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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能な複数種の機能を設定項目として表示し、前記設定項目の設定画面を表示する
表示部と、
　少なくとも前記設定項目の選択及び前記設定画面に対する入力を受け付ける入力部と、
　予め複数の設定項目の中から選択され、登録された前記設定項目の組み合わせであり、
呼び出すことにより予め選択、登録された前記設定項目ごとに前記設定画面を順番に前記
表示部に表示させるプログラムと、呼び出された前記プログラムでの設定内容を記憶する
記憶部と、
　前記表示部の表示を制御し、前記入力部を用いた設定内容を把握する制御部を含み、
　前記入力部は、前記プログラムにより表示される前記設定画面を指定する指定入力と、
呼び出された前記プログラムの設定内容に基づき、ジョブを開始させるジョブ実行開始入
力と、次ジョブの設定のため、前記ジョブ実行開始入力が行われた前記プログラムと同じ
前記プログラムを再び呼び出す再呼出入力とを受け付け、
　前記制御部は、前記再呼出入力と前記ジョブ実行開始入力がなされ、前記プログラムが
再び呼び出されたとき、前記プログラムの表示順において前記指定入力のあった前記設定
画面以降の前記設定画面を前記表示部に表示させ、表示されない前記設定画面では、直前
に実行された前記プログラムと同じ設定がなされたと把握することを特徴とする表示入力
装置。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記プログラムが再び呼び出されたとき、表示順において前記指定入力
のあった前記設定画面以降の前記設定画面を前記表示部に全て表示させることを特徴とす
る請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記プログラムが再び呼び出されたとき、前記指定入力のあった前記設
定画面のみを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記入力部は、現在呼び出している前記プログラムの設定のやり直しを行うためのやり
直し入力を受け付け、
　前記制御部は、前記やり直し入力が行われた場合、表示順において前記指定入力のあっ
た前記設定画面以降の前記設定画面を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記プログラムを呼び出さない状態で、
　前記記憶部は、前記プログラムを呼び出さない状態での通常の操作設定で、前記設定画
面の表示がなされた前記設定画面と、表示順を記憶し、
　前記入力部は、前記設定項目の選択により表示された前記設定画面を指定する指定入力
を受け付けるとともに、表示された前記設定画面を表示させて再度設定を行うべき旨のや
り直し入力として予め定められたキーを押下する入力を受け付け、
　前記表示部は、前記予め定められたキーを押下する入力が行われた場合、表示順におい
て前記指定入力のあった前記設定画面以降の前記設定画面を、前記記憶部に記憶された表
示順で表示することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示入力装置を含むことを特徴とする画像形成
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部と、タッチパネル等の入力部を有する表示入力装置、及び、これを備
えた複写機、複合機、プリンタ、ＦＡＸ装置等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像形成装置には、多くの機能が搭載される。そのため、印刷等の設定の操作手
順は、複雑となりやすい。そこで、例えば、行われた設定操作での選択された設定項目や
設定値を操作履歴として登録できるようにすることがある。そして、操作履歴を呼び出す
と、例えば、複合機は、予め定められた設定項目が選択された状態となる。これにより、
設定における手順の簡略化を図れる場合がある。例えば、特許文献１に、既に行った操作
手順を記憶しておく画像形成装置の一例が記載されている。
【０００３】
　具体的に、特許文献１には、ユーザによって行われた一連の操作フロー（操作手順）を
履歴情報として記録する記録手段、履歴情報から操作フローを呼び出す呼び出し手段と、
呼び出された操作フローを実行する実行手段と、実行手段による操作フローの実行を一時
的に停止する停止手段と、停止手段によって停止した操作フローを変更する変更手段と、
変更手段により変更された操作フローの実行を実行手段に再開させる再開手段とを備える
画像形成装置が記載されている。この構成により、記録されたユーザ操作を呼び出して再
生する際にその操作の変更を可能とし、ユーザの設定の手間を減らそうとする（特許文献
１：請求項１、段落［００１２］等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－０４４１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、画像形成装置での設定入力の簡略化のため、操作履歴が登録されることが
ある。しかし、操作履歴を登録し、呼び出せるようにしたとしても、常に同じ設定で印刷
等が行われる訳ではない。操作履歴に対し設定値を変える場合、使用者は、操作履歴を呼
び出した後、別途設定値を修正する入力を行うことになる。又、呼び出した操作履歴でど
のような設定項目が選択され、設定値が設定されているか把握しづらい場合もある。
【０００６】
　そこで、操作履歴ではなく、例えば、よく用いる設定項目など、予め複数個の設定項目
を選択し、その設定項目の組み合わせを１つのプログラムとして登録する場合がある。例
えば、プログラムを呼び出すと予め選択された設定項目の設定画面が順番に表示される。
これにより、数ある設定項目の中から所望の設定項目を選び出すという手間が省け、又、
設定値の設定も一連のフロー内で自由に設定でき、柔軟な設定を行うことができる。
【０００７】
　そして、プログラムを呼び出し、最後の順番の設定画面での入力が完了すると、使用者
は、コピー等のジョブの実行指示を出す。この後、プログラムでの設定内容に基づき、実
際にジョブが実行される。ここで、使用者は、プログラムを呼び出し、設定を行って実行
したジョブに続けて、同様のジョブを実行したい場合がある。言い換えると、プログラム
に基づいて実行されたジョブと、同様の設定内容のジョブを続けて行いたい場合がある。
例えば、直前に、呼び出して実行したプログラムに含まれる設定項目のうち一部の設定項
目のみの設定値を変更し、次のジョブを行いたい場合がある。
【０００８】
　しかし、従来、ジョブが実行されると、プログラムはいったん終了する。そのため、使
用者は同じプログラムを再度呼び出す。そして、プログラムでの設定画面の表示順は定ま
っている。そのため、次のジョブの設定を行うとき、使用者は、同じプログラムについて
再び最初の設定画面から最後の設定画面まで一連のフローを繰り返し、同様の設定内容を
再設定しなければならない。言い換えると、プログラムに基づいて実行されたジョブと、
同様の設定内容のジョブを続けて行いたくても、一連のフローを繰り返さなければならな
い。従って、使用者は、同様の内容の設定を再度行わなくてはならず、煩雑であるという
問題がある。
【０００９】
　ここで、特許文献１記載の画像形成装置では、ユーザによって行われた一連の操作フロ
ーが記憶される。しかし、特許文献１の画像形成装置では、操作フローは常時、先頭から
再生される。又、特許文献１には、再設定の場合の煩雑さの点についての記述はない。従
って、使用者は煩雑な設定を再度行わなくてはならないという問題に対応できない。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、同様の設定内容のジョブを続けて行うため、再び同じ
プログラムを呼び出したとき、一連のフローを繰り返すのではなく、使用者が所望する設
定項目の設定画面を選んで表示できるようにし、同様の内容の設定を再度行うという煩雑
さの解消、軽減をはかることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題解決のため請求項１に係る表示入力装置は、実行可能な複数種の機能を設定項
目として表示し、前記設定項目の設定画面を表示する表示部と、少なくとも前記設定項目
の選択及び前記設定画面に対する入力を受け付ける入力部と、予め複数の設定項目の中か
ら選択され、登録された前記設定項目の組み合わせであり、呼び出すことにより予め選択
、登録された前記設定項目ごとに前記設定画面を順番に前記表示部に表示させるプログラ
ムと、呼び出された前記プログラムでの設定内容を記憶する記憶部と、前記表示部の表示
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を制御し、前記入力部を用いた設定内容を把握する制御部を含み、前記入力部は、前記プ
ログラムにより表示される前記設定画面を指定する指定入力と、呼び出された前記プログ
ラムの設定内容に基づき、ジョブを開始させるジョブ実行開始入力と、次ジョブの設定の
ため、前記ジョブ実行開始入力が行われた前記プログラムと同じ前記プログラムを再び呼
び出す再呼出入力とを受け付け、前記制御部は、前記再呼出入力と前記ジョブ実行開始入
力がなされ、前記プログラムが再び呼び出されたとき、前記プログラムの表示順において
前記指定入力のあった前記設定画面以降の前記設定画面を前記表示部に表示させ、表示さ
れない前記設定画面では、直前に実行された前記プログラムと同じ設定がなされたと把握
することとした。
【００１２】
　この構成によれば、制御部は、再呼出入力とジョブ実行開始入力がなされ、プログラム
が再び呼び出されたとき、プログラムの表示順において指定入力のあった設定画面以降の
設定画面を表示部に表示させ、表示されない設定画面では、直前に実行されたプログラム
と同じ設定がなされたと把握する。使用者は、必要となりそうな設定画面に対し指定入力
を行っておく。そうすると、プログラムを再び呼出したとき、指定入力がなされた設定画
面よりも前の表示順の設定画面は表示されない。しかも、表示されない設定項目について
は、直前のジョブ（プログラム）と同様の設定がなされたと扱われる。これにより、再び
プログラムを呼び出したとき、直前のジョブと同じ設定でいい設定項目はスキップされ、
指定入力がなされた設定画面にショートカットされる。従って、同様の設定内容のジョブ
を続けて行うため、再び同じプログラムを呼び出しても、一連のフローの全ての繰り返し
は行われず、目的とする設定画面に移動することができ、直前のジョブと同じ設定でいい
部分について設定を行う必要がない。これにより、設定での煩雑さの解消、軽減をはかる
ことができる。又、表示入力装置の使いやすさが向上する。
【００１３】
　又、請求項２に係る発明は、請求項１の発明において、前記制御部は、前記プログラム
が再び呼び出されたとき、表示順において前記指定入力のあった前記設定画面以降の前記
設定画面を前記表示部に全て表示させることとした。
【００１４】
　この構成によれば、表示部は、プログラムが再び呼び出されたとき、表示順において指
定入力のあった設定画面以降の設定画面を全て表示する。これにより、プログラムに含ま
れる設定画面のうち、指定入力がなされた設定画面から設定のやり直しや確認を行える。
従って、再び同じプログラムを呼び出しても、一連のフローの全ての繰り返しは行われず
、煩雑さの解消、軽減をはかることができる。
【００１５】
　又、請求項３に係る発明は、請求項１の発明において、前記制御部は、前記プログラム
が再び呼び出されたとき、前記指定入力のあった前記設定画面のみを前記表示部に表示さ
せることとした。
【００１６】
　この構成によれば、表示部は、プログラムが再び呼び出されたとき、指定入力のあった
設定画面のみを表示する。これにより、プログラムに含まれる設定画面のうち、指定入力
がなされた設定画面のみについて、設定のやり直しや、確認を行える。従って、再び同じ
プログラムを呼び出したとき、使用者が所望する設定画面が表示され、再設定での煩雑さ
の解消、軽減をはかることができる。
【００１７】
　又、請求項４に係る発明は、請求項１乃至３の発明において、前記入力部は、現在呼び
出している前記プログラムの設定のやり直しを行うためのやり直し入力を受け付け、前記
制御部は、前記やり直し入力が行われた場合、表示順において前記指定入力のあった前記
設定画面以降の前記設定画面を前記表示部に表示させることとした。
【００１８】
　この構成によれば、プログラムが呼び出され、やり直し入力が行われた場合、表示部は
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表示順において指定入力のあった設定画面以降の設定画面を表示する。これにより、使用
者は、再設定（設定のやり直し）が必要となりそうな設定画面に対し指定入力を行ってお
くことで、プログラムにおいて、指定入力がなされた設定画面よりも前の表示順の設定画
面は表示されない。言い換えると、設定のやり直しの際、不要な設定項目を表示せず、指
定入力がなされた設定画面にショートカットすることができる。従って、設定のやり直し
の際、一連のフローの全ての繰り返しは行われず、速やかに目的とする設定画面に移動す
ることができ、煩雑さの解消、軽減をはかることができる。又、表示入力装置の使いやす
さが向上する。
【００１９】
　又、請求項５に係る発明は、請求項１乃至４の発明において、前記プログラムを呼び出
さない状態で、前記記憶部は、前記プログラムを呼び出さない状態での通常の操作設定で
、前記設定画面の表示がなされた前記設定画面と、表示順を記憶し、前記入力部は、前記
設定項目の選択により表示された前記設定画面を指定する指定入力を受け付けるとともに
、表示された前記設定画面を表示させて再度設定を行うべき旨のやり直し入力として予め
定められたキーを押下する入力を受け付け、前記表示部は、前記予め定められたキーを押
下する入力が行われた場合、表示順において前記指定入力のあった前記設定画面以降の前
記設定画面を、前記記憶部に記憶された表示順で表示することとした。
【００２０】
　この構成によれば、プログラムを呼び出さない状態で、表示部は、やり直し入力が行わ
れた場合、表示順において指定入力のあった設定画面以降の設定画面を、記憶部に記憶さ
れた表示順で表示する。これにより、プログラムを用いない設定入力の場合でも、設定項
目を再選択することなく設定のやり直しを行うことができる。
【００２１】
　又、請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示入力装置を含
むこととした。
【００２２】
　この構成によれば、画像形成装置は、本発明の表示入力装置を備える。これにより、同
様の設定内容のジョブを続けて行うため、再び同じプログラムを呼び出したとき、直前の
ジョブと同じ設定でよい設定画面は表示されず、必要な設定画面のみが表示される。従っ
て、煩雑でなく、使いやすいユーザインターフェイス（表示入力装置）を備えた画像形成
装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　上述したように、本発明の表示入力装置を用いることで、使用者は、同様の設定内容の
ジョブを続けて行うため、再び同じプログラムを呼び出したとき、一連のフローの単なる
繰り返しを行うことなく、使用者が所望する設定項目の設定画面を選んで表示でき、直前
のジョブでなされた設定と同じでよい部分について設定せずに済む。これにより、再び呼
び出したプログラムの設定での煩雑さの解消、軽減をはかることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１の実施形態に係る複合機の一例を示す正面模型的断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る操作パネルの一例を示す平面図である。
【図３】第１の実施形態の複合機のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図４】コピーに関するワークフロー作成における設定項目の選択画面の一例を示す説明
図である。
【図５】送信に関するワークフロー作成における設定項目の選択画面の一例を示す説明図
である。
【図６】コピーに関する設定画面の一例を示す説明図である。
【図７】ワークフローの名称入力画面の一例を示す説明図である。
【図８】ワークフローを呼び出す際の表示形式を定めるため表示形式決定画面の一例を示
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す説明図である。
【図９】第１の実施形態に係るワークフローを選ぶ際の呼出画面の一例を示す説明図であ
る。
【図１０】ワークフローをウィザード形式で表示した際の一例を示す説明図である。
【図１１】ワークフローをメニュー形式で表示した際のメニュー画面の一例を示す説明図
である。
【図１２】第１の実施形態に係る複合機でのウィザード形式でのワークフローの再設定の
際の表示制御の一例を示すフローチャートである。
【図１３】第１の実施形態に係る複合機でのウィザード形式でのワークフローの再設定の
際の表示順の一例を示す説明図である。
【図１４】第２の実施形態に係る複合機でのウィザード形式でのワークフローの再設定の
際の表示順の一例を示す説明図である。
【図１５】第３の実施形態に係る複合機でのウィザード形式でのワークフローの設定のや
り直しの表示制御の一例を示すフローチャートである。
【図１６】第３の実施形態に係る複合機でのウィザード形式でのワークフローの設定のや
り直しの際の表示順の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の第１の実施形態を図１～図１３を用いて説明する。ここで、本発明は、
各種表示入力装置に適用可能であるが、複合機１００（画像形成装置に相当）に含まれる
操作パネル１（表示入力装置に相当）を例に挙げ説明する。但し、本実施の形態に記載さ
れている構成、配置等の各要素は、発明の範囲を限定するものではなく単なる説明例にす
ぎない。
【００２６】
（画像形成装置の概略）
　まず、図１を用いて、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００の概略を説明する。
図１は、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００の一例を示す正面模型的断面図であ
る。
【００２７】
　図１に示すように、複合機１００の正面前方には、複合機１００に関して各種設定を行
うための操作パネル１が設けられる（詳細は後述）。又、図１に示すように、本実施形態
の複合機１００は、上部に、画像読取部２と原稿搬送装置３が設けられ、内部に、給紙部
４ａ、搬送路４ｂ、画像形成部５、中間転写部６ａ、定着部６ｂ、排出搬送部７ａ、両面
搬送路７ｂ等を備える。
【００２８】
　原稿搬送装置３は、読み取る原稿を載置する原稿トレイ３１を有する。そして、原稿搬
送装置３は、原稿トレイ３１から原稿を１枚ずつ、自動的に連続して読取位置（送り読取
用コンタクトガラス２１）に搬送する。又、原稿搬送装置３は、図１の紙面奥側を支点と
して画像読取部２に上下方向に開閉自在に取り付けられ、画像読取部２のコンタクトガラ
ス（送り読取用コンタクトガラス２１及び載置読取用コンタクトガラス２２）を上方から
押さえるカバーとして機能する。
【００２９】
　次に、画像読取部２は、図１に示すように、上面に送り読取用コンタクトガラス２１と
、書籍等の原稿を１枚ずつ読み取る際に原稿を載置する載置読取用コンタクトガラス２２
が配される。画像読取部２内には、ランプ、ミラー、レンズ、イメージセンサ等（不図示
）が配される。イメージセンサは、送り読取用コンタクトガラス２１を通過する原稿、あ
るいは、載置読取用コンタクトガラス２２に載置された原稿の反射光を元に、原稿を読み
取る。そして、イメージセンサは、反射光を画像濃度に応じたアナログの電気信号に変換
し、その後、量子化を行い、原稿の画像データが得られる。尚、本実施形態の画像読取部
２は、カラーでも読み取り可能であり、白黒でも読み取り可能である。
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【００３０】
　複合機１００本体内の複数の給紙部４ａは、それぞれ、各サイズ（例えば、Ａ４、Ｂ４
等のＡ型、Ｂ型用紙等）、各種用紙（例えば、コピー用紙、再生紙、厚紙、ＯＨＰシート
等）を複数枚収容する。各給紙部４ａは、それぞれ回転駆動する給紙ローラ４１を備え、
印刷時、１枚ずつ搬送路４ｂに用紙を送り込む。
【００３１】
　搬送路４ｂは、給紙部４ａから画像形成部５まで装置内で用紙を搬送する通路である。
そして、搬送路４ｂには、用紙の案内のためのガイド板や、用紙搬送時に回転駆動する搬
送ローラ対４２（図２おいて、上方から４２Ａ、４２Ｂ、４２Ｃの計３つ）や、搬送され
る用紙を画像形成部５の手前で待機させ、形成されたトナー像の転写タイミングに合わせ
用紙を送り出すレジストローラ対４３等が設けられる。
【００３２】
　画像形成部５は、複数の画像形成ユニット５０（ブラック用の５０Ｂｋ、イエロー用の
５０Ｙ、シアン用の５０Ｃ、マゼンタ用の５０Ｍ）と露光装置５１を含む。露光装置５１
は、画像読取部２で読み取られた画像データや後述の記憶装置８２に記憶される画像デー
タ等に基づき、レーザ光を点消灯しつつ出力し、各感光体ドラムを走査露光する。画像形
成ユニット５０は、回転駆動可能に支持された感光体ドラムや、感光体ドラムの周囲に配
設された帯電装置、現像装置、清掃装置等を備える。そして、各画像形成ユニット５０と
露光装置５１によって、感光体ドラムの周面上にトナー像が形成される。
【００３３】
　中間転写部６ａは、各画像形成ユニット５０からトナー像の１次転写を受け、シートに
２次転写を行う。中間転写部６ａは、各１次転写ローラ６１Ｂｋ～６１Ｍ、中間転写ベル
ト６２、駆動ローラ６３、複数の従動ローラ６４（６４Ａ～６４Ｃ）、２次転写ローラ６
５、ベルト清掃装置６６等で構成される。各１次転写ローラ６１Ｂｋ～６１Ｍは、対応す
る感光体ドラムと無端状の中間転写ベルト６２を挟み込む。各１次転写ローラ６１Ｂｋ～
６１Ｍには、転写用電圧が印加され、トナー像は中間転写ベルト６２に転写される。
【００３４】
　中間転写ベルト６２は、駆動ローラ６３等に張架され、モータ等の駆動機構（不図示）
に接続される駆動ローラ６３の回転駆動により周回する。又、駆動ローラ６３は、２次転
写ローラ６５とで中間転写ベルト６２を挟み込む。各画像形成ユニット５０で形成された
トナー像（ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各色）は、順次、ずれなく重畳して
中間転写ベルト６２に１次転写された後、所定の電圧を印加された２次転写ローラ６５に
より、シートに転写される。
【００３５】
　定着部６ｂは、用紙に転写されたトナー像を定着させる。定着部６ｂは、主として、発
熱体を内蔵する加熱ローラ６７とこれに圧接する加圧ローラ６８で構成される。そして、
用紙が、加熱ローラ６７と加圧ローラ６８のニップを通過すると、トナーが溶融・加熱さ
れ、トナー像が用紙に定着する。定着部６ｂから排出された用紙は、排出トレイ７１方向
に送られる。
【００３６】
　排出搬送部７ａは、印刷済の用紙を排出トレイ７１方向又は両面搬送路７ｂ方向に用紙
搬送方向を仕分ける。そして、排出搬送部７ａには、正回転方向に回転駆動して排出トレ
イ７１方向に送り出す、或いは、両面印刷のため逆回転しスイッチバックを行う排出ロー
ラ対７２を有する。又、排出搬送部７ａは、用紙の搬送方向を切り替えるため、切替弁７
３を有する。切替弁７３は回動する。切替弁７３は、両面搬送路７ｂを閉じて用紙を排出
トレイ７１方向に導く位置を基本位置とし、両面印刷の際、回動してスイッチバックされ
た片面印刷済みの用紙を両面搬送路７ｂに導く。
【００３７】
　両面搬送路７ｂは、定着部６ｂの下流側と、レジストローラ対４３の上流側とを結ぶ。
両面搬送路７ｂには、両面印刷のため、回転駆動する複数の両面搬送ローラ対７４～７６
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（計３つ）が設けられ、片面印刷済の用紙が搬送される。
【００３８】
（操作パネル１）
　次に、図２を用いて、本発明の第１の実施形態に係る操作パネル１の一例を説明する。
図２は本発明の第１の実施形態に係る操作パネル１の一例を示す平面図である。
【００３９】
　操作パネル１は、図１に示すように、複合機１００の正面上方に設けられ、複合機１０
０２の設定や動作指示を与えるためのメニューやキーや複合機１００等の状態メッセージ
等の各種画像、画面を表示する液晶表示部１１（表示部に相当）を有する。使用者は、液
晶表示部１１に表示されたキーを押下して、複合機１００のコピーにおける各種設定を入
力できる。
【００４０】
　又、液晶表示部１１の上面にタッチパネル部１２（入力部に相当）が設けられ、タッチ
パネル部１２は、使用者が液晶表示部１１に押下した部分の位置、座標を検出するための
ものである。このタッチパネル部１２を用いた検出座標と、液晶表示部１１に示される各
種キーの位置、座標を比較し、使用者が押下して選択したキーが特定される。尚、タッチ
パネル部１２としては、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、静電容量方式等、各
方式のものを採用でき特に制限はない。
【００４１】
　又、操作パネル１には、以下のようなハードとしてのキー（ボタン）が設けられる。例
えば、数字入力用のテンキー部１３（入力部に相当）や、各種設定後、コピー等の処理開
始指示用のスタートキー１４（入力部に相当）等が設けられる。又、コピー機能を利用す
る際に押下されるコピーキー１５（入力部に相当）、スキャナ機能、ＦＡＸ機能を利用す
る際に押下される送信キー１６（入力部に相当）等が設けられる。又、ワークフローの作
成、登録やワークフローの呼び出しの際に押下されるワークフローキー１７（入力部に相
当）も設けられる（詳細は後述）。このように、操作パネル１には、タッチパネル部１２
や各種ハードキーが備えられ、複合機１００の各機能について、各種設定、モード選択等
を行う入力部として機能する。
【００４２】
（複合機１００等のハードウェア構成）
　次に、図３を用いて、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００等のハードウェア構
成の一例を説明する。図３は、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００等のハードウ
ェア構成の一例を示すブロック図である。
【００４３】
　まず、複合機１００の本体側から説明する。複合機１００本体内には、本体制御部８が
設けられる。本体制御部８は、例えば、操作パネル１、原稿搬送装置３、画像読取部２、
給紙部４ａ、搬送路４ｂ、画像形成部５、定着部６ｂ、排出搬送部７ａ等と接続され、こ
れらの制御を行う。
【００４４】
　本体制御部８は、例えば、ＣＰＵ８１等の素子を含む。ＣＰＵ８１は記憶装置８２（記
憶部に相当）に格納され、展開される制御プログラムに基づき演算等を行い、複合機１０
０の各部を制御する。尚、本体制御部８は、全体制御や画像処理を行うメイン制御部や、
画像形成や各種回転体を回転させるモータ等のＯＮ／ＯＦＦ等を行い、印刷を制御するエ
ンジン制御部等、機能ごとに分割して複数種設けられてもよい。本説明では、これらの制
御部を本体制御部８としてまとめた形態を示し、説明する。
【００４５】
　記憶装置８２は、本体制御部８と接続される。記憶装置８２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤ
Ｄ等の不揮発性と揮発性の記憶装置８２を組み合わせて構成される。記憶装置８２は、複
合機１００の制御用プログラム、制御用データ、設定データ、画像データ等の各種データ
を記憶できる。又、特に、本発明に関し、記憶装置８２は、作成したワークフロー（プロ
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グラムに相当）を記憶できる。尚、ワークフローとは、予め複数の設定項目の中から選択
され、登録された設定項目の組み合わせであり、呼び出すことにより予め選択、登録され
た設定項目を設定するための画面を表示部に表示させるプログラムである。
【００４６】
　そして、本体制御部８は、各種コネクタ、ソケットやＦＡＸモデム等を備えたインター
フェイス部（以下、Ｉ／Ｆ部８３）と接続される。Ｉ／Ｆ部８３はネットワークや公衆回
線等により複数の外部のコンピュータ２００（例えば、パーソナルコンピュータ）や相手
方ＦＡＸ装置３００（図７では、いずれも便宜上１つのみ図示）と接続される。例えば、
画像読取部２で得られた画像データを記憶装置８２に記憶させることや、外部のコンピュ
ータ２００や相手方ＦＡＸ装置３００に送信することができる（スキャナ機能、ＦＡＸ機
能）。又、外部のコンピュータ２００や相手方ＦＡＸ装置３００から送信され、複合機１
００に入力される画像データに基づき印刷、ＦＡＸ送信等を行うこともできる（プリンタ
機能、ＦＡＸ機能）。
【００４７】
　又、本体制御部８は、操作パネル１になされた入力を認識し、使用者の設定にあわせて
コピー等が行われるように複合機１００を制御する。操作パネル１で、例えば、両面印刷
の設定がなされると、例えば、本体制御部８は、排出搬送部７ａを制御して切替弁７３を
回動させる。
【００４８】
　又、例えば、本体制御部８には、画像読取部２で原稿を読み取って得られた画像データ
やＩ／Ｆ部８３を介して複合機１００に入力された画像データに対し、画像処理を施す画
像処理部８４が設けられる。画像処理部８４が処理した画像データは、例えば、露光装置
５１に送信され、感光体ドラムの走査・露光に用いられる。
【００４９】
　本実施形態の操作パネル１は、表示制御部１０、メモリ１８（記憶部に相当）、ドライ
バ回路１９、液晶表示部１１、タッチパネル部１２を有する。表示制御部１０は、ＣＰＵ
やＩＣ等で構成され、液晶表示部１１の表示を制御し、タッチパネル部１２の出力を受け
、液晶表示部１１で押下された座標を特定する。タッチパネル部１２の出力と座標の対応
を示すテーブル等のデータは、メモリ１８に記憶される。表示制御部１０は、押下位置の
座標と、各設定画面９の画像データを比較する等により、設定画面９上で選択された（押
下された）キーを特定、認識する。
【００５０】
　通常の操作において、複合機１００の各機能の設定項目を選択し、設定値を設定するに
は、液晶表示部１１における最上層の表示から、液晶表示部１１に表示されるキーの選択
を繰り返す。そして、キー選択ごとに、表示制御部１０は、液晶表示部１１の表示を切り
換えさせ、最終的に、選択、設定しようとする機能の設定値が設定される。この機能の選
択、設定が行われたことを表示制御部１０は認識し、その内容を本体の本体制御部８に送
信する。これにより、本体制御部８は、操作パネル１で選択、設定された機能を反映した
動作を画像形成部５等の各部に行わせ、使用者の意思が、印刷等において反映される（例
えば、濃度設定や拡大縮小など）。
【００５１】
　そして、液晶表示部１１で表示される画面、画像の画像データは、例えば、操作パネル
１内のメモリ１８が記憶する。従って、表示制御部１０は、設定項目の選択画面９Ａや各
設定画面９中のキーが押下されるごとに、表示制御部１０は、次に表示すべき画面の画像
データをメモリ１８から読み出す。
【００５２】
　又、液晶表示部１１が表示する画面、画像の画像データは、例えば、本体側の記憶装置
８２に記憶させてもよい。この場合、操作パネル１は、液晶表示部１１で表示を行うため
の画像データを、本体制御部８を介し、記憶装置８２から受信する。この画像データを受
けて、表示制御部１０は、液晶画面の表示を実際に制御するドライバ回路１９に指示を与
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える。尚、操作パネル１には、表示制御部１０、メモリ１８を設けず、本体制御部８の構
成（ＣＰＵ８１や記憶装置８２）が、表示制御部１０やメモリ１８の機能を代用しても良
い。
【００５３】
（ワークフローの作成、登録）
　次に、図４～図８を用いて、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００でのワークフ
ローの作成、登録の概要を説明する。
【００５４】
　まず、本実施形態の複合機１００では、多数にわたる設定可能な機能を有し、多様な設
定項目がある。そして、液晶表示部１１は、複数の設定項目のうちから設定を行う設定項
目を選び出すための選択画面９Ａを表示し、使用者は、印刷や送信で用いる設定項目（機
能）を選ぶ（押下する）。例えば、液晶表示部１１は、各設定項目をキーとして表示する
。又、液晶表示部１１は、選択された設定項目用の各設定画面９を表示する。使用者は各
設定画面９に表示されるキーや、液晶表示部１１の周辺に配されたハードキー等を押下し
て、多種多様な機能選択、設定を行える。尚、設定項目及びその設定画面９の種類はあま
りに多数にわたるため、便宜上、例として後述する場合を除き図示を避け、設定できる機
能（設定項目）を以下に列挙するに留める。
【００５５】
　例えば、複合機１００をコピーとして利用する場合（コピーキー１５の押下でコピーモ
ードとなる）、複合機１００には、例えば、原稿の画質（文字、写真、文字＋写真等）、
コピー濃度、用紙選択、倍率、エコプリント、とじしろ、センター移動、枠消し、両面／
分割（片面→両面、両面→片面、見開き→両面等）、小冊子、表紙付け、原稿セット向き
、原稿サイズ、ソート、仕分け、白黒反転、鏡像印刷、ページ付け、イメージ合成、集約
（２ｉｎ１、４ｉｎ１等）、余白追加、連続読込一括印刷、試しコピー、再コピー、ステ
ープル、パンチ等の設定項目が用意される。使用者は、液晶表示部１１に表示される各設
定項目の設定画面９への入力により、設定項目内の設定値を設定する。
【００５６】
　次に、複合機１００をスキャナとして利用する場合（送信キー１６の押下で複合機１０
０をスキャナとして利用できる）、例えば、複合機１００には、原稿サイズ、送信サイズ
、解像度、原稿セット向き、保存ファイル形式、画質（濃度、カラーモード、圧縮率、写
真や文字等の原稿の画質等）、分割、枠消し、ページ毎出力、連続読み込み、ファイル名
入力、センター移動、送信先選択、送信先登録、パスワード、Ｅメール送信、相手方受信
確認等の設定項目が用意される。使用者は、液晶表示部１１に表示される各設定項目の設
定画面９への入力により、設定項目内の設定値を設定する。
【００５７】
　次に、複合機１００をＦＡＸとして利用する場合（送信キー１６の押下で複合機１００
をスキャナとして利用できる）、例えば、複合機１００には、自局情報登録（ＦＡＸ番号
、ＩＤ等）、ダイレクト送信、メモリ送信、回転通信、一括送信、Ｆコード通信、用紙切
れ時受信、短縮番号、原稿濃度、原稿サイズ、送信先選択、送信先登録、リダイヤル、両
面送信、拡大・縮小送信、予約送信、割込送信、時刻指定通信、ポーリング通信、中継送
信、受信画像データの転送、暗号通信、通信結果通知、用紙サイズ確認、集約（２ｉｎ１
等）、両面受信等の設定項目が容易される。使用者は、液晶表示部１１に表示される各設
定項目の設定画面９への入力により、設定項目内の設定値を設定する。
【００５８】
　ここで、例えば、用紙の消費を抑えるため、集約印刷と両面印刷が組み合わせて設定さ
れる場合や、画像読取部２で読み取って得られた画像データの送信方法と送信先など、使
用者が複合機１００を利用する上で、頻繁に組み合わせられる設定項目が存在する。とこ
ろが、上記のように、複合機１００の有する設定項目（機能）は多岐にわたり、複合機１
００を利用するたびに、同様の設定を行うことは煩わしく、利便性が悪い。
【００５９】
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　そこで、本実施形態の複合機１００では、頻繁に用いる設定項目の組み合わせを予め選
択、作成し、設定項目の組み合わせをワークフロー（プログラムに相当）として記憶させ
ることができる（詳細は後述）。そして、使用者は、記憶装置８２に記憶されたワークフ
ロー（予め選択した設定項目や表示順や表示形式を示すデータを含むプログラム）を呼び
出すと、予め選択した設定項目について設定するための画面が液晶表示部１１に表示され
る。
【００６０】
　次に、操作パネル１でのワークフローの作成、登録の一例を具体的に説明する。例えば
、ワークフローキー１７が押下されると、表示制御部１０は、ワークフローを呼び出すた
めの呼出画面９Ｄ（図９参照）を液晶表示部１１に表示させる。呼出画面９Ｄで、登録／
編集キーＫ２２が押下されると、表示制御部１０は、ワークフローの新規登録が開始され
、タッチパネル部１２等を介して、ワークフローを作成、登録するための入力を受け付け
る。操作パネル１の表示制御部１０は、作成するワークフローに含める設定項目を選択す
る入力を受け付け、認識する。
【００６１】
［設定項目の選択］
　ここで、図４及び図５を用いて、ワークフローに含める設定項目の選択の一例を説明す
る。図４は、コピーに関するワークフロー作成における設定項目の選択画面９Ａの一例を
示す説明図である。図５は、送信に関するワークフロー作成における設定項目の選択画面
９Ａの一例を示す説明図である。
【００６２】
　まず、図４を用いて、コピーに関するワークフローを作成する場合の設定項目の選択を
説明する。例えば、ワークフロー作成の際、コピーキー１５が押下されると、表示制御部
１０は、図４に示すようなコピーの機能に関する設定項目の選択画面９Ａを液晶表示部１
１に表示させる。液晶表示部１１は、選択画面９Ａ内に、原稿／用紙／仕上げタブＴＢ１
、画質タブＴＢ２、レイアウト／編集タブＴＢ３、応用／その他タブＴＢ４といった複数
のタブを表示する。尚、タブは、更に複数種設けられてもよい。
【００６３】
　例えば、原稿／用紙／仕上げタブＴＢ１が押下されると、表示制御部１０は、図４（ａ
）に示すように、原稿／用紙／仕上げに関する設定項目を液晶表示部１１に表示させる。
設定項目は、キーとして配される。例えば、原稿／用紙／仕上げタブＴＢ１を押下すると
、読み取る原稿のサイズを設定するための原稿サイズキーＫ１や、印刷に用いる用紙を設
定するための用紙選択キーＫ２や、載置読取用コンタクトガラス２２や原稿搬送装置３へ
の原稿のセット向きを設定するための原稿セット向きキーＫ３や、複数部印刷する際の各
ページの印刷順等を設定するためのソート／仕分けキーＫ４等が配される（他の設定項目
のキーにも機能が割り振られるが、説明は割愛）。
【００６４】
　又、例えば、レイアウト／編集タブＴＢ３が押下されると、表示制御部１０は、図４（
ｂ）に示すように、コピーでのページや画像のレイアウトや編集に関する設定項目を液晶
表示部１１に表示させる。そして、この選択画面９Ａでも、各設定項目はキーとして配さ
れる。例えば、レイアウト／編集タブＴＢ３を押下すると、拡大や縮小等、画像の倍率を
設定するための拡大／縮小キーＫ５や、両面印刷や、両面印刷済みの原稿や見開き印刷さ
れた原稿の各ページの分割印刷を設定するための両面／分割キーＫ６や、複数枚の原稿を
１ページに収める複写に関し設定するための集約キーＫ７等が配される（他の設定項目の
キーにも機能が割り振られるが、説明は割愛）。
【００６５】
　又、画質タブＴＢ２が押下されると、液晶表示部１１は、画質に関する設定項目（例え
ば、濃度設定）に対応するキーを表示する。又、応用／その他タブＴＢ４が押下されると
、液晶表示部１１は、コピーに関する応用的な設定項目（例えば、鏡像印刷や白黒反転印
刷等）をキーとして表示する。
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【００６６】
　次に、図５を用いて、送信に関するワークフローを作成する場合の設定項目の選択を説
明する。図５に示すように、ワークフロー作成の際、送信キー１６が押下されると、表示
制御部１０は、ＦＡＸやスキャン等、原稿の読み取りにより得られた画像データの送信の
機能に関する設定項目の選択画面９Ａ（図５参照）を液晶表示部１１に表示させる。
【００６７】
　例えば、図５に示すように、液晶表示部１１は、送信用の選択画面９Ａ内に、宛先タブ
ＴＢ５、原稿／送信形式タブＴＢ６、カラー／画質タブＴＢ７、応用／その他タブＴＢ８
といった複数のタブを表示する。尚、タブは、更に複数種設けられてもよい。
【００６８】
　例えば、送信に関しても各設定項目は、キーとして配される。図５に示すように、原稿
／送信形式タブＴＢ６が押下されると、読み取る原稿や画像データの送信形式に関する設
定項目が表示される。そして、液晶表示部１１は、読み取る原稿のサイズを設定するため
の原稿サイズキーＫ８や、送信する画像データのサイズを設定するための送信サイズキー
Ｋ９等が配される（他の設定項目のキーにも機能が割り振られるが、説明は割愛）。
【００６９】
　これら選択画面９Ａで設定項目の設定が行われると、表示制御部１０は選択された設定
項目内の設定値を設定するために用意された設定画面９を液晶表示部１１に表示させる。
そして、表示制御部１０は設定画面９で使用者によって設定された設定値（押下された設
定値を示すキー）をデフォルトの設定値として把握する。
【００７０】
［設定値の設定］
　ここで、図６を用いて、ワークフローに含める設定項目の設定値の設定の一例を説明す
る。図６は、コピーに関する設定画面９の一例を示す説明図である。
【００７１】
　例えば、図６は、用紙選択の設定項目の設定画面９１（図６（ａ））と、集約の設定項
目の設定画面９３（図６（ｂ））と、両面／分割の設定項目の設定画面９４（図６（ｃ）
）を示している。このように、各設定項目に対し、設定画面９が用意される（他の設定項
目については、図示を省略）。
【００７２】
　例えば、図６（ａ）は、用紙選択キーＫ２を押下した際に（用紙選択の設定項目を選択
した際に）表示される設定画面９１の一例である。用紙選択の設定画面９１では、液晶表
示部１１は、自動用紙選択キーＫ１０や、給紙部４ａの用紙の種類を示すキーを表示する
。又、図６（ｂ）は、集約キーＫ７を押下した際に（集約の設定項目を選択した際に）表
示される設定画面９３の一例である。液晶表示部１１は、集約の設定画面９３では、１ペ
ージに含めるページの枚数を定めるための設定無しキーＫ１１（１ページに１ページを含
ませる）、２ｉｎ１キーＫ１２（１ページに２ページを集約）、４ｉｎ１キーＫ１３（１
ページに２ページを集約）等を表示する。又、集約時のページレイアウトや境界線を定め
るキー等も表示する。又、図６（ｃ）は、両面／分割キーＫ６を押下した際に（両面／分
割の設定項目を選択した際に）表示される設定画面９４の一例である。液晶表示部１１は
、両面／分割の設定画面９では、両面印刷や分割印刷の態様を定めるためのキーを複数表
示する。
【００７３】
　表示制御部１０は、各設定画面９で押下されたキーを白黒反転させて表示させる。そし
て、表示制御部１０は、各設定画面９に、例えば、ＯＫキーＫ１４とキャンセルキーＫ１
５を表示させる。ＯＫキーＫ１４が押下されたとき、設定されている（押下されている）
設定値が、ワークフローでのデフォルトの設定値とされる（例えば、図６（ｃ）では、片
面印刷された原稿に基づき両面印刷を行う片面原稿→両面印刷がデフォルトの設定値）。
【００７４】
　このように、使用者は、ワークフローに含めようとする設定項目の選択とデフォルトの
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設定値の設定を適宜行う。そして、表示制御部１０はワークフローに含める設定項目の選
択を終了する旨の入力が行われたかを確認する。例えば、ワークフローに含める設定項目
の選択を終了する旨の入力は、複数種とできる。例えば、スタートキー１４の押下やワー
クフローキー１７の押下等、任意に定めることができる。又、ＯＫキーＫ１４が押下され
るごとに、設定項目の選択を終了してよいかを使用者に確認する確認の画面を表示させて
も良い。
【００７５】
　もし、ワークフローに含める設定項目の選択が終了すれば、表示制御部１０は、図７に
示すようなワークフローの名称入力画面９Ｂを表示させる。図７は、作成されたワークフ
ローの名称入力画面９Ｂの一例を示す説明図である。
【００７６】
　例えば、使用者は、名称入力画面９Ｂ内のソフトキーボードを入力し、かな、漢字、ア
ルファベット等でワークフローの名称を付ける入力を行う。表示制御部１０は、使用者に
よるソフトキーボードへの入力に従って、名称表示欄９Ｂ１の表示を変化させる。そして
、例えば、表示制御部１０は、次キーＫ１６が押下されたときの名称表示欄９Ｂ１に示さ
れた内容を作成中のワークフローに付ける名称と把握する。
【００７７】
　更に、表示制御部１０は、作成したワークフローが呼び出されたときの表示形式を定め
るための表示形式決定画面９Ｃを表示し、使用者は、ワークフローの表示形式を選択する
。例えば、表示制御部１０は、図８に示すような表示形式決定画面９Ｃを表示させる。図
８は、ワークフローを呼び出す際の表示形式を定めるため表示形式決定画面９Ｃの一例を
示す説明図である。
【００７８】
　例えば、使用者は、表示形式決定画面９Ｃで、メニュー方式キーＫ１７（メニュー形式
）、ショートカット方式キーＫ１８（一覧表示形式）、ウィザード方式キーＫ１９（ウィ
ザード形式）の何れかのキーを押下する。表示制御部１０は、次キーＫ２１が押下された
ときに選ばれたキーに対応する表示形式を作成中のワークフローの表示形式と把握する。
【００７９】
　そして、次キーＫ２１が押下されると、記憶装置８２又はメモリ１８は、作成されたワ
ークフローを記憶する。例えば、表示制御部１０や本体制御部８は、ワークフローの名称
、表示形式、含まれる設定項目、設定項目の表示順（ワークフロー作成時の設定項目の選
択順と一致）、設定項目内のデフォルトの設定値を、記憶装置８２やメモリ１８に記憶さ
せる。この後、操作パネル１は、ワークフロー登録モードから通常の入力モードに復帰す
る。
【００８０】
（ワークフローの呼出、利用）
　次に、図９～図１１を用いて、本発明の第１の実施形態に係るワークフローの概要とワ
ークフローの呼出、利用の一例を説明する。図９は、本発明の第１の実施形態に係るワー
クフローを選ぶ際の呼出画面９Ｄの一例を示す説明図である。図１０は、ワークフローを
ウィザード形式で表示した際の流れの一例を示す説明図である。図１１は、ワークフロー
をメニュー形式で表示した際のメニュー画面９Ｅの一例を示す説明図である。
【００８１】
　例えば、使用者は、予め登録されたワークフローを呼び出す場合、ワークフローキー１
７（図２参照）を押下する。そうすると、図９に示すように、予め登録されたワークフロ
ーのうち、用いる（呼び出す）ワークフローを選択するための呼出画面９Ｄが液晶表示部
１１に表示される。例えば、図９では、「きれいにコピー」、「節約コピー」、「かんた
んＦＡＸ」、「かんたんメール」、「かんたんフォルダ」、「自分のフォルダへ保存」と
名付けられたワークフローが表示される。そして、各ワークフローを示す画像を押下する
ことで、押下されたワークフローが記憶装置８２やメモリ１８から呼び出され、液晶表示
部１１にワークフローによる設定のための画面が表示される。
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【００８２】
　尚、呼出画面９Ｄの下方には、新たにワークフローを作成する場合や既に登録されたワ
ークフローの編集を行う際に押下される登録／編集キーＫ２２が配される。又、ワークフ
ローの呼び出しを止めるためのキャンセルキーＫ２３も配される。又、図９で示すように
１画面中に表示できるワークフローには限りがある。そこで、次キーＫ２４を押下すると
、次ページの呼出画面９Ｄに切り替わり、図９とは異なるワークフローを示す画像が表示
される。又、前キーＫ２５を押下すると、前ページの呼出画面９Ｄに切り替えられる。
【００８３】
　次に、ワークフローを呼び出した際の表示、設定を説明する。尚、ワークフローを呼び
出した際、設定のための画面の表示形式としては、ウィザード形式、メニュー形式、一覧
表示形式が用意される。いずれの表示形式で表示するかは、上述したように、ワークフロ
ーの登録時に設定することができる。そこで、表示形式ごとにワークフローの呼び出した
際の概要を説明する。
【００８４】
［ウィザード形式］
　まず、図１０を用いて、ワークフローでのウィザード形式を説明する。例えば、図１０
は、図９における「節約コピー」のワークフローを呼び出した際のウィザード形式でのワ
ークフローの一例を示している。
【００８５】
　例として説明する「節約コピー」のワークフローは、「用紙選択」と「倍率」と「集約
」と「両面／分割」の設定項目が含まれるように作成、登録されている。又、ワークフロ
ーは、「用紙選択」の設定画面９１→「倍率」の設定画面９２→「集約」の設定画面９３
→「両面／分割」の設定画面９４の順に、各設定項目の設定画面９を表示するように作成
、登録されている。尚、図１０での黒線矢印は、表示順を示す。尚、ワークフロー呼出時
の各設定画面９は、ワークフロー登録時や、通常の設定時と同様である。
【００８６】
　各設定画面９では、前キーＫ２５と次キーＫ２６がそれぞれ配される。前キーＫ２５が
押下されると、液晶表示部１１は、１つ前の設定項目の設定画面９を表示する。又、次キ
ーＫ２６が押下されると、液晶表示部１１は１つ先の設定項目の設定画面９を表示する。
使用者は、各設定画面９内に配された設定用のキーを押下することで、各設定項目での設
定値を設定することができる。例えば、図１０に示すように、押下された設定用のキーは
白黒反転（黒背景に白文字）状態で表示される。
【００８７】
　尚、ワークフローの作成、登録時に、設定項目についてデフォルトの設定値が定められ
ていれば、デフォルト値は、ワークフローの一部として記憶装置８２に記憶される。例え
ば、集約では「４ｉｎ１」をデフォルト値とするように、ワークフローが作成された場合
、初めて「倍率」の設定画面９２→「集約」の設定画面９３に表示を切り替えた際、図１
０に示すように、４ｉｎ１キーＫ１３は、既に選択されている状態として液晶表示部１１
に表示される。
【００８８】
　そして、ワークフローとして予め登録された４つの設定項目の設定が全て完了し、「両
面／分割」の設定画面９４で次キーＫ２６を押下すると、設定確認一覧９５が表示される
。この設定確認一覧９５には、ワークフローに含まれる各設定項目と、各設定項目の設定
値が表示される。又、設定確認一覧９５では、実行開始キーＫ２７とチェックボックスの
一種である再呼出ボックスＣ１が表示される。そして、再呼出ボックスＣ１がチェックさ
れていない状態で、実行開始キーＫ２７が押下されると、本体制御部８は、設定確認一覧
９５に示される内容を把握し、把握した内容で複合機１００を制御し、ジョブが実行され
る。尚、再呼出ボックスＣ１にチェックが入っている場合については、後述する。
【００８９】
［メニュー形式］
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　次に、図１１を用いて、ワークフローでのメニュー形式を説明する。例えば、図１１は
、図９における「節約コピー」のワークフローを呼び出した際のメニュー形式でのメニュ
ー画面９Ｅの一例を示している。
【００９０】
　図１１に示すように、メニュー形式では、例えば、「節約コピー」のワークフローを呼
び出すと「用紙選択」のメニュー画像ｉ１、「倍率」のメニュー画像ｉ２、「集約」のメ
ニュー画像ｉ３、そして「両面／分割」のメニュー画像ｉ４が表示される。従って、選択
されるワークフローによって、メニュー画面９Ｅに表示されるメニュー画像が異なること
になる。そして、それぞれのメニュー画像には、デフォルトの設定値も表示される。この
ように、メニュー形式では、ワークフローに含まれる設定項目がメニューとして表示され
る。
【００９１】
　使用者は、設定値を変更したい設定項目のメニュー画像を押下する。これにより、液晶
表示部１１の表示は、例えば、図１０に示したような、設定項目ごとの設定画面９に切り
替わる。そして、設定画面９での設定が完了すると、液晶表示部１１の表示は、図１１に
示すメニュー画面９Ｅに再び切り替わる。
【００９２】
　又、メニュー画面９Ｅには、ＯＫキーＫ２８とキャンセルキーＫ２９が配される。ＯＫ
キーＫ２８が押下されると、図１０に示した設定確認一覧９５が液晶表示部１１に表示さ
れる。設定確認一覧９５の詳細は、図１０を用いて説明した場合と同様でよく、説明を省
略する。一方、キャンセルキーＫ２９が押下されると、ワークフローを用いた設定がキャ
ンセルされる。
【００９３】
［一覧表示形式］
　次に、図１０を用いて、ワークフローでの一覧表示形式を説明する。この一覧表示形式
では、図９の呼出画面９Ｄで使用するワークフローを選択すると、いきなり、図１０に示
した設定確認一覧９５が液晶表示部１１に表示される。設定確認一覧９５の詳細は、図１
０を用いてウィザード形式で説明した場合と同様でよいので、説明を省略する。
【００９４】
　このように、表示入力装置（操作パネル１）の表示部（液晶表示部１１）は、プログラ
ムが呼び出された際、プログラムに含められた各設定項目を対話型で順次表示するウィザ
ード形式、プログラムに含められた各設定項目を並列させて一覧表示する一覧表示形式、
又は、プログラムに含められた各設定項目を示す画像を（一画面に）表示するメニュー形
式表示の何れかの表示形式で表示する。
【００９５】
（ウィザード形式での再呼出）
　次に、図１０及び図１２～図１３を用いて、ウィザード形式でのワークフローの再呼出
に係る表示制御の一例を説明する。図１２は、本発明の第１の実施形態に係る複合機１０
０でのウィザード形式でのワークフローの再呼出の際の表示制御の一例を示すフローチャ
ートである。図１３は、本発明の第１の実施形態に係る複合機１００でのウィザード形式
でのワークフローの再呼出の際の表示順の一例を示す説明図である。
【００９６】
　本実施形態の複合機１００では、ワークフローを用いてコピーや送信に関する各種設定
を行える。しかし、ワークフローに沿って、ひと通り設定が終わりジョブを実行した後、
同じような設定内容のジョブを実行したい場合がある。この場合、ジョブ実行にともない
、同じワークフローが再び自動的に呼び出されれば、便利である。しかも、直前に実行し
たジョブと同じ設定でいい部分を設定せずに済めば、再び呼び出したワークフローについ
て同じような設定を繰り返さずに済む。従って、使用者の煩わしさが解消され、操作パネ
ル１での使いやすさが向上する。
【００９７】
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　そこで、ワークフローを設定しジョブ実行後、同じワークフローを再び呼び出して表示
させる設定画面９を指定するため、液晶表示部１１は、ワークフローに含まれる設定項目
の各設定画面９にチェックボックスである指定ボックスＣ２を表示する。この指定ボック
スＣ２は、再び呼び出されたワークフローで、設定画面９の表示を行うか否かを指定する
ためのものである（指定入力に相当）。又、設定確認一覧９５にも再呼出ボックスＣ１が
設けられ、再呼出ボックスＣ１にチェックが入れ（再呼出入力に相当）、実行開始キーＫ
２７が押下されると（ジョブ実行開始入力に相当）、表示制御部１０は、ワークフローで
の設定内容を本体制御部８に伝達する。これにより、コピーや送信のジョブが開始される
。更に、表示制御部１０は、ジョブが実行されたワークフローと同じワークフローを呼び
出して、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９を表示させる。言い換える
と、再呼出ボックスＣ１にチェックが入れられた状態で実行開始キーＫ２７が押下される
と、表示制御部１０は、次のジョブのため、実行されたワークフローと同じワークフロー
を再び呼び出す旨の入力がなされたと判断する。
【００９８】
　例えば、使用者は、再び呼び出されたワークフローで確認したい設定項目の設定画面９
の指定ボックスＣ２にチェックを入れておく。指定ボックスＣ２を押下すれば、表示制御
部１０は、指定ボックスＣ２内にチェックマークを液晶表示部１１に表示させる。例えば
、図１０では、「集約」の設定画面９３の指定ボックスＣ２にチェックが入れられた状態
を示している。又、使用者は、再び呼び出されたワークフローで、チェックを入れた設定
項目から表示させる場合、再呼出ボックスＣ１にチェックを入れた上で、実行開始キーＫ
２７を押下する。そうすると、表示制御部１０は、再び呼び出されたワークフローで、設
定画面９１～設定画面９４を表示せず、ショートカットして指定ボックスＣ２にチェック
が入れられた「集約」の設定画面９３を表示させる。
【００９９】
　次に、図１２を用いてこのようなワークフローの再呼出における表示制御の流れを説明
する。まず、図１２のスタートは、ひととおりワークフローでの設定が行われた状態であ
る。
【０１００】
　次に、表示制御部１０は、ワークフローに含まれる設定項目についての各設定値を示す
設定確認一覧９５を表示する（ステップ♯１１）。次に、表示制御部１０は、タッチパネ
ル部１２の出力（操作入力の受け付け）により、液晶表示部１１の実行開始キーＫ２７の
押下を認識する（ステップ♯１２）。尚、必要に応じて、ステップ♯１１とステップ♯１
２の間に、使用者による再呼出ボックスＣ１の押下が行われる。
【０１０１】
　そして、表示制御部１０は、実行開始キーＫ２７の押下がなされたワークフローでの設
定内容をメモリ１８（記憶装置８２でもよい）に記憶させる（ステップ♯１３）。設定内
容とは、各設定項目の設定画面９で押されたキー（設定値）を示す。
【０１０２】
　又、表示制御部１０は、ワークフローでなされた設定内容を本体制御部８に伝える（ス
テップ♯１４）。そして、設定内容に合わせたコピー等のジョブを本体制御部８は実行さ
せる（ステップ♯１５）。
【０１０３】
　そして、表示制御部１０は、再呼出ボックスＣ１にチェックが入れられているか、即ち
、ワークフローの再呼出が必要か否かを確認する（ステップ♯１６）。もし、再呼出ボッ
クスＣ１にチェックが入れられず、ワークフローの再呼出の必要がなければ（ステップ♯
１６のＮｏ）、本制御は終了すればよい（エンド）。
【０１０４】
　一方、再呼出ボックスＣ１にチェックが入れられ、ワークフローの再呼出を行う場合（
ステップ♯１６のＹｅｓ）、表示制御部１０は、直前にジョブが実行されたワークフロー
と同じワークフロー（プログラム）を呼び出す（ステップ♯１７）。
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【０１０５】
　次に、表示制御部１０は、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９がある
か否かを確認する（ステップ♯１８）。もし、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた
設定画面９がなければ（ステップ♯１８のＮｏ）、表示制御部１０は、ワークフローに含
まれる設定項目のうち、最初の表示順の設定項目の設定画面９を液晶表示部１１に表示さ
せる（ステップ♯１９）。この場合、ワークフローの先頭の設定項目の設定画面から設定
が行われ、一連のフローの繰り返しとなる。
【０１０６】
　一方、もし、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９があれば（ステップ
♯１８のＹｅｓ）、表示制御部１０は、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画
面９を液晶表示部１１に表示させる（ステップ♯２０）。尚、ワークフロー内の複数の設
定画面９で、指定ボックスＣ２にチェックが入れられていれば、表示制御部１０は、それ
らの設定画面９のうち、最も表示順が先頭位置の設定画面９を液晶表示部１１に表示させ
る。更に、表示制御部１０は、メモリ１８の記憶内容に基づき、表示しない設定画面にお
ける設定は、直前に実行されたジョブと同じ設定であると扱う（ステップ♯２１）。
【０１０７】
　即ち、本発明に係る表示入力装置（例えば、操作パネル１）は、実行可能な複数種の機
能を設定項目として表示し、設定項目の設定画面９を表示する表示部（液晶表示部１１）
と、少なくとも設定項目の選択及び設定画面９に対する入力を受け付ける入力部（タッチ
パネル部１２等）と、予め複数の設定項目の中から選択され、登録された設定項目の組み
合わせであり、呼び出すことにより予め選択、登録された設定項目ごとに設定画面９を順
番に表示部に表示させるプログラムと、呼び出されたプログラムでの設定内容を記憶する
記憶部（メモリ１８、記憶装置８２）と、表示部の表示を制御し、入力部を用いた設定内
容を把握する制御部（表示制御部１０）を含み、入力部は、プログラムにより表示される
設定画面９を指定する指定入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）と、呼び出された
プログラムの設定内容に基づき、ジョブを開始させるジョブ実行開始入力（例えば、実行
開始キーＫ２７の押下）と、次ジョブの設定のため、ジョブ実行開始入力が行われたプロ
グラムと同じプログラムを再び呼び出す再呼出入力（再呼出ボックスＣ１の押下、チェッ
ク）とを受け付け、制御部は、再呼出入力とジョブ実行開始入力がなされ、プログラムが
再び呼び出されたとき、プログラムの表示順において指定入力のあった設定画面９以降の
設定画面９を表示部に表示させ、表示されない設定画面９では、直前に実行されたプログ
ラムと同じ設定がなされたと把握する。
【０１０８】
　本実施形態では、表示部（液晶表示部１１）は、再呼出入力があった場合、表示順にお
いて指定入力のあった設定画面９以降の設定画面９を全て表示する。そして、ステップ♯
１９及びステップ♯２１の後、ワークフローでの設定に伴い、１又は複数回、次キーＫ２
６が押下され、その結果、設定確認一覧９５が表示される（ステップ♯１へ戻る）。
【０１０９】
　例えば、図９における「節約コピー」のワークフローを呼び出し、集約の設定項目の設
定画面９３でチェックが入れられている場合のプログラムの再呼出を、図１３を用いて説
明する。再呼出を行う旨の入力（再呼出ボックスＣ１の押下）がなされ、ジョブが実行さ
れると、図１３に示すように、設定確認一覧９５の後、ジョブが開始されるとともに、表
示制御部１０は、新たなワークフローとして、集約の設定画面９３を液晶表示部１１に表
示させる。そして、次キーＫ２６が押下されると、表示制御部１０は、設定画面９４を液
晶表示部１１に表示させる。更に、次キーＫ２６が押下されると、表示制御部１０は、設
定確認一覧９５を液晶表示部１１に表示させる。即ち、制御部（表示制御部１０）は、プ
ログラムが再び呼び出されたとき、表示順において指定入力（指定ボックスＣ２の押下、
チェック）のあった設定画面９以降の設定画面９を表示部（液晶表示部１１）に全て表示
させる。
【０１１０】
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　このように、再呼出を行う旨の入力が行われ、ジョブが実行されると、表示制御部１０
は、再び呼び出されたワークフローでは、指定された設定項目よりも前の設定項目の設定
画面９は表示させない。そして、表示されない設定項目の設定画面９では、前に実行され
たワークフローと同じ設定がなされたものとして扱われる（設定内容は、例えば、メモリ
１８が記憶）。
【０１１１】
　このようにして、本発明によれば、制御部（表示制御部１０）は、再呼出入力（再呼出
ボックスＣ１の押下、チェック）とジョブ実行開始入力（例えば、実行開始キーＫ２７の
押下）がなされ、プログラムが再び呼び出されたとき、プログラムの表示順において指定
入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）のあった設定画面９以降の設定画面９を表示
部（液晶表示部１１）に表示させ、表示されない設定画面９では、直前に実行されたプロ
グラムと同じ設定がなされたと把握する。使用者は、必要となりそうな設定画面９に対し
指定入力を行っておく。そうすると、プログラムを再び呼出したとき、指定入力がなされ
た設定画面９よりも前の表示順の設定画面９は表示されない。しかも、表示されない設定
項目については、直前のジョブ（プログラム）と同様の設定がなされたと扱われる。これ
により、再びプログラムを呼び出したとき、直前のジョブと同じ設定でいい設定項目はス
キップされ、指定入力がなされた設定画面９にショートカットされる。従って、同様の設
定内容のジョブを続けて行うため、再び同じプログラムを呼び出しても、一連のフローの
全ての繰り返しは行われず、目的とする設定画面９に移動することができ、直前のジョブ
と同じ設定でいい部分について設定を行う必要がない。これにより、設定での煩雑さの解
消、軽減をはかることができる。又、表示入力装置（例えば、操作パネル１）の使いやす
さが向上する。
【０１１２】
　又、表示部（液晶表示部１１）は、プログラムが再び呼び出されたとき、表示順におい
て指定入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）のあった設定画面９以降の設定画面９
を全て表示する。これにより、プログラムに含まれる設定画面９のうち、指定入力がなさ
れた設定画面９から設定のやり直しや確認を行える。従って、再び同じプログラムを呼び
出しても、一連のフローの全ての繰り返しは行われず、煩雑さの解消、軽減をはかること
ができる。
【０１１３】
　又、画像形成装置は、本発明の表示入力装置（例えば、操作パネル１）を備える。これ
により、ワークフローの再呼出の際、直前に設定したワークフローと同じ設定でよい部分
は、設定を行わずに済む画像形成装置を提供することができる。従って、煩雑でなく、使
いやすいユーザインターフェイス（表示入力装置）を備えた画像形成装置を提供すること
ができる。
【０１１４】
（第２の実施形態）
　次に、図１４に基づき、本発明の第２の実施形態に係るウィザード形式でのワークフロ
ーの再呼出における表示制御の一例を説明する。図１４は、本発明の第２の実施形態に係
る複合機１００でのウィザード形式でのワークフローの再呼出の際の表示順の一例を示す
説明図である。
【０１１５】
　第１の実施形態では、ワークフローを再呼出したとき、指定された設定画面９（指定ボ
ックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９）に戻り、以後、ワークフローの表示順に
従い各設定画面９を表示する例を説明した。そして、第２の実施形態では、ワークフロー
を再呼出ボックスＣ１の押下により再呼出した場合、指定された設定画面９（指定ボック
スＣ２にチェックが入れられた設定画面９）のみを表示する点で異なる。尚、その他の点
については、第１の実施形態と同様でよく、共通する部分は、特に説明する場合を除き、
援用するものとして、図示、説明を省略する。
【０１１６】
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　基本的に、再呼出ボックスＣ１を押下し、ジョブを実行してワークフローを再呼出した
場合の表示制御の流れは、第１の実施形態で図１２を用いて説明した表示制御と同様でよ
い。ただし、図１２におけるステップ♯８は、本実施形態では、表示制御部１０は、指定
ボックスＣ２にチェックが入れられている設定画面９のみ液晶表示部１１に表示させる。
【０１１７】
　例えば、ワークフローに含まれる設定項目の各設定画面９のうち、１つの設定画面９に
ついてのみ指定ボックスＣ２にチェックが入れられている場合、再び呼び出されたワーク
フローでは、表示制御部１０は、指定された１つの設定画面９のみを液晶表示部１１に表
示させる。そして、指定された設定画面９で次キーＫ２６が押下されると、設定確認一覧
９５が再び表示される。
【０１１８】
　図１４を用い、より具体的に説明する。例えば、図９における「節約コピー」のワーク
フローを呼び出し、用紙選択の設定項目の設定画面９１と、両面印刷の設定画面９４の指
定ボックスＣ２にチェックが入れられている場合を、図１４を用いて説明する。再呼出ボ
ックスＣ１を押下し、ジョブを実行してワークフローを再呼出した場合、図１４に示すよ
うに、設定確認一覧９５の後、表示制御部１０は、設定画面９１を液晶表示部１１に表示
させる。
【０１１９】
　そして、次キーＫ２６が押下されると、表示制御部１０は、設定画面９４を液晶表示部
１１に表示させる。更に、次キーＫ２６が押下されると、表示制御部１０は、設定確認一
覧９５を液晶表示部１１に表示させる。表示順としては、設定確認一覧９５→用紙選択の
設定画面９１→両面印刷の設定画面９４→設定確認一覧９５という表示順となる。そして
、表示されない設定項目の設定画面９では、前に実行されたワークフローと同じ設定がな
されたものとして扱われる（設定内容は、例えば、メモリ１８が記憶）点は、第１の実施
形態と同様である。即ち、制御部（表示制御部１０）は、プログラムが再び呼び出された
とき、指定入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）のあった設定画面９のみを表示部
（液晶表示部１１）に表示させる。
【０１２０】
　このようにして、第２の実施形態によれば、第１の実施形態の効果に加え、表示部（液
晶表示部１１）は、プログラムが再び呼び出されたとき、指定入力（指定ボックスＣ２の
押下、チェック）のあった設定画面９のみを表示する。これにより、プログラムに含まれ
る設定画面９のうち、指定入力がなされた設定画面９のみについて、設定のやり直しや、
確認を行える。従って、再び同じプログラムを呼び出したとき、使用者が所望する設定画
面９が表示され、再設定での煩雑さの解消、軽減をはかることができる。
【０１２１】
（第３の実施形態、ウィザード形式での設定のやり直し）
　次に、図１５、１６を用い、ウィザード形式でのワークフロー呼出時の設定のやり直し
における表示制御の一例を説明する。図１５は、本発明の第３の実施形態に係る複合機１
００でのウィザード形式でのワークフローの設定のやり直しの表示制御の一例を示すフロ
ーチャートである。図１６は、本発明の第３の実施形態に係る複合機１００でのウィザー
ド形式でのワークフローの設定のやり直しの際の表示順の一例を示す説明図である。
【０１２２】
　本実施形態の操作パネル１、複合機１００は、第１の実施形態、第２の実施形態と同じ
構成でよく、表示制御部１０は、液晶表示部１１に、再呼出ボックスＣ１や、実行開始キ
ーＫ２７や、指定ボックスＣ２を表示させる等、ほぼ表示に関しても同様である。従って
、共通する部分については援用するものとして説明、図示を省略する。
【０１２３】
　ここで、ワークフローに沿って、ひと通り設定が終わった後、ジョブを実行する前に、
ワークフローに含まれる一部の設定項目の設定値を変更したい（設定し直したい）場合が
ある（例えば、集約で２ｉｎ１を４ｉｎ１とする等）。この場合、使用者が、設定値を変
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更したいと所望する設定項目の設定画面９を直ちに表示できれば、ワークフローの設定の
やり直しでの煩わしさが解消され、操作パネル１での使いやすさが向上する。
【０１２４】
　そこで、液晶表示部１１が表示する指定ボックスＣ２を利用して、設定のやり直しを容
易に行えるようにする。本実施形態では、図１６に示すように、再呼出ボックスＣ１のほ
か、設定確認一覧９５に、やり直しボックスＣ３が設けられる。やり直しボックスＣ３に
チェックが入れられた状態で実行開始キーＫ２７が押下されると、表示制御部１０は、設
定のやり直しを行う旨の入力がなされたと判断する。
【０１２５】
　例えば、使用者は、設定のやり直しのため確認したい設定項目の設定画面９の指定ボッ
クスＣ２にチェックを入れておく。例えば、「集約」の設定画面９３の指定ボックスＣ２
にチェックが入れられた状態とする。又、使用者は、指定ボックスＣ２にチェックを入れ
た設定項目の設定のやり直しを行う場合は、やり直しボックスＣ３にチェックを入れた上
で、実行開始キーＫ２７を押下する。そうすると、表示制御部１０は、設定画面９１～設
定画面９４を表示せず、ショートカットして指定ボックスＣ２にチェックが入れられた「
集約」の設定画面９３を表示させる。尚、このとき、ジョブは実行されない。
【０１２６】
　次に、図１５を用いてこのようなワークフローの設定のやり直しにおける表示制御の流
れを説明する。まず、図１５のスタートは、ひととおりワークフローでの設定が行われた
状態である。
【０１２７】
　まず、表示制御部１０は、設定確認一覧９５を表示する（ステップ♯３１）。次に、表
示制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき、液晶表示部１１の実行開始キーＫ
２７の押下を認識する（ステップ♯３２）。尚、必要に応じて、ステップ♯１とステップ
♯２の間に、使用者によるやり直しボックスＣ３の押下が行われる。
【０１２８】
　そして、表示制御部１０は、やり直しボックスＣ３にチェックが入れられているか、即
ち、ワークフローでの設定のやり直しが必要か否か（再設定が必要か否か）を確認する（
ステップ♯３３）。もし、やり直しボックスＣ３にチェックが入れられず、設定のやり直
しを行う旨の入力でなければ（ステップ♯３３のＮｏ）、表示制御部１０は、ワークフロ
ーでなされた設定内容を本体制御部８に伝える（ステップ♯３４）。そして、設定内容に
合わせたコピー等のジョブを本体制御部８は実行させ（ステップ♯３５→エンド）、本制
御は終了する。尚、再呼出ボックスＣ１にチェックが入れられていれば、同じワークフロ
ーの呼出が行われる。
【０１２９】
　一方、設定のやり直しを行うとき（ステップ♯３３のＹｅｓ）、表示制御部１０は、指
定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９があるか否かを確認する（ステップ♯
３６）。もし、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９がなければ（ステッ
プ♯３６のＮｏ）、表示制御部１０は、ワークフローに含まれる設定項目のうち、最初の
表示順の設定項目の設定画面９を液晶表示部１１に表示させる（ステップ♯３７）。
【０１３０】
　一方、もし、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画面９があれば（ステップ
♯３６のＹｅｓ）、表示制御部１０は、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定画
面９を液晶表示部１１に表示させる（ステップ♯３８）。尚、ワークフロー内の複数の設
定画面９で、指定ボックスＣ２にチェックが入れられていれば、表示制御部１０は、それ
らの設定画面９のうち、最も表示順が先頭位置の設定画面９を液晶表示部１１に表示させ
る。
【０１３１】
　即ち、本発明に係る表示入力装置（例えば、操作パネル１）は、入力部（タッチパネル
部１２等）は、現在呼び出しているプログラムの設定のやり直しを行うためのやり直し入
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力を受け付け、制御部（表示制御部１０）は、やり直し入力が行われた場合、表示順にお
いて指定入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）のあった設定画面９以降の設定画面
９を表示部（液晶表示部１１）に表示させる。
【０１３２】
　本実施形態では、表示部（液晶表示部１１）は、設定のやり直し入力が行われた場合、
表示順において指定入力のあった設定画面９以降の設定画面９を全て表示する（第２の実
施形態と同様に、指定入力のあった設定画面９のみを表示してもよい）。そして、ステッ
プ♯３７及びステップ♯３８の後、１又は複数回、次キーＫ２６が押下され、その結果、
設定確認一覧９５が表示される（ステップ♯３１へ）。
【０１３３】
　例えば、図１６における「節約コピー」のワークフローを呼び出し、集約の設定項目の
設定画面９３でチェックが入れられている場合を、図１６を用いて説明する。設定のやり
直しを行う旨の入力がなされていて（やり直しボックスＣ３にチェックが入れられていて
）、実行開始キーＫ２７が押下されると、図１６に示すように、表示制御部１０は、集約
の設定画面９３を液晶表示部１１に表示させる。そして、次キーＫ２６が押下されると、
表示制御部１０は、設定画面９４を液晶表示部１１に表示させる。更に、次キーＫ２６が
押下されると、表示制御部１０は、設定確認一覧９５を液晶表示部１１に表示させる。
【０１３４】
　このように、設定のやり直しを行う旨の入力が行われると、表示制御部１０は、指定さ
れた設定項目の設定画面９と設定確認一覧９５のループ表示を行わせ、指定された設定項
目よりも前の設定項目の設定画面９は表示させない。
【０１３５】
　このようにして、本実施形態によれば、プログラムが呼び出され、やり直し入力が行わ
れた場合、表示部（液晶表示部１１）は表示順において指定入力（指定ボックスＣ２の押
下、チェック）のあった設定画面９以降の設定画面９を表示する。これにより、使用者は
、再設定（設定のやり直し）が必要となりそうな設定画面９に対し指定入力を行っておく
ことで、プログラムにおいて、指定入力がなされた設定画面９よりも前の表示順の設定画
面９は表示されない。言い換えると、設定のやり直しの際、不要な設定項目を表示せず、
指定入力がなされた設定画面９にショートカットすることができる。従って、設定のやり
直しの際、一連のフローの全ての繰り返しは行われず、速やかに目的とする設定画面９に
移動することができ、煩雑さの解消、軽減をはかることができる。又、表示入力装置（例
えば、操作パネル１）の使いやすさが向上する。
【０１３６】
　次に、他の実施形態を説明する。上記の第３の実施形態は、プログラムとしてのワーク
フローを呼び出した時の設定のやり直しの際の表示に関する。しかし、本発明は、ワーク
フローを呼び出さない、通常の設定操作の場合にも適用することができる。
【０１３７】
　例えば、記憶装置８２や操作パネル１の記憶部は、通常の設定操作において、選択され
た設定項目（設定画面９が表示された設定項目）と、その順番を記憶する。そして、液晶
表示部１１は、ワークフローを呼び出した時と同様、各設定画面９に指定ボックスＣ２を
表示し、表示制御部１０は、タッチパネル部１２を介して、指定ボックスＣ２のチェック
（指定ボックスＣ２の押下）を認識する。
【０１３８】
　そして、使用者が所望する設定を完了し、例えば、操作パネル１のいずれかの予め定め
られたキー（例えば、スタートキー１４）を押下する（やり直し入力に相当）。そうする
と、表示制御部１０は、指定ボックスＣ２にチェックが入れられた設定項目の設定画面９
を表示する。その後、表示制御部１０は、記憶された表示順に従って、指定ボックスＣ２
にチェックボックスが入れられた設定画面９から、使用者がスタートキー１４を押下した
設定画面９（表示順で最後の設定画面９）まで順に、液晶表示部１１に表示させてもよい
。あるいは、表示制御部１０は、記憶された表示順に従って、指定ボックスＣ２にチェッ
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【０１３９】
　即ち、本実施形態の表示入力装置（例えば、操作パネル１）は、プログラムを呼び出さ
ない状態で、記憶部（メモリ１８、記憶装置８２）は、設定画面９の表示がなされた設定
画面９と、表示順を記憶し、入力部（タッチパネル部１２等）は、設定項目の選択により
表示された設定画面９を指定する指定入力（指定ボックスＣ２の押下、チェック）を受け
付けるとともに、表示された設定画面９を表示させて再度設定を行うべき旨のやり直し入
力を受け付け、表示部（液晶表示部１１）は、やり直し入力が行われた場合、表示順にお
いて指定入力のあった設定画面９以降の設定画面９を、記憶部に記憶された表示順で表示
する。
【０１４０】
　この実施形態によれば、プログラムを呼び出さない状態で、表示部（液晶表示部１１）
は、やり直し入力が行われた場合、表示順において指定入力のあった設定画面９以降の設
定画面９を、記憶部（メモリ１８、記憶装置８２）に記憶された表示順で表示する。これ
により、プログラムを用いない設定入力の場合でも、設定のやり直ししようとする設定項
目を再選択することなく設定のやり直しを行うことができる。
【０１４１】
　本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明
の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明は、操作パネル１等の表示部と入力部を有する表示入力装置や、画像形成装置に
利用可能である。
【符号の説明】
【０１４３】
１　　　操作パネル（表示入力装置）　　　　１０　　表示制御部
１１　　液晶表示部（表示部）　　　　　　　１２　　タッチパネル部（入力部の１つ）
１８　　メモリ（記憶部）　　　　　　　　　８　　　本体制御部
８２　　記憶装置（記憶部）
９（９１、９２、９３、９４、９５）　　設定画面
１００　複合機（画像形成装置）
Ｃ１　　再呼出ボックス　　　　　　　　　Ｃ２　　指定ボックス
Ｃ３　　やり直しボックス　　　　　　　　　Ｋ２７　実行開始キー
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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