指定された前記画像データで示され
る第１画像を、前記表示オブジェクトに適した第１表示条件に合致するオブジェクト画像
に加工する加工処理と、
　カスタム画面データを生成する生成処理とを実行し、前記カスタム画面データは、前記
加工処理で加工した前記オブジェクト画像を、対応する前記オブジェクトＩＤで識別され
る前記表示オブジェクトとして、前記装置ディスプレイに表示させるためのデータであり
、
　前記第１コントローラは、前記カスタム画面データを出力する出力処理を実行し、
　前記第２コントローラは、
　前記第２通信インタフェースを通じて前記情報処理端末から前記カスタム画面データを
受信する受信処理と、
　前記カスタム画面データで示される前記第１画像を、前記オブジェクトＩＤで識別され
る前記表示オブジェクトとして、前記装置ディスプレイの前記指定位置に表示させる表示
処理と、
　前記装置ディスプレイに表示された前記表示オブジェクトを指定するユーザ操作を、前
記第２入力インタフェースを通じて受け付ける第２受付処理と、
　前記第２受付処理で指定された前記表示オブジェクトに対応付けられた前記動作を実行
する実行処理とを実行するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置のユーザインタフェースをカスタマイズする情報処理端末のプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、プリンタのディスプレイに表示される画面をカスタマイズする
情報処理端末のプログラムが開示されている。より詳細には、当該プログラムは、画面が
定義されたＵＩ情報をプリンタから受信し、受信したＵＩ情報をユーザに編集させ、編集
されたＵＩ情報をプリンタに送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５４４７４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のプログラムでは、ＵＩ部品の表示位置、表示サイズ
、或いは表示色等を変更することができるに留まる。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像形成装置のユー
ザインタフェースを柔軟にカスタマイズ可能な情報処理端末のプログラムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書では様々な開示を行う。開示例の１つであるプログラムは、端末ディスプレイ
と、入力インタフェースとを備える情報処理端末によって読み取り可能である。該プログ
ラムは、画像形成装置の装置ディスプレイの指定位置に表示され、且つ前記画像形成装置
が実行可能な複数の動作の１つが対応付けられた表示オブジェクトを識別する複数のオブ
ジェクトＩＤを取得する取得処理と、前記取得処理で取得した前記オブジェクトＩＤに対
応付ける画像データをユーザに選択させるためのカスタマイズ画面を、前記端末ディスプ
レイに表示させる表示処理と、前記カスタマイズ画面を前記端末ディスプレイに表示させ
た後に、前記取得処理で取得した前記オブジェクトＩＤと対応付けて前記画像データを指
定するユーザ操作を、前記入力インタフェースを通じて受け付ける受付処理と、前記受付
処理で前記オブジェクトＩＤと対応付けて指定された前記画像データで示される第１画像
を、前記表示オブジェクトに適した第１表示条件に合致するオブジェクト画像に加工する
加工処理と、カスタム画面データを生成する生成処理とを前記情報処理端末に実行させる
。前記カスタム画面データは、前記加工処理で加工した前記オブジェクト画像を、対応す
る前記オブジェクトＩＤで識別される前記表示オブジェクトとして、前記装置ディスプレ
イに表示させるためのデータである。該プログラムは、前記カスタム画面データを出力す
る出力処理を前記情報処理端末に実行させる。
【０００７】
　上記構成によれば、表示オブジェクトとして用いる画像データをユーザに指定させ、指
定された画像データで示される第１画像を第１表示条件に合致するように加工する。すな
わち、ユーザは、対応する動作を端的に表すオブジェクト画像を、表示オブジェクトとし
て装置ディスプレイに表示させることができるので、画像形成装置のユーザインタフェー
スを柔軟にカスタマイズすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態に係るシステム１００を構成する複合機１０及び情報処理端
末５０のブロック図である。
【図２】図２は、メモリ３２に記憶されたデータの例であって、（Ａ）は標準画面データ
を、（Ｂ）は標準動作データを示す。
【図３】図３は、端末プログラム６５が生成したデータの例であって、（Ａ）動作情報リ
ストを、（Ｂ）はカスタム画面データを示す。
【図４】図４は、端末プログラム６５が生成したデータの例であって、（Ａ）及び（Ｂ）
はカスタム動作データを、（Ｃ）は指示スクリプトを示す。
【図５】図５（Ａ）はカスタムデータ生成処理のフローチャートであり、図５（Ｂ）は動
作情報レコード登録処理のフローチャートである。
【図６】図６は、カスタム画面データ生成処理のフローチャートである。
【図７】図７は、メイン処理のフローチャートである。
【図８】図８は、［Ｉｃｏｎ］タブ１１０が選択されたカスタム設定画面の表示例である
。
【図９】図９は、［Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ］タブ１２０が選択されたカスタム設定画面の
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表示例である。
【図１０】図１０は、ディスプレイ５３の表示例であって、（Ａ）は動作選択画面を、（
Ｂ）はパラメータ選択画面を示す。
【図１１】図１１は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じたユーザ操作を受け付けた後のカスタム設定
画面の表示例である。
【図１２】図１２は、ディスプレイ２３の表示例であって、（Ａ）は標準画面を、（Ｂ）
はカスタム画面を示す。
【図１３】図１３（Ａ）は動作アイコン１５１が選択されたカスタム画面を、図１３（Ｂ
）はアイコン画像を加工する手順を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、適宜図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、以下に説明され
る実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、本発明の実施形
態を適宜変更できることは言うまでもない。例えば、後述する各処理の実行順序は、本発
明の要旨を変更しない範囲で、適宜変更することができる。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係るシステム１００の概略図である。図１に示されるシステム１
００は、複合機１０と、情報処理端末５０とで構成されている。複合機１０及び情報処理
端末５０は、通信ネットワーク１０１を通じて相互に通信可能に構成されている。通信ネ
ットワーク１０１の具体例は特に限定されないが、例えば、インターネット、有線ＬＡＮ
、無線ＬＡＮ、或いはこれらの組み合わせであってもよい。または、複合機１０及び情報
処理端末５０は、ＵＳＢケーブル等によって接続されていてもよい。
【００１１】
　複合機１０は、図１に示されるように、プリンタ１１と、スキャナ１２と、ＦＡＸ部１
３と、ディスプレイ２３と、入力Ｉ／Ｆ２４と、通信Ｉ／Ｆ２５と、ＣＰＵ３１と、メモ
リ３２と、通信バス３３とを主に備える。複合機１０を構成する各構成要素は、通信バス
３３を通じて相互に接続されている。複合機１０は、画像形成装置の一例である。複合機
１０の各構成要素は、後述する動作を実行する動作部の一例である。
【００１２】
　プリンタ１１は、画像データで示される画像をシートに記録するプリント動作を実行す
る。プリンタ１１の記録方式としては、インクジェット方式や電子写真方式などの公知の
方式を採用することができる。スキャナ１２は、原稿に記録された画像を読み取ってスキ
ャンデータを生成するスキャン動作を実行する。ＦＡＸ部１３は、画像データを外部装置
にＦＡＸ送信し、画像データを外部装置からＦＡＸ受信するＦＡＸ動作を実行する。
【００１３】
　ディスプレイ２３は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等であり、各種情報を
表示する表示面を備える。ディスプレイ２３は、装置ディスプレイの一例である。
【００１４】
　入力Ｉ／Ｆ２４は、ユーザによる入力操作を受け付けるユーザインタフェースである。
具体的には、入力Ｉ／Ｆ２４はボタンを有しており、押下されたボタンに対応づけられた
各種の操作信号をＣＰＵ３１へ出力する。さらに、入力Ｉ／Ｆ２４は、ディスプレイ２３
の表示面に重畳された膜状のタッチセンサを有していてもよい。ディスプレイ２３の表示
面に表示されたオブジェクトを指定する操作、文字列或いは数字列を入力する操作は、ユ
ーザ操作の一例である。「オブジェクト」とは、例えば、ディスプレイ２３に表示された
文字列、アイコン、ボタン、リンク、ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニ
ュー等である。入力Ｉ／Ｆ２４は、第２入力インタフェースの一例である。
【００１５】
　タッチセンサとして実現される入力Ｉ／Ｆ２４は、ユーザがタッチした表示面上の位置
を示す位置情報を出力する。なお、本明細書中における「タッチ」とは、入力媒体を表示
面に接触させる操作全般を含む。また、入力媒体が表示面に触れていなくても、表示面と
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の間の距離がごく僅かな位置まで入力媒体を近接させる「ホバー」或いは「フローティン
グタッチ」を、前述の「タッチ」の概念に含めてもよい。さらに入力媒体とは、ユーザの
指であってもよいし、タッチペン等であってもよい。ディスプレイ２３に表示されたオブ
ジェクトの位置のタップするユーザ操作は、当該オブジェクトを指定するユーザ操作の一
例である。
【００１６】
　通信Ｉ／Ｆ２５は、通信ネットワーク１０１を通じて外部装置と通信可能な通信インタ
フェースの一例である。すなわち、複合機１０は、通信Ｉ／Ｆ２５を通じて外部装置に各
種データを送信し、通信Ｉ／Ｆ２５を通じて外部装置から各種データを受信する。以下、
通信Ｉ／Ｆ２５が外部装置にデータを送信する動作をアップロード動作と表記し、通信Ｉ
／Ｆ２５が外部装置からデータを受信する動作をダウンロード動作と表記する。通信Ｉ／
Ｆ２５の具体的な通信手順は特に限定されないが、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（Wi-Fi Alliance
の登録商標）を採用することができる。また、複合機１０及び情報処理端末５０がＵＳＢ
ケーブル等で接続される場合、通信Ｉ／Ｆ２５は、ＵＳＢケーブルを着脱可能なＵＳＢイ
ンタフェースであってもよい。
【００１７】
　また、複合機１０は、複数の動作を組み合わせた複合動作を実行することができる。複
合動作の一例であるスキャンアップロード動作は、スキャン動作でスキャナ１２が生成し
たスキャンデータを、アップロード動作で通信Ｉ／Ｆ２５が外部装置に送信する複合動作
である。スキャンアップロード動作において、スキャナ１２は第１動作部の一例であり、
スキャン動作は第１動作の一例であり、通信Ｉ／Ｆ２５は第２動作部の一例であり、アッ
プロード動作は第２動作の一例である。
【００１８】
　複合動作の他の例であるコピー動作は、スキャン動作でスキャナ１２が生成したスキャ
ンデータで示される画像を、プリント動作でプリンタ１１がシートに記録する複合動作で
ある。コピー動作において、スキャナ１２は第１動作部の一例であり、スキャン動作は第
１動作の一例であり、プリンタ１１は第２動作部の一例であり、プリント動作は第２動作
の一例である。
【００１９】
　複合機１０が実行可能な動作は、動作ＩＤによって識別される。例えば、プリンタ１１
が実行するプリント動作は動作ＩＤ“Ｐｒｉｎｔ”で識別され、スキャナ１２が実行する
スキャン動作は動作ＩＤ“Ｓｃａｎ”で識別され、ＦＡＸ部１３が実行するＦＡＸ動作は
動作ＩＤ“ＦＡＸ”で識別され、通信Ｉ／Ｆ２５が実行するアップロード動作、ダウンロ
ード動作は動作ＩＤ“Ｕｐｌｏａｄ”、“Ｄｏｗｎｌｏａｄ”で識別され、コピー動作は
動作ＩＤ“Ｃｏｐｙ”で識別され、スキャンアップロード動作は動作ＩＤ“Ｓｃａｎ　ｔ
ｏ　ＦＴＰ”で識別される。
【００２０】
　複合機１０は、動作パラメータに従って動作を実行する。動作パラメータは、動作の実
行条件を示す情報である。動作パラメータは、１以上の項目（例えば、解像度、形式、サ
イズ、色、サーバＩＤ）それぞれの設定値を含む。動作パラメータの項目は、対応する動
作によって異なる。スキャン動作の動作パラメータは、例えば、項目“解像度”、“形式
”の設定値を含むことができる。プリント動作の動作パラメータは、例えば、項目“サイ
ズ”、“色”の設定値を含むことができる。アップロード動作の動作パラメータは、例え
ば、項目“サーバＩＤ”の設定値を含むことができる。
【００２１】
　項目“解像度”の設定値は、原稿の読取解像度を示す。項目“形式”の設定値は、スキ
ャンデータのファイル形式を示す。項目“サイズ”は、画像を記録するシートのサイズを
示す。項目“色”は、プリント動作で用いる色を示す。項目“サーバＩＤ”は、データの
アップロード先のサーバを識別する。但し、各動作の動作パラメータは、前述の項目の全
てを含んでいなくてもよいし、前述の項目以外の項目をさらに含んでもよい。
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【００２２】
　また、複合動作の動作パラメータは、図３（Ａ）に示されるように、複合動作を構成す
る複数の動作それぞれの動作パラメータを含む。コピー動作の動作パラメータは、スキャ
ン動作の動作パラメータである項目“解像度”の設定値と、プリント動作の動作パラメー
タである項目“サイズ”、“色”の設定値とを含む。スキャンアップロード動作の動作パ
ラメータは、スキャン動作の動作パラメータである項目“解像度”、“形式”の設定値と
、アップロード動作の動作パラメータである項目“サーバＩＤ”の設定値とを含む。
【００２３】
　ＣＰＵ３１は、複合機１０の全体動作を制御するものである。ＣＰＵ３１は、入力Ｉ／
Ｆ２４から出力される各種情報、通信Ｉ／Ｆ２５を通じて外部装置から取得した各種情報
等に基づいて、後述する各種プログラムをメモリ３２から取得して実行する。ＣＰＵ３１
及びメモリ３２は、第２コントローラの一例を構成する。
【００２４】
　メモリ３２は、ＯＳ３４と、装置プログラム３５とを記憶している。装置プログラム３
５は、単一のプログラムであってもよいし、複数のプログラムの集合体であってもよい。
また、メモリ３２は、装置プログラム３５の実行に必要なデータ或いは情報等を記憶する
。メモリ３２は、例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＨＤＤ、複合機１０に着脱さ
れるＵＳＢメモリ等の可搬記憶媒体、ＣＰＵ３１が備えるバッファ等、或いはそれらの組
み合わせによって構成される。
【００２５】
　メモリ３２は、コンピュータが読み取り可能なストレージ媒体であってもよい。コンピ
ュータが読み取り可能なストレージ媒体とは、ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙな媒体であ
る。ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙな媒体には、上記の例の他に、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
－ＲＯＭ等の記録媒体も含まれる。また、ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙな媒体は、ｔａ
ｎｇｉｂｌｅな媒体でもある。一方、インターネット上のサーバなどからダウンロードさ
れるプログラムを搬送する電気信号は、コンピュータが読み取り可能な媒体の一種である
コンピュータが読み取り可能な信号媒体であるが、ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙなコン
ピュータが読み取り可能なストレージ媒体には含まれない。後述する情報処理端末５０の
メモリ６２についても同様である。
【００２６】
　メモリ３２は、例えば、標準画面データと、複数の標準動作データとを記憶している。
標準画面データ及び複数の標準動作データは、例えば、複合機１０の出荷前に製造メーカ
によってメモリ３２に記憶される。標準画面データ及び複数の標準動作データの形式は特
に限定されないが、例えば、ＸＭＬ形式の情報であってもよい。
【００２７】
　標準画面データは、ディスプレイ２３に表示させる標準画面を示すための情報である。
標準画面データは、例えば図２（Ａ）に示されるように、＜ＤｉｓｐｌａｙＩＤ＞タグの
要素である画面ＩＤと、＜ＤｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＞タグの要素である画面タイトルと、
＜Ｉｃｏｎ＞タグの要素である複数のアイコン情報とを含む。画面ＩＤ“００１”は、デ
ィスプレイ２３に表示させる複数の画面のうちの１つを識別する。画面タイトル“標準画
面”は、画面ＩＤ“００１”で識別される画面のタイトルとして当該画面に表示される文
字列である。複数のアイコン情報は、図１２（Ａ）に示されるように、当該画面の指定位
置に表示される動作アイコン１５１、１５２、１５３を示す情報である。
【００２８】
　アイコン情報は、＜ＩｃｏｎＩＤ＞タグの要素であるアイコンＩＤと、＜ＩｃｏｎＩｍ
ａｇｅ＞タグの要素であるデータＩＤと、＜ＩｃｏｎＴｅｘｔ＞タグの要素であるアイコ
ンテキストと、＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞タグの要素である機能ＩＤとを含む。アイコン
情報は、動作アイコン１５１、１５２、１５３の１つに対応する。動作アイコン１５１、
１５２、１５３に対応付けられたアイコン情報の形式は共通するので、以下、動作アイコ
ン１５１に対応付けられたアイコン情報について説明する。
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【００２９】
　アイコンＩＤ“００１”は、動作アイコン１５１を識別するオブジェクトＩＤの一例で
ある。＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素であるデータＩＤ“//standard/standard_icon01_nor
mal.jpeg”は、入力Ｉ／Ｆ２４を通じて指定される前の動作アイコン１５１を示す選択前
画像データの所在を示す。＜Ｐｕｓｈｅｄ＞タグの要素であるデータＩＤ“//standard/s
tandard_icon01_pushed.jpeg”は、入力Ｉ／Ｆ２４を通じて指定された後の動作アイコン
１５１を示す選択後画像データの所在を示す。なお、「入力Ｉ／Ｆ２４を通じたアイコン
の指定」とは、例えば、タップ操作を指す。アイコンテキスト“スキャン”は、動作アイ
コン１５１に対応付けて表示される文字列である。機能ＩＤ“００１”は、動作アイコン
１５１に対応付けられた標準動作データを識別する。
【００３０】
　標準動作データは、入力Ｉ／Ｆ２４を通じて動作アイコン１５１～１５３が指定された
ときに、複合機１０が実行すべき動作を示すデータである。動作アイコン１５１、１５２
、１５３に対応付けられた標準動作データの形式は共通するので、以下、動作アイコン１
５１に対応付けられた標準動作データについて説明する。
【００３１】
　標準動作データは、例えば図２（Ｂ）に示されるように、＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞タ
グの要素である機能ＩＤと、＜Ｓｃａｎ＞タグで示される動作ＩＤと、＜Ｓｃａｎ＞タグ
の要素である動作パラメータとを含む。図２（Ｂ）は、動作アイコン１５１に対応付けら
れた標準動作データを示す。機能ＩＤ“００１”は、標準画面データに含まれる機能ＩＤ
に対応する。＜Ｓｃａｎ＞タグは、スキャン動作の動作ＩＤを示す。＜Ｒｅｓｏｌｕｔｉ
ｏｎ＞タグの要素は、項目“解像度”の設定値“３００ｄｐｉ”を示す。＜Ｆｉｌｅ　Ｔ
ｙｐｅ＞タグの要素は、項目“形式”の設定値“ＰＤＦ”を示す。
【００３２】
　情報処理端末５０は、図１に示されるように、ディスプレイ５３と、入力Ｉ／Ｆ５４と
、通信Ｉ／Ｆ５５と、ＣＰＵ６１と、メモリ６２と、通信バス６３とを主に備える。情報
処理端末５０に含まれるディスプレイ５３、入力Ｉ／Ｆ５４、通信Ｉ／Ｆ５５、ＣＰＵ６
１、メモリ６２、及び通信バス６３は、複合機１０に含まれるディスプレイ２３、入力Ｉ
／Ｆ２４、通信Ｉ／Ｆ２５、ＣＰＵ３１、メモリ３２、及び通信バス３３と同様の構成で
あるので、説明は省略する。ディスプレイ５３は端末ディスプレイの一例であり、入力Ｉ
／Ｆ５４は第１入力インタフェースの一例であり、ＣＰＵ６１及びメモリ６２は第１コン
トローラの一例である。情報処理端末５０は、例えば、携帯電話、スマートフォン、タブ
レット端末、或いはＰＣ等である。
【００３３】
　メモリ６２は、ＯＳ６４と、端末プログラム６５とを記憶している。また、メモリ６２
は、図３（Ａ）に示される動作情報リストを記憶することができる。動作情報リストは、
１以上の動作情報レコードを含む。動作情報レコードは、動作ＩＤと、動作パラメータと
、動作名とを含む動作情報の一例である。動作情報レコードは、例えば、端末プログラム
６５のインストール時に動作情報リストに登録されてもよいし、後述する動作情報レコー
ド登録処理で端末プログラム６５によって動作情報リストに登録されてもよい。動作情報
リストの形式は特に限定されないが、例えば、ＸＭＬ形式の情報であってもよい。
【００３４】
　動作ＩＤ及び動作パラメータは、複合機１０が実行可能な動作の動作ＩＤ及び動作パラ
メータである。動作名は、対応する動作ＩＤで識別される動作の名称を表すテキスト形式
の情報である。動作名は、例えば、情報処理端末５０のユーザによって任意に決定される
。図３（Ａ）の例では、スキャンアップロード動作がテキスト“スキャンサーバ”で表さ
れ、コピー動作がテキスト“モノコピー”で表される。
【００３５】
　また図示は省略するが、メモリ６２は、指定装置ＩＤを記憶することができる。指定装
置ＩＤは、通信Ｉ／Ｆ５５を通じて通信可能な複数の複合機１０のうち、ユーザによって
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指定された複合機１０を識別する。端末プログラム６５は、例えば、通信Ｉ／Ｆ５５を通
じて通信可能な複数の複合機１０それぞれに対応する複数の装置アイコンをディスプレイ
５３に表示させ、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて指定された装置アイコンに対応する複合機１０
を指定装置に決定する。そして、端末プログラム６５は、決定した指定装置の装置ＩＤを
、指定装置ＩＤとしてメモリ６２に記憶させる。
【００３６】
　図５～図７を参照して、本実施形態に係るシステム１００の動作を説明する。
【００３７】
　本明細書のフローチャートは、基本的に、プログラムに記述された命令に従ったＣＰＵ
３１、６１の処理を示す。すなわち、以下の説明における「判断」、「抽出」、「選択」
、「算出」、「決定」、「特定」、「制御」等の処理は、ＣＰＵ３１、６１の処理を表し
ている。ＣＰＵ６１による処理は、ＯＳ６４を介したハードウェア制御も含む。また、本
明細書中の「データ」とは、コンピュータに読取可能なビット列で表される。そして、実
質的な意味内容が同じでフォーマットが異なるデータは、同一のデータとして扱われるも
のとする。本明細書中の「情報」についても同様である。
【００３８】
［カスタムデータ生成処理］
　端末プログラム６５は、例えば入力Ｉ／Ｆ５４を通じたユーザの指示で起動されたこと
に応じて、カスタムデータ生成処理を実行する。カスタムデータ生成処理は、後述するカ
スタム設定画面を通じて入力を受け付けた情報に基づいて、カスタム画面データ、カスタ
ム動作データ、及び指示スクリプトを生成する処理である。図５（Ａ）を参照して、カス
タムデータ生成処理の詳細を説明する。
【００３９】
　まず、端末プログラム６５は、指定装置の装置情報を取得する（Ｓ１１）。一例として
、端末プログラム６５は、メモリ６２から装置情報を読み出してもよい。他の例として、
端末プログラム６５は、通信Ｉ／Ｆ５５を通じて指定装置から装置情報を受信してもよい
。他の例として、端末プログラム６５は、指定装置のモデル名を示すモデル情報を通信Ｉ
／Ｆ５５を通じて不図示のサーバに送信してもよい。そして、端末プログラム６５は、モ
デル情報に対応付けてサーバメモリに記憶された装置情報を、通信Ｉ／Ｆ５５を通じてサ
ーバから受信してもよい。Ｓ１１の処理は、取得処理、第１取得処理、第２取得処理、及
び第３取得処理の一例である。
【００４０】
　装置情報は、例えば、図２（Ａ）に示される標準画面データと、複数のアイコンＩＤと
、複数の動作ＩＤと、動作ＩＤで示される各動作の動作パラメータの設定値の候補とを含
む。アイコンＩＤは、指定装置のディスプレイ２３に表示される複数のアイコンの１つを
識別する。動作ＩＤは、指定装置が実行可能な複数の動作それぞれを識別する。動作パラ
メータの設定値の候補とは、動作パラメータに含まれる複数の項目それぞれについて、設
定され得る複数の設定値の候補である。装置情報は、後述する第１表示条件及び第２表示
条件を示す条件情報をさらに含んでもよい。装置情報の形式は特に限定されないが、例え
ば、ＸＭＬ形式の情報であってもよい。
【００４１】
　装置情報は、例えば、アイコンＩＤ“００１”、“００２”、“００３”を含む。装置
情報は、例えば、動作ＩＤ“Ｓｃａｎ”、“Ｐｒｉｎｔ”、“Ｕｐｌｏａｄ”、“Ｄｏｗ
ｎｌｏａｄ”、“Ｃｏｐｙ”、“Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＦＴＰ”を含む。装置情報は、例えば
、項目“解像度”の設定値の候補“３００ｄｐｉ”、“６００ｄｐｉ”と、項目“形式”
の設定値の候補“ＰＤＦ”、“ＴＩＦＦ”と、項目“サイズ”の設定値の候補“Ａ４”、
“Ｂ５”、“Ｌ版”と、項目“色”の設定値の候補“カラー”、“モノクロ”と、項目“
サーバＩＤ”の設定値の候補“www.server-a.com”、“www.server-b.com”とを含む。
【００４２】
　次に、端末プログラム６５は、図８或いは図９に示されるカスタム設定画面をディスプ



(11) JP 6662202 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

レイ５３に表示させる（Ｓ１２）。カスタム設定画面は、複合機１０に表示させる画面を
、ユーザにカスタマイズさせるカスタマイズ画面或いは第１画面の一例である。そして、
端末プログラム６５は、カスタム設定画面に対するユーザ操作を、入力Ｉ／Ｆ５４を通じ
て受け付ける（Ｓ１３）。Ｓ１２の処理は表示処理或いは第１表示処理の一例であり、Ｓ
１３の処理は第１受付処理の一例である。
【００４３】
　より詳細には、カスタム設定画面は、例えば、Ｓ１１で取得したアイコンＩＤに対応付
ける動作ＩＤを、Ｓ１１で取得した複数の動作ＩＤのうちからユーザに選択させるための
画面である。また、カスタム設定画面は、例えば、Ｓ１１で取得したアイコンＩＤに対応
付ける画像データをユーザに選択させるための画面である。さらに、カスタム設定画面は
、複合機１０のディスプレイ２３に表示させる他の様々な情報をユーザに指定させるため
の画面である。
【００４４】
　カスタム設定画面は、［Ｉｃｏｎ］タブ１１０と、［Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ］タブ１２
０とを含む。より詳細には、端末プログラム６５は、［Ｉｃｏｎ］タブ１１０の指定を入
力Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付けたことに応じて、図８に示されるように、Ｓ１１で取得し
た標準画面データに含まれる複数の＜Ｉｃｏｎ＞タグそれぞれに対応する複数のオブジェ
クト１１１～１１６と、［登録］アイコン１１７と、［生成］アイコン１１８とを含むカ
スタム設定画面を、ディスプレイ５３に表示させる。図８に示されるカスタム設定画面は
、複合機１０のディスプレイ２３に表示させるアイコンを、ユーザにカスタマイズさせる
ための画面である。
【００４５】
　チェックボックス１１１Ａ、画像アイコン１１２Ａ、テキストボックス１１３Ａ、１１
４Ａ、１１５Ａ、プルダウンメニュー１１６Ａは、アイコンＩＤ＝“００１”を含む＜Ｉ
ｃｏｎ＞タグの要素をユーザに編集させるためのオブジェクトである。チェックボックス
１１１Ｂ、画像アイコン１１２Ｂ、テキストボックス１１３Ｂ、１１４Ｂ、１１５Ｂ、プ
ルダウンメニュー１１６Ｂは、アイコンＩＤ＝“００２”を含む＜Ｉｃｏｎ＞タグの要素
をユーザに編集させるためのオブジェクトである。チェックボックス１１１Ｃ、画像アイ
コン１１２Ｃ、テキストボックス１１３Ｃ、１１４Ｃ、１１５Ｃ、プルダウンメニュー１
１６Ｃは、アイコンＩＤ＝“００３”を含む＜Ｉｃｏｎ＞タグの要素をユーザに編集させ
るためのオブジェクトである。各アイコンＩＤに対応するオブジェクトの機能は共通する
ので、以下、アイコンＩＤ＝“００１”に対応するオブジェクト１１１Ａ～１１６Ａにつ
いて説明する。
【００４６】
　チェックボックス１１１Ａは、動作アイコン１５１の表示或いは非表示を切り替える指
示に対応する。より詳細には、チェックされたチェックボックス１１１Ａは動作アイコン
１５１を表示させる指示に対応し、チェックが解除されたチェックボックス１１１Ａは動
作アイコン１５１を非表示にする指示に対応する。チェックボックス１１１Ａの初期状態
は、チェックされた状態である。
【００４７】
　画像アイコン１１２Ａは、動作アイコン１５１を示す画像データを変更する指示に対応
する。端末プログラム６５は、例えば、画像アイコン１１２Ａの指定を入力Ｉ／Ｆ５４を
通じて受け付けたことに応じて、メモリ６２或いはインターネット上の不図示のサーバに
記憶された画像データの一覧をディスプレイ５３に表示し、表示した複数の画像データの
うちの１つを入力Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付ける。そして、端末プログラム６５は、指定
された画像データで示される画像を画像アイコン１１２Ａとして表示させる。画像アイコ
ン１１２Ａの初期状態は、標準画面データの＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素で示される画像
データで示される画像である。
【００４８】
　テキストボックス１１３Ａは、動作アイコン１５１に対応付けて表示されるアイコンテ
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キストを変更する指示に対応する。端末プログラム６５は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて入力
された文字列を、テキストボックス１１３Ａに表示させる。テキストボックス１１３Ａに
最初に表示される文字列は、標準画面データの＜ＩｃｏｎＴｅｘｔ＞タグの要素である文
字列“スキャン”である。
【００４９】
　テキストボックス１１４Ａ、１１５Ａは、動作アイコン１５１の表示位置を示す位置情
報を変更する指示に対応する。位置情報は、編集された表示位置と、複合機１０で予め定
められた指定位置との差分を示す。端末プログラム６５は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて入力
された数値を、テキストボックス１１４Ａ、１１５Ａに表示させる。テキストボックス１
１４Ａ、１１５Ａに最初に表示される数値は、“０”である。
【００５０】
　テキストボックス１１４Ａに表示された数値は、表示位置と指定位置との左右方向の差
分を示す。より詳細には、テキストボックス１１４Ａに表示された正の数値は指定位置よ
り右側の位置を示し、テキストボックス１１４Ａに表示された負の数値は指定位置より左
側の位置を示す。テキストボックス１１５Ａは、表示位置と指定位置との上下方向の差分
を示す。より詳細には、テキストボックス１１５Ａに表示された正の数値は指定位置より
上側の位置を示し、テキストボックス１１５Ａに表示された負の数値は指定位置より下側
の位置を示す。
【００５１】
　プルダウンメニュー１１６Ａは、動作アイコンに対応付けるカスタム動作を指定する指
示に対応する。プルダウンメニュー１１６Ａは、動作情報リストに登録された複数の動作
情報レコードの１つを指定するユーザ操作を受け付ける。すなわち、プルダウンメニュー
１１６Ａは、動作情報リストに登録された複数の動作情報レコードそれぞれに対応する選
択肢を有する。プルダウンメニュー１１６Ａの選択肢は、動作情報オブジェクトの一例で
ある。プルダウンメニュー１１６Ａの初期状態は、標準画面データの＜Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
ＩＤ＞の要素で示される標準動作が指定された状態である。
【００５２】
　また、端末プログラム６５は、［Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ］タブ１２０の指定を入力Ｉ／
Ｆ５４を通じて受け付けたことに応じて、図９に示されるように、テキストボックス１２
１、１２２と、検索アイコン１２３とを含むカスタム設定画面を、ディスプレイ５３に表
示させる。図９に示されるカスタム設定画面は、複合機１０のディスプレイ２３に表示さ
せる画面の画面タイトル及び背景を、ユーザにカスタマイズさせるための画面である。換
言すれば、図９に示されるカスタム設定画面は、ディスプレイ２３に表示させる画面のう
ち、動作アイコン１５１～１５３に関連付けられていない部分を、ユーザにカスタマイズ
させるための画面である。
【００５３】
　テキストボックス１２１は、背景画像として用いる画像データを指定する指示に対応す
る。端末プログラム６５は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて指定された画像データの所在を示す
データＩＤを、テキストボックス１２１に表示させる。背景画像は、ディスプレイ２３の
表示領域の全域で且つ動作アイコン１５１～１５３より奥行き方向の奥側に表示される画
像である。テキストボックス１２１の初期状態は、画像データが指定されていない状態で
ある。
【００５４】
　テキストボックス１２２は、ディスプレイ２３に表示させる画面の画面タイトルを変更
する指示に対応する。端末プログラム６５は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて入力された文字列
を、テキストボックス１２２に表示させる。テキストボックス１２２に最初に表示される
文字列は、標準画面データの＜ＤｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＞タグの要素の文字列“標準画面
”である。
【００５５】
　検索アイコン１２３は、背景画像として用いる画像データを指定する指示に対応する。
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端末プログラム６５は、検索アイコン１２３の指定を入力Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付けた
ことに応じて、メモリ６２或いはインターネット上の不図示のサーバに記憶された画像デ
ータの一覧をディスプレイ５３に表示し、表示した複数の画像データのうちの１つを入力
Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付ける。そして、端末プログラム６５は、指定された画像データ
のデータＩＤをテキストボックス１２１に表示させる。
【００５６】
　また、端末プログラム６５は、［登録］アイコン１１７の指定を入力Ｉ／Ｆ５４を通じ
て受け付けたことに応じて（Ｓ１３：登録）、動作情報レコード登録処理を実行する（Ｓ
１４）。動作情報レコード登録処理は、動作情報レコードに含める各種情報の入力を入力
Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付け、受け付けた情報を含む動作情報レコードを動作情報リスト
に登録する処理である。図５（Ｂ）を参照して、動作情報レコード登録処理の詳細を説明
する。
【００５７】
［動作情報レコード登録処理］
　まず、端末プログラム６５は、図１０（Ａ）に示される動作選択画面をディスプレイ５
３に表示させる（Ｓ２１）。動作選択画面は、動作情報レコードに含める動作ＩＤ及び動
作名をユーザに選択させるための第２画面の一例である。動作選択画面は、プルダウンメ
ニュー１３１と、テキストボックス１３２と、［ＯＫ］アイコン１３３と、［キャンセル
］アイコン１３４とを含む。そして、端末プログラム６５は、動作選択画面に対するユー
ザ操作を、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付ける（Ｓ２２）。Ｓ２１の処理は第２表示処理
の一例であり、Ｓ２２の処理は第２受付処理の一例である。
【００５８】
　プルダウンメニュー１３１は、指定装置が実行可能な動作を識別する複数の動作ＩＤの
うちから、動作情報レコードに含める動作ＩＤをユーザに指定させるオブジェクトである
。プルダウンメニュー１３１は、装置情報に含まれる複数の動作ＩＤそれぞれに対応する
選択肢を有する。プルダウンメニュー１３１の選択肢は、動作オブジェクトの一例である
。プルダウンメニュー１１６Ａの初期状態は、動作ＩＤ“Ｓｃａｎ”が指定された状態で
ある。テキストボックス１３２は、動作名を指定する指示に対応する。端末プログラム６
５は、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて入力された文字列を、動作名としてテキストボックス１３
２に表示させる。
【００５９】
　端末プログラム６５は、例えば、プルダウンメニュー１３１の選択肢から動作ＩＤ“Ｓ
ｃａｎ　ｔｏ　ＦＴＰ”を指定するユーザ操作と、テキストボックス１３２に動作名“ス
キャンサーバ”を入力するユーザ操作と、［ＯＫ］アイコン１３３の指定とを入力Ｉ／Ｆ
５４を通じて受け付けたことに応じて（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、指定された動作ＩＤ“Ｓｃａ
ｎ　ｔｏ　ＦＴＰ”と、入力された動作名“スキャンサーバ”とを、メモリ６２に一時記
憶させる。
【００６０】
　次に、端末プログラム６５は、図１０（Ｂ）に示されるパラメータ選択画面をディスプ
レイ５３に表示させる（Ｓ２３）。パラメータ選択画面は、動作選択画面を通じて選択さ
れた動作ＩＤ“Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＦＴＰ”で識別されるスキャンアップロード動作の実行
パラメータを、ユーザに選択させるための第３画面の一例である。パラメータ選択画面は
、プルダウンメニュー１４１、１４２、１４３と、［ＯＫ］アイコン１４４と、［キャン
セル］アイコン１４５とを含む。そして、端末プログラム６５は、パラメータ選択画面に
対するユーザ操作を、入力Ｉ／Ｆ５４を通じて受け付ける（Ｓ２４）。Ｓ２３の処理は第
３表示処理の一例であり、Ｓ２４の処理は第３受付処理の一例である。
【００６１】
　プルダウンメニュー１４１、１４２、１４３は、スキャンアップロード動作の動作パラ
メータの各項目“解像度”、“形式”、“サーバＩＤ”の設定値をユーザに指定させるた
めのオブジェクトである。プルダウンメニュー１４１、１４２、１４３は、対応する項目
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“解像度”、“形式”、“サーバＩＤ”の設定値となり得る複数の設定値の候補それぞれ
に対応する選択肢を有する。プルダウンメニュー１４１、１４２、１４３の選択肢は、パ
ラメータオブジェクトの一例である。プルダウンメニュー１４１の初期状態は設定値“３
００ｄｐｉ”が指定された状態であり、プルダウンメニュー１４２の初期状態は設定値“
ＰＤＦ”が指定された状態であり、プルダウンメニュー１４３の初期状態は設定値“www.
server-a.com”が指定された状態である。
【００６２】
　端末プログラム６５は、例えば、プルダウンメニュー１４１の選択肢から設定値“３０
０ｄｐｉ”を指定するユーザ操作と、プルダウンメニュー１４２の選択肢から設定値“Ｐ
ＤＦ”を指定するユーザ操作と、プルダウンメニュー１４３の選択肢から設定値“www.se
rver-a.com”を指定するユーザ操作と、［ＯＫ］アイコン１４４の指定とを入力Ｉ／Ｆ５
４を通じて受け付けたことに応じて（Ｓ２４：Ｙｅｓ）、指定された各設定値“３００ｄ
ｐｉ”、“ＰＤＦ”、“www.server-a.com”を、動作パラメータとしてメモリ６２に一時
記憶させる。
【００６３】
　次に、端末プログラム６５は、Ｓ２２で一時記憶させた動作ＩＤ及び動作名と、Ｓ２４
で一時記憶させた動作パラメータとを含む動作情報レコードを、動作情報リストに登録す
る（Ｓ２５）。Ｓ２５の処理は、記憶処理の一例である。一方、端末プログラム６５は、
動作選択画面の［キャンセル］アイコン１３４の指定を入力Ｉ／Ｆ５４を通じて、Ｓ２３
～Ｓ２５の処理を実行することなく、動作情報レコード登録処理を終了する。また、端末
プログラム６５は、パラメータ選択画面の［キャンセル］アイコン１４５の指定を入力Ｉ
／Ｆ５４を通じて、Ｓ２５の処理を実行することなく、動作情報レコード登録処理を終了
する。
【００６４】
　図５（Ａ）に戻って、端末プログラム６５は、カスタム設定画面に含まれる各オブジェ
クト１１１～１１６、１２１～１２３が入力Ｉ／Ｆ５４を通じて操作されたことに応じて
（Ｓ１３：設定変更）、オブジェクトを通じて変更された情報をメモリ６２に一時記憶さ
せると共に（Ｓ１５）、変更後の情報を含むカスタム設定画面をディスプレイ５３に表示
させる（Ｓ１２）。本実施形態では、図８に示されるカスタム設定画面の各オブジェクト
１１１～１１６が、図１１に示されるように変更されたものとする。また、図９に示され
るカスタム設定画面を通じて、データＩＤ“//custom/bgimage01.jpeg”と、画面タイト
ル“動作選択画面”とが指定されたものとする。
【００６５】
　そして、端末プログラム６５は、［生成］アイコン１１８の指定を入力Ｉ／Ｆ５４を通
じて受け付けたことに応じて（Ｓ１３：生成）、カスタム画面データ生成処理を実行する
（Ｓ１６）。カスタム画面データ生成処理は、カスタム設定画面を通じて指定された各種
情報を用いて、カスタム画面データを生成する処理である。図６を参照して、カスタム画
面データ生成処理の詳細を説明する。Ｓ３１～Ｓ３６の処理は加工処理の一例であり、Ｓ
３７は生成処理の一例である。
【００６６】
［カスタム画面データ生成処理］
　まず、端末プログラム６５は、画像アイコン１１２Ａ、１１２Ｃを通じて指定された画
像データで示される第１画像を、動作アイコン１５１、１５３に適した第１表示条件に合
致するアイコン画像に加工する（Ｓ３１～Ｓ３４）。Ｓ３１～Ｓ３３の処理は、画像アイ
コン１１２Ａ、１１２Ｃを通じて指定された画像データに対して共通するので、以下、画
像アイコン１１２Ａを通じて指定された画像データに対する処理を説明する。
【００６７】
　第１表示条件は、例えば、動作アイコン１５１の大きさである指定サイズを示す。指定
サイズは、ディスプレイ２３に表示される動作アイコン１５１の左右方向及び上下方向の
長さを示す。また、第１表示条件は、例えば、ディスプレイ２３上における動作アイコン
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１５１の表示態様を、入力Ｉ／Ｆ２４を通じてユーザが選択する前と、入力Ｉ／Ｆ２４を
通じてユーザが選択した後とで異ならせることである。
【００６８】
　端末プログラム６５は、図１３（Ｂ）に示されるように、第１表示条件で示される指定
サイズの第１メモリ領域１７１をメモリ６２内に確保する。より詳細には、端末プログラ
ム６５は、指定サイズの画像を構成する全画素の画素値を展開できるサイズの第１メモリ
領域１７１をメモリ６２内に確保する。次に、端末プログラム６５は、確保した第１メモ
リ領域１７１の全ての画素の透過率を１００％に設定する（Ｓ３１）。換言すれば、端末
プログラム６５は、確保した第１メモリ領域１７１の全ての画素に透明色の画素値（以下
、「透過画素」と表記する。）を設定する。
【００６９】
　次に、端末プログラム６５は、画像アイコン１１２Ａを通じて指定された画像データを
、メモリ６２或いは不図示のサーバから取得する。次に、端末プログラム６５は、例えば
取得した画像データで示される第１画像１７２の左右方向の長さ及び上下方向の長さの一
方が指定サイズに一致し且つ他方が指定サイズ未満になるように、当該第１画像１７２の
縦横比を維持したまま拡大或いは縮小する。そして、端末プログラム６５は、図１３（Ｂ
）に示されるように、拡大或いは縮小した第１画像１７２の画素値を、Ｓ３１で確保した
第１メモリ領域１７１に展開する（Ｓ３２）。
【００７０】
　これにより、第１メモリ領域１７１には、拡大或いは縮小された第１画像１７２の画素
と、第１画像１７２の外縁に付加された透過画素とで構成される第１アイコン画像１７３
が展開される。第１アイコン画像１７３は、第１オブジェクト画像の一例である。第１ア
イコン画像１７３を構成する各画素の画素値は、例えば、複数の色値（例えば、Ｒ値、Ｇ
値、Ｂ値）と、透過率とを含む。
【００７１】
　次に、端末プログラム６５は、第１メモリ領域１７１と同じサイズの第２メモリ領域を
メモリ６２内に確保する。次に、端末プログラム６５は、第１メモリ領域１７１の第１ア
イコン画像１７３を第２メモリ領域にコピーする。そして、端末プログラム６５は、第２
メモリ領域に展開した第１アイコン画像１７３から第２アイコン画像を生成する（Ｓ３３
）。第２アイコン画像は、第１アイコン画像１７３と輪郭線が同一で且つ輝度、明度、及
び彩度の少なくも１つが異なる第２オブジェクト画像の一例である。すなわち、第１アイ
コン画像１７３及び第２アイコン画像は、図柄が実質的に同一で且つ色目が異なる画像で
ある。
【００７２】
　より詳細には、端末プログラム６５は、第２メモリ領域の第１アイコン画像１７３の画
素値を、ＲＧＢ色空間からＬａｂ（Lab color spaceの略）色空間に変換する。すなわち
、端末プログラム６５は、第１アイコン画像１７３の画素値を、複数の色値で表現する形
式から、次元Ｌ及び補色次元ａ、ｂで表現する形式に変換する。次に、端末プログラム６
５は、Ｌａｂ色空間に変換された各画素について、明度を意味する次元Ｌの値を予め定め
られた方法で増減させる。そして、端末プログラム６５は、次元Ｌを増減させた画素値を
、Ｌａｂ色空間からＲＧＢ色空間に逆変換する。これにより、第２メモリ領域には、第２
アイコン画像が展開される。
【００７３】
　但し、第２アイコン画像の生成方法は、前述の例に限定されない。他の例として、端末
プログラム６５は、第２メモリ領域の第１アイコン画像１７３の画素値を、ＲＧＢ色空間
からＹＣｂＣｒ色空間に変換してもよい。そして、端末プログラム６５は、ＹＣｂＣｒ色
空間に変換された各画素について、輝度成分Ｙの値を予め定められた方法で増減させても
よい。さらに、端末プログラム６５は、輝度成分Ｙの値を増減させた画素値を、ＹＣｂＣ
ｒ色空間からＲＧＢ色空間に逆変換してもよい。これにより、第２メモリ領域には、第２
アイコン画像が展開される。
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【００７４】
　次に、端末プログラム６５は、テキストボックス１２１及び検索アイコン１２３を通じ
て指定された画像データで示される第２画像を、ディスプレイ２３に表示させる画面の背
景に適した第２表示条件に合致する背景画像に加工する（Ｓ３５～Ｓ３６）。第２表示条
件は、例えば、ディスプレイ２３の表示領域の大きさである表示領域サイズを示す。表示
領域サイズは、ディスプレイ２３に表示される画面の左右方向及び上下方向の長さを示す
。表示領域サイズは、指定サイズより大きい。すなわち、第１表示条件及び第２表示条件
は、互いに異なる条件である。
【００７５】
　端末プログラム６５は、第２表示条件で示される表示領域サイズの第３メモリ領域をメ
モリ６２内に確保する。より詳細には、端末プログラム６５は、表示領域サイズの画像を
構成する全画素の画素値を展開できる大きさの第３メモリ領域をメモリ６２内に確保する
。次に、端末プログラム６５は、確保した第３メモリ領域の全ての画素にデフォルト画素
値を設定する（Ｓ３５）。デフォルト画素値は、ディスプレイ２３に表示させる画面の背
景色として予め定められた色（例えば、白色或いは黒色）の画素値である。
【００７６】
　次に、端末プログラム６５は、テキストボックス１２１及び検索アイコン１２３を通じ
て指定された画像データを、メモリ６２或いは不図示のサーバから取得する。次に、端末
プログラム６５は、例えば取得した画像データで示される第２画像の左右方向の長さ及び
上下方向の長さの一方が表示領域サイズに一致し且つ他方が表示領域サイズ未満になるよ
うに、当該第２画像の縦横比を維持したまま拡大或いは縮小する。そして、端末プログラ
ム６５は、拡大或いは縮小した第２画像の画素値を、Ｓ３５で確保した第３メモリ領域に
展開する（Ｓ３６）。これにより、第３メモリ領域には、拡大或いは縮小された第３画像
の画素と、第３画像の外縁に付加されたデフォルト画素値の画素とで構成される背景画像
が展開される。
【００７７】
　次に、端末プログラム６５は、カスタム設定画面を通じてユーザによって指定された各
種情報に基づいて、図３（Ｂ）に示されるカスタム画面データを生成する（Ｓ３７）。カ
スタム画面データは、カスタム設定画面を通じてユーザによってカスタマイズされたカス
タム画面を示すデータである。カスタム画面データのデータ構造は、標準画面データと概
ね同様である。以下、標準画面データとの共通点の詳しい説明を省略し、相違点を中心に
説明する。
【００７８】
　端末プログラム６５は、テキストボックス１２２を通じて指定された文字列を、＜Ｄｉ
ｓｐｌａｙＮａｍｅ＞タグの要素として設定する。また、端末プログラム６５は、第３メ
モリ領域に展開された背景画像を示す画像データのデータＩＤを、＜ＢＧＩｍａｇｅ＞タ
グの要素として設定する。さらに、端末プログラム６５は、オブジェクト１１１Ａ～１１
６Ａ、１１１Ｂ～１１６Ｂ、１１１Ｃ～１１６Ｃを通じて指定された各種情報を、対応す
るＩｃｏｎＩＤ＝“００１”、“００２”、“００３”を含む＜Ｉｃｏｎ＞タグの要素と
して設定する。
【００７９】
　＜ＩｃｏｎＩＤ＞タグ及び＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞の要素は、標準画面データ及びカ
スタム画面データで共通である。また、端末プログラム６５は、第１メモリ領域１７１に
展開された第１アイコン画像１７３を示す画像データのデータＩＤを、＜Ｎｏｒｍａｌ＞
タグの要素として設定する。また、端末プログラム６５は、第２メモリ領域に展開された
第２アイコン画像を示す画像データのデータＩＤを、＜Ｐｕｓｈｅｄ＞タグの要素として
設定する。また、端末プログラム６５は、テキストボックス１１３Ａを通じて指定された
文字列を、＜ＩｃｏｎＴｅｘｔ＞タグの要素として設定する。さらに、カスタム画面デー
タに含まれる＜Ｉｃｏｎ＞タグは、＜ＶｉｅｗＳｔａｔｅ＞タグ、＜ＣｈａｎｇｅＰｏｓ
Ｘ＞タグ、＜ＣｈａｎｇｅＰｏｓＹ＞タグを、要素としてさらに含む。
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【００８０】
　＜ＶｉｅｗＳｔａｔｅ＞タグの要素は、チェックボックス１１１Ａ～１１１Ｃの状態に
対応する。すなわち、端末プログラム６５は、チェックされたチェックボックス１１１Ａ
、１１１Ｃに対応する＜ＶｉｅｗＳｔａｔｅ＞タグの要素に“１”を設定し、チェックが
解除されたチェックボックス１１１Ｂに対応する＜ＶｉｅｗＳｔａｔｅ＞タグの要素に“
０”を設定する。＜ＣｈａｎｇｅＰｏｓＸ＞タグ要素は、テキストボックス１１４Ａ～１
１４Ｃに表示された数値に対応する。＜ＣｈａｎｇｅＰｏｓＹ＞タグ要素は、テキストボ
ックス１１５Ａ～１１５Ｃに表示された数値に対応する。
【００８１】
　そして、端末プログラム６５は、Ｓ３７で生成したカスタム画面データを、第１メモリ
領域１７１に記憶された第１アイコン画像１７３を示す画像データと、第２メモリ領域に
記憶された第２アイコン画像を示す画像データと、第３メモリ領域に記憶された背景画像
を示す画像データと対応付けて、メモリ６２に一時記憶させる。
【００８２】
　図５（Ａ）に戻って、端末プログラム６５は、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示されるカ
スタム動作データを生成する（Ｓ１７）。また、端末プログラム６５は、図４（Ｃ）に示
される指示スクリプトを生成する（Ｓ１８）。そして、端末プログラム６５は、生成した
カスタム動作データ及び指示スクリプトを、Ｓ３７で一時記憶させたカスタム画面データ
と対応付けて、メモリ６２に一時記憶させる。Ｓ１７、Ｓ１８の処理は、生成処理の一例
である。
【００８３】
　カスタム動作データは、プルダウンメニュー１１６Ａ、１１６Ｃを通じて指定された動
作情報レコードで示されるカスタム動作を示す情報である。換言すれば、カスタム動作デ
ータは、指定された動作情報レコードに含まれる動作ＩＤで示される動作を、当該動作情
報レコードに含まれる動作パラメータに従って実行させるためのデータである。カスタム
動作データのデータ構造は共通するので、以下、図４（Ａ）に示されるカスタム動作デー
タについて説明する。
【００８４】
　まず、端末プログラム６５は、標準動作データに含まれる機能ＩＤと重複しない機能Ｉ
Ｄ“９０１”を、＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞タグの要素として設定する。また、端末プロ
グラム６５は、動作名“スキャンサーバ”で表される動作情報レコードの動作ＩＤを示す
＜Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＦＴＰ＞タグを、＜Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞タグの
要素として設定する。さらに、端末プログラム６５は、当該動作情報レコードの動作パラ
メータを、＜Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＦＴＰ＞タグの要素として設定する。すなわち、項目“解
像度”の設定値“３００ｄｐｉ”を＜Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ＞タグの要素とし、項目“形
式”の設定値“ＰＤＦ”を＜Ｆｉｌｅ　Ｔｙｐｅ＞タグの要素とし、項目“サーバＩＤ”
の設定値“www.server-a.com”を＜ＤｅｓｔｉｎａｔｉｏｎＩＤ＞タグの要素とする。
【００８５】
　指示スクリプトは、カスタム画面データの＜Ｉｃｏｎ＞タグで示される動作アイコン１
５１、１５３が指定されたときに、当該動作アイコン１５１、１５３に対応付けられたカ
スタム動作を複合機１０に実行させるための指示データの一例である。図４（Ｃ）に示さ
れる指示スクリプトは、アイコンＩＤ＝“００１”で識別される動作アイコン１５１が指
定されたときに、図４（Ａ）で示されるカスタム動作データで示されるカスタム動作を実
行させる。また、図４（Ｃ）に示される指示スクリプトは、アイコンＩＤ＝“００３”で
識別される動作アイコン１５３が指定されたときに、図４（Ｂ）で示されるカスタム動作
データで示されるカスタム動作を実行させる。
【００８６】
　より詳細には、指示スクリプトは、関数ｃｏｎｖｅｒｔ＿ａｐｐｕｉを示す。関数ｃｏ
ｎｖｅｒｔ＿ａｐｐｕｉは、呼び出し元のプログラムから引数ｉｎ＿ｆｕｎｃＩＤを取得
し、呼び出し元のプログラムに戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤを提供する。そして、関数ｃ
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ｏｎｖｅｒｔ＿ａｐｐｕｉは、引数ｉｎ＿ｆｕｎｃＩＤ＝“００１”の場合に戻り値ｏｕ
ｔ＿ｆｕｎｃＩＤ＝“９０１”を提供し、引数ｉｎ＿ｆｕｎｃＩＤ＝“００３”の場合に
戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤ＝“９０３”を提供し、それ以外の場合に引数ｉｎ＿ｆｕｎ
ｃＩＤを戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤとして提供する。
【００８７】
　次に、端末プログラム６５は、Ｓ３７で一時記憶させたカスタム画面データ及び画像デ
ータと、Ｓ１７で一時記憶させたカスタム動作データと、Ｓ１８で一時記憶させた指示デ
ータ（以下、これらを総称して、「カスタム指示データ」と表記する。）とを出力する（
Ｓ１９）。より詳細には、端末プログラム６５は、カスタム指示データを直接的或いは間
接的に指定装置に出力する。Ｓ１９の処理は、出力処理の一例である。
【００８８】
　直接的に出力する例として、端末プログラム６５は、通信Ｉ／Ｆ５５を通じて指定装置
にカスタム指示データを送信してもよい。間接的に出力する例として、端末プログラム６
５は、カスタム指示データが記憶されたメモリ領域の先頭アドレスを示すポインタを、情
報処理端末５０にインストールされた不図示の出力プログラムに通知してもよい。そして
、出力プログラムは、端末プログラム６５から通知されたポインタで示されるメモリ領域
からカスタム指示データを読み出し、読み出したカスタム指示データを通信Ｉ／Ｆ５５を
通じて指定装置に送信してもよい。
【００８９】
　一方、指定装置である複合機１０の装置プログラム３５は、通信Ｉ／Ｆ２５を通じて情
報処理端末５０からカスタム指示データを受信する。この処理は、受信処理の一例である
。そして、装置プログラム３５は、受信したカスタム指示データを、標準画面データ及び
標準動作データとは別に、メモリ３２に記憶させる。また、装置プログラム３５は、例え
ば、複合機１０の電源が投入されたことに応じて、メイン処理を実行する。図７を参照し
て、メイン処理の詳細を説明する。
【００９０】
［メイン処理］
　まず、装置プログラム３５は、カスタム画面データがメモリ３２に記憶されているか否
かを判断する（Ｓ４１）。装置プログラム３５は、カスタム画面データがメモリ３２に記
憶されていないと判断したことに応じて（Ｓ４１：Ｎｏ）、図２（Ａ）に示される標準画
面データをメモリ３２から読み出す。そして、装置プログラム３５は、読み出した標準画
面データに従って、図１２（Ａ）に示される標準画面をディスプレイ５３に表示させる（
Ｓ４２）。標準画面は、動作アイコン１５１、１５２、１５３と、［スタート］アイコン
１５４とを含む。そして、装置プログラム３５は、標準画面に対するユーザ操作を、入力
Ｉ／Ｆ２４を通じて受け付ける（Ｓ４４）。Ｓ４３の処理は表示処理の一例であり、Ｓ４
４の処理は第２受付処理の一例である。
【００９１】
　より詳細には、装置プログラム３５は、＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素であるデータＩＤ
“//standard/standard_icon01_normal.jpeg”で識別される画像データをメモリ３２から
読み出す。そして、装置プログラム３５は、読み出した画像データで示される画像を、標
準画面上において予め定められた指定位置に、ＩｃｏｎＩＤ＝“００１”で識別される動
作アイコン１５１として表示させる。また、装置プログラム３５は、例えば動作アイコン
１５１の指定を入力Ｉ／Ｆ２４を通じて受け付けたことに応じて、動作アイコン１５１と
して表示する画像を示す画像データを、＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素であるデータＩＤで
識別される画像データから、＜Ｐｕｓｈｅｄ＞タグの要素であるデータＩＤで識別される
画像データに切り替える。動作アイコン１５２、１５３についても同様である。
【００９２】
　また、装置プログラム３５は、例えば、図１２（Ａ）の動作アイコン１５１が指定され
た状態で［スタート］アイコン１５４の指定を入力Ｉ／Ｆ２４を通じて受け付けたことに
応じて（Ｓ４４：Ｙｅｓ）、指定された状態の動作アイコン１５１に対応する＜Ｆｕｎｃ
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ｔｉｏｎＩＤ＞タグの要素である機能ＩＤ“００１”を、標準画面データから読み出す。
次に、装置プログラム３５は、指示スクリプトがメモリ３２に記憶されているか否かを判
断する（Ｓ４５）。
【００９３】
　装置プログラム３５は、指示スクリプトがメモリ３２に記憶されていないと判断したこ
とに応じて（Ｓ４５：Ｎｏ）、＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞の要素に機能ＩＤ“００１”を
含む標準動作データをメモリ３２から読み出す。そして、装置プログラム３５は、読み出
した標準動作データで示される標準動作を複合機１０に実行させる（Ｓ４８）。すなわち
、装置プログラム３５は、図２（Ｂ）に示される標準動作データに従って、読取解像度“
３００ｄｐｉ”で原稿を読み取ってファイル形式“ＰＤＦ”のスキャンデータを生成する
スキャン動作をスキャナ１２に実行させる。Ｓ４８の処理は、実行処理の一例である。
【００９４】
　一方、装置プログラム３５は、カスタム画面データがメモリ３２に記憶されていると判
断したことに応じて（Ｓ４１：Ｙｅｓ）、図３（Ｂ）に示されるカスタム画面データをメ
モリ３２から読み出す。そして、装置プログラム３５は、読み出したカスタム画面データ
に従って、図１２（Ｂ）に示されるカスタム画面をディスプレイ５３に表示させる（Ｓ４
３）。カスタム画面は、画面タイトル“動作選択画面”と、背景画像と、動作アイコン１
５１、１５３と、［スタート］アイコン１５４とを含む。以下、標準画面との共通点の詳
しい説明を省略し、相違点を中心に説明する。Ｓ４３の処理は、表示処理の一例である。
【００９５】
　より詳細には、装置プログラム３５は、＜ＤｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＞タグの要素である
文字列“動作選択画面”を、カスタム画面の画面タイトルとして表示させる。また、装置
プログラム３５は、＜ＢＧＩｍａｇｅ＞タグの要素であるデータＩＤ“//custom/bgimage
01.jpeg”で識別される画像データをメモリ３２から読み出す。そして、装置プログラム
３５は、読み出した画像データで示される画像を、ディスプレイ２３の表示領域の全域で
且つ動作アイコン１５１、１５３より奥に、背景画像として表示させる。
【００９６】
　また、装置プログラム３５は、＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素であるデータＩＤ“//cust
om/custom_icon01_normal.jpeg”で識別される画像データをメモリ３２から読み出す。そ
して、装置プログラム３５は、読み出した画像データで示される画像を、＜Ｃｈａｎｇｅ
ＰｏｓＸ＞タグ及び＜ＣｈａｎｇｅＰｏｓＹ＞タグの要素で特定される位置に、Ｉｃｏｎ
ＩＤ＝“００１”で識別される動作アイコン１５１として表示させる。すなわち、図１２
（Ｂ）に示される動作アイコン１５１は、図１２（Ａ）に示される指定位置の動作アイコ
ン１５１より、右方且つ上方にずれた位置に表示されている。動作アイコン１５３につい
ても同様である。一方、＜ＶｉｅｗＳｔａｔｅ＞タグの要素に“０”が設定された動作ア
イコン１５２は、カスタム画面に表示されない。
【００９７】
　次に、装置プログラム３５は、例えば動作アイコン１５２の指定を入力Ｉ／Ｆ２４を通
じて受け付けたことに応じて、動作アイコン１５２として表示する画像を示す画像データ
を、＜Ｎｏｒｍａｌ＞タグの要素であるデータＩＤで識別される画像データから、＜Ｐｕ
ｓｈｅｄ＞タグの要素であるデータＩＤで識別される画像データに切り替える。すなわち
、図１２（Ｂ）及び図１２（Ｃ）に示されるように、装置プログラム３５は、入力Ｉ／Ｆ
２４を通じて指定される前後の動作アイコン１５２として、図柄が共通し且つ色目が異な
る画像を表示させる。
【００９８】
　また、装置プログラム３５は、例えば、動作アイコン１５１が指定された状態で［スタ
ート］アイコン１５４の指定を入力Ｉ／Ｆ２４を通じて受け付けたことに応じて（Ｓ４４
：Ｙｅｓ）、指定された状態の動作アイコン１５１に対応する＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞
タグの要素である機能ＩＤ“００１”を、カスタム画面データから読み出す。次に、装置
プログラム３５は、指示スクリプトがメモリ３２に記憶されていると判断したことに応じ
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て（Ｓ４５：Ｙｅｓ）、読み出した機能ＩＤ“００１”を引数ｉｎ＿ｆｕｎｃＩＤとして
、図４（Ｃ）に示される指示スクリプトを呼び出す。指示スクリプトは、標準動作データ
を識別する機能ＩＤ“００１”が引数ｉｎ＿ｆｕｎｃＩＤに設定されていることに応じて
、カスタム動作データを識別する機能ＩＤ“９０１”を戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤとし
て装置プログラム３５に提供する。
【００９９】
　次に、装置プログラム３５は、カスタム動作データの機能ＩＤ“９０１”が設定された
戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤを指示スクリプトから取得する（Ｓ４６：カスタム）。次に
、装置プログラム３５は、＜ＦｕｎｃｔｉｏｎＩＤ＞の要素に機能ＩＤ“９０１”を含む
カスタム動作データをメモリ３２から読み出す。そして、装置プログラム３５は、読み出
したカスタム動作データで示されるカスタム動作を複合機１０に実行させる（Ｓ４７）。
より詳細には、装置プログラム３５は、図４（Ａ）に示されるカスタム動作データに従っ
て、読取解像度“３００ｄｐｉ”で原稿を読み取ってファイル形式“ＰＤＦ”のスキャン
データを生成するスキャン動作をスキャナ１２に実行させ、サーバＩＤ“www.server-a.c
om”で識別されるサーバにスキャンデータを送信するアップロード動作を通信Ｉ／Ｆ２５
に実行させる。Ｓ４７の処理は、実行処理の一例である。
【０１００】
　一方、具体例は省略するが、装置プログラム３５は、標準動作データの機能ＩＤが設定
された戻り値ｏｕｔ＿ｆｕｎｃＩＤを指示スクリプトから取得したことに応じて（Ｓ４６
：標準）、取得した機能ＩＤで識別される標準動作データをメモリ３２から読み出す。そ
して、装置プログラム３５は、読み出した標準動作データで示される標準動作を複合機１
０に実行させる（Ｓ４８）。
【０１０１】
［本実施形態の作用効果］
　上記の実施形態によれば、動作アイコン１５１、１５３として用いる画像データをユー
ザに指定させ、指定された画像データで示される第１画像を第１表示条件に合致するよう
に加工する。すなわち、ユーザは、対応する動作を端的に表すオブジェクト画像を、動作
アイコン１５１、１５３としてディスプレイ２３に表示させることができるので、複合機
１０のユーザインタフェースを柔軟にカスタマイズすることができる。
【０１０２】
　一例として、縦横比を維持したまま第１画像を指定サイズ未満に拡大或いは縮小し、拡
大或いは縮小した第１画像の外縁に透過画素を付加することによって、指定サイズに一致
させる。これにより、動作アイコン１５１、１５３の指定サイズを意識することなく、所
望の画像データをユーザに指定させることができる。他の例として、所望の画像データを
１つだけユーザに指定させれば、選択前及び選択後で動作アイコン１５１、１５３の表示
態様を異ならせることができる。すなわち、複合機１０のユーザインタフェースを簡単且
つ柔軟にカスタマイズすることができる。
【０１０３】
　また、上記の実施形態によれば、所望の背景画像をディスプレイ２３に表示させること
ができる。また、ユーザが指定した画像がオブジェクト画像及び背景画像それぞれに適し
たサイズに加工されるので、各画像のサイズを意識せずに所望の画像データをユーザに指
定させることができる。すなわち、複合機１０のユーザインタフェースをさらに柔軟にカ
スタマイズすることができる。
【０１０４】
　また、拡大或いは縮小された第１画像が指定サイズより小さい場合に、ディスプレイ２
３に表示されたオブジェクト画像の一部が背景画像の画素に置き換えられる。これにより
、第１画像の縦横比を維持した自然なオブジェクト画像をディスプレイ２３に表示させる
ことができる。さらに、拡大或いは縮小された第２画像が表示領域サイズより小さい場合
に、予め定められた色の画素を含む背景画像がディスプレイ２３に表示される。これによ
り、第２画像の縦横比を維持した自然な背景画像をディスプレイ２３に表示させることが
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できる。
【０１０５】
　また、上記の実施形態によれば、所望の表示位置に動作アイコン１５１、１５３を表示
させることができる。また、初期状態でディスプレイ２３に表示される動作アイコン１５
１、１５２、１５３のうち、所望の動作アイコン１５１、１５３のみを表示させ、それ以
外の動作アイコン１５２を非表示にすることができる。また、対応する動作を端的に表す
文字列を動作アイコン１５１、１５３と対応付けて表示させることができる。さらに、カ
スタム画面を端的に表す文字列を表示させることができる。すなわち、複合機１０のユー
ザインタフェースをさらに柔軟にカスタマイズすることができる。
【０１０６】
　また、上記の実施形態によれば、ディスプレイ２３に表示された動作アイコン１５１、
１５２、１５３が指定された際に、複合機１０に実行させる動作を標準動作からカスタム
動作に変更することができる。また、ユーザに指定させた動作パラメータに従ったカスタ
ム動作を複合機１０に実行させることができる。これにより、ユーザの使用態様に合わせ
て、複合機１０のユーザインタフェースを柔軟にカスタマイズすることができる。
【０１０７】
　また、上記の実施形態によれば、複数の動作情報レコードのうちの１つをユーザに指定
させることによって、動作ＩＤ及び動作パラメータを指定するユーザ操作を簡素化するこ
とができる。また、動作情報レコード登録処理によって、ユーザが所望する動作ＩＤ及び
動作パラメータのセットを動作情報レコードとして予め登録しておくことができる。
これにより、ユーザが所望する動作ＩＤ及び動作パラメータの組み合わせを指定するユー
ザ操作を簡素化することができる。
【０１０８】
　さらに、複合動作に含まれる各動作の実行条件を動作情報レコードに含めることができ
るので、動作ＩＤ及び動作パラメータを指定するユーザ操作を簡素化することができる。
なお、カスタム設定画面を通じた各情報のカスタマイズ方法は、前述の例に限定されない
。例えば、端末プログラム６５は、カスタム設定画面を通じて、動作ＩＤ及び動作パラメ
ータを別々に指定させてもよい。
【０１０９】
　なお、上記の実施形態では、複合機１０の電源が投入された際に最初に表示される所謂
トップ画面をカスタマイズする例を説明したが、カスタマイズ可能な画面はトップ画面に
限定されず、複合機１０のディスプレイ２３に表示される任意の画面がカスタマイズされ
てもよい。なお、「最初に表示される画面」には、例えば、メーカのロゴを表示する所謂
スプラッシュ画面、或いは規約への同意を求める画面等は含まれないものとする。
【０１１０】
　また、上記の実施形態の複合機１０及び情報処理端末５０において、メモリ３２、６２
に記憶された各種プログラムがＣＰＵ３１、６１によって実行されることによって、本発
明のコントローラが実行する各処理が実現される例を説明した。しかしながら、コントロ
ーラの構成はこれに限定されず、その一部又は全部を集積回路等のハードウェアで実現し
てもよい。
【０１１１】
　さらに、本発明は、複合機１０及び情報処理端末５０として実現できるだけでなく、複
合機１０及び情報処理端末５０に処理を実行させるプログラムとして実現してもよい。そ
して、当該プログラムは、ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙな記録媒体に記録されて提供さ
れてもよい。ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙな記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ等の他、通信ネットワークを通じて複合機１０及び情報処理端末５０に接続可能なサー
バに搭載された記憶部を含んでもよい。そして、サーバの記憶部に記憶されたプログラム
は、当該プログラムを示す情報或いは信号として、インターネット等の通信ネットワーク
を通じて配信されてもよい。
【符号の説明】
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【０１１２】
１０・・・複合機
１１・・・プリンタ
２３，５３・・・ディスプレイ
２４，５４・・・入力Ｉ／Ｆ
２５，５５・・・通信Ｉ／Ｆ
３１，６１・・・ＣＰＵ
３２，６２・・・メモリ
３４，６４・・・ＯＳ
３５・・・装置プログラム
５０・・・情報処理端末
６５・・・端末プログラム

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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