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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の機器と通信を行うことが可能な画像形成装置であって、
　予め編集されたユーザー固有の操作画面を記憶しておく記憶手段と、
　前記ネットワーク上の機器からアクセスがあった場合に、前記機器に表示させる操作画
面として、前記記憶手段に記憶されている前記ユーザー固有の操作画面か、又は、前記画
像形成装置に予め記憶されている通常の操作画面かをユーザーに選択させる選択手段と、
を有し、
　前記通常の選択画面に、前記ユーザー固有の操作画面を前記記憶手段から呼び出すため
の呼び出しキーを表示させ、
　前記呼び出しキーが操作された場合、前記記憶手段から前記ユーザー固有の操作画面を
呼び出して前記機器に表示させることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　複数のユーザーをまとめてグループとして登録、設定するグループ設定手段をさらに有
し、
　予め編集されたユーザー固有の操作画面を前記グループ内で共有することを可能にする
共有設定手段をさらに有することを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記ユーザー固有の操作画面の表示項目のうち編集可能な表示項目を前記ユーザー毎に
設定・制限する表示項目制限手段をさらに有することを特徴とする請求項１又は２記載の
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画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラウザ上及び操作パネルに表示される表示画面を遠隔地から編集する画像
形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置にもともと備えられている操作パネルから直接操作を行うほかに、ネット
ワークを介して接続されている機器からも操作可能な画像形成装置として、最近ＷＥＢサ
ーバの機能を有するものが知られている。このような画像形成装置では、画像形成装置が
提供する機能を一般のＷＥＢブラウザを利用して遠隔から操作することが可能になってい
る。例えば、機器内の記憶装置に蓄積されている画像データを印刷することがネットワー
ク上のＰＣなどからＷＥＢブラウザを通じて行うことができ、さらにその際、画像データ
の印刷といった画像操作に関する設定値の参照や変更が可能になっている。
【０００３】
　しかし、最近の画像形成装置はたくさんの機能を有しているがゆえに、その操作や設定
が煩雑になりがちである。また、画像形成装置が有する機能はその利用者に応じてよく使
う機能とあまり使わない機能、また設定値においても利用のたびによく設定値を変更する
ものとめったに変更しないもの(自動でやってほしいもの)に分類される傾向がある。
【０００４】
　従来技術例として、画像形成装置の各種設定を、ユーザー毎に保持し、各装置はあるユ
ーザーが装置を使用する場合に、そのユーザー用の各種設定によって装置をパーソナライ
ズすることによりそのユーザ－における操作性を著しく向上させる画像処理装置がある（
例えば、特許文献１参照）。また、ネットワークを介してクライアントが画像処理装置に
アクセスする際、各ユーザーが使用する可能性の高い画面を優先的に表示することによっ
てユーザーの操作性を向上させる画像処理装置がある（例えば、特許文献２参照）。また
、文書毎に個別の設定が可能で、かつ一連の設定をファイルとして保存できる画像入出力
装置がある（例えば、特許文献３参照）。また、各アプリケーションやネットワーク環境
に応じたシステムが構築することによって使い勝手の向上を図る画像処理装置がある（例
えば、特許文献４参照）。
【特許文献１】特開２００１－２４８２４号公報
【特許文献２】特開２００２－３３３９６７号公報
【特許文献３】特開２００２－２３２６１９号公報
【特許文献４】特開２００２－２０４３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１～４記載の発明のような従来の画像処理装置や画像形成
装置においては、ネットワークを介した遠隔操作によって各ユーザーが操作画面のレイア
ウト等を自分好みにカスタマイズすることはできなかった。
【０００６】
　本発明は、上記のような背景に鑑みてなされたものであり、操作部に表示されるボタン
等の配置や大きさ、表示／非表示などを利用者自らが自由に変更、編集できるようにし、
利用者自身が操作しやすい表示（画面）を作り出すことができ、また、アプリケーション
の切り替え等、アプリケーションの違いを意識する必要がないため、ユーザーの要求をそ
のまま1つの窓口(表示画面)から受けることができることで利用者が使いやすい操作画面
、操作環境を提供することを目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、ＷＥＢブラウザを利用した表示画面における利用者の操作性を向上さ
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せ、また、利用者に特化したＷＥＢブラウザ上の操作環境を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、画像形成装置自身が持つ操作パネルにおける利用者の操作性を向上さ
せ、また、利用者に特化した操作パネル上の操作環境を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、頻繁に使う機能、設定が同じようなユーザーが少なくとも２人以上存
在する場合、編集、作成した固有の操作画面をその複数のユーザーをグルーピングし、そ
のグループ内で共有することによって操作画面を無駄に作成する必要がなくなるため、利
用者の手間を軽減することができ、使いやすさを向上することを目的とする。また、余計
なリソースの消費を軽減することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明は、あるユーザーには使用できない、使用させたくない機能がある場合な
どにその機能に関する表示項目を表示編集の対象から除外することによって、本来、その
ユーザーが使えない機能に対する設定といった無意味な、無駄な編集をさけることを目的
とする。
【００１１】
　また、本発明は、動作を始める前に利用者自身の操作しやすい表示（画面）より設定し
たものだけでなく、他の機能に関する設定内容について確認が取れるようにすることによ
って、利用者の意図しない設定で動作することを防止し、使いやすさを向上させることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる目的を達成するために、請求項１記載の発明は、ネットワーク上の機器と通信を
行うことが可能な画像形成装置であって、予め編集されたユーザー固有の操作画面を記憶
しておく記憶手段と、ネットワーク上の機器からアクセスがあった場合に、機器に表示さ
せる操作画面として、記憶手段に記憶されているユーザー固有の操作画面か、又は、画像
形成装置に予め記憶されている通常の操作画面かをユーザーに選択させる選択手段と、を
有し、通常の選択画面に、ユーザー固有の操作画面を記憶手段から呼び出すための呼び出
しキーを表示させ、呼び出しキーが操作された場合、記憶手段からユーザー固有の操作画
面を呼び出して機器に表示させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、複数のユーザーをまとめてグル
ープとして登録、設定するグループ設定手段をさらに有し、予め編集されたユーザー固有
の操作画面をグループ内で共有することを可能にする共有設定手段をさらに有することを
特徴とする。
【００１６】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、ユーザー固有の操作画面
の表示項目のうち編集可能な表示項目をユーザー毎に設定・制限する表示項目制限手段を
さらに有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明では、操作部に表示されるボタン等の配置や大きさ、表示／非表示などを利用者
自らが自由に変更、編集できるようにし、利用者自身が操作しやすい表示（画面）を作り
出せるようにすることで利用者が使いやすい操作画面、操作環境を提供でき、また、アプ
リケーションの切り替え等、アプリケーションの違いを意識する必要がないため、ユーザ
ーの要求をそのまま１つの窓口（表示画面）から受けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について添付図面を参照して詳細に説明する
。
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【実施例】
【００２０】
　図を参考に本発明を実施する機器の構成・動作例を説明する。図１～８は、本発明実施
例においてネットワークシステムを構成する画像処理装置の概略図、操作部の概略図、及
びブロック図である。なお、本実施例では、画像処理装置として画像形成装置を用いる。
【００２１】
　図１に本発明の画像形成装置を示す。自動原稿送り装置（以後ＡＤＦ）１にある、原稿
台２に原稿の画像面を上にして置かれた原稿束は、操作部３０上のプリントキー３４が押
下されると、一番下の原稿から給送ローラ３、給送ベルト４によってコンタクトガラス６
上の所定の位置に給送される。一枚の原稿を給送完了により原稿枚数をカウントアップす
るカウント機能を有している。給送された原稿は読み取りユニット５０によってコンタク
トガラス６上の原稿の画像データを読み取り後、読み取りが終了した原稿は、給送ベルト
４及び排送ローラ５によって排出される。さらに、原稿セット検知７にて原稿台２に次の
原稿が有ることを検知した場合、前原稿と同様にコンタクトガラス６上に給送される。
【００２２】
　給送ローラ３、給送ベルト４、排送ローラ５は搬送モータ２６によって駆動される。第
１トレイ８、第２トレイ９、第３トレイ１０に積載された転写紙は、各々第１給紙装置１
１、第２給紙装置１２、第３給紙装置１３によって給紙され、縦搬送ユニット１４によっ
て感光体１５に当接する位置まで搬送される。読み取りユニット５０にて読み込まれた画
像データは、書き込みユニット５７からのレーザによって感光体１５に書き込まれ、現像
ユニット２７を通過することによってトナー像が形成される。そして、転写紙は感光体１
５の回転と等速で搬送ベルト１６によって搬送されながら、感光体１５上のトナー像が転
写される。その後、定着ユニット１７にて画像を定着させ、排紙ユニット１８によって後
処理装置のフィニシャ１００に排出される。
【００２３】
　後処理装置のフィニシャ１００は、本体の排紙ローラ１９によって搬送された転写紙を
、通常排紙ローラ１０２方向と、ステープル処理部方向へ導く事ができる。切り替え板１
０１を上に切り替える事により、搬送ローラ１０３を経由して通常排紙トレイ１０４側に
排紙する事ができる。また、切り替え板１０１を下方向に切り替える事で、搬送ローラ１
０５、１０７を経由して、ステープル台１０８に搬送する事ができる。ステープル台１０
８に積載された転写紙は、一枚排紙されるごとに紙揃え用のジョガー１０９によって、紙
端面が揃えられ、一部のコピー完了と共にステープラ１０６によって綴じられる。
【００２４】
　ステープラ１０６で綴じられた転写紙群は自重によって、ステープル完了排紙トレイ１
１０に収納される。一方、通常の排紙トレイ１０４は前後に移動可能な排紙トレイである
。前後に移動可能な排紙トレイ部１０４は、原稿毎、あるいは、画像メモリによってソー
ティングされたコピー部毎に、前後に移動し、簡易的に排出されてくるコピー紙を仕分け
るものである。転写紙の両面に画像を作像する場合は、各給紙トレイ８～１０から給紙さ
れ作像された転写紙を排紙トレイ１０４側に導かないで、経路切り替えの為の分岐爪１１
２を上側にセットする事で、一旦両面給紙ユニット１１１にストックする。その後、両面
給紙ユニット１１１にストックされた転写紙は再び感光体１５に作像されたトナー画像を
転写するために、両面給紙ユニット１１１から再給紙され、経路切り替えの為の分岐爪１
１２を下側にセットし、排紙トレイ１０４に導く。この様に転写紙の両面に画像を作成す
る場合に両面給紙ユニット１１１は使用される。
【００２５】
　感光体１５、搬送ベルト１６、定着ユニット１７、排紙ユニット１８、現像ユニット２
７はメインモータ２５によって駆動され、各給紙装置１１～１３はメインモータ２５の駆
動を各々給紙クラッチ２２～２４によって伝達駆動される。縦搬送ユニット１４はメイン
モータ２５の駆動を中間クラッチ２１によって伝達駆動される。
【００２６】
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　図２は、操作部３０を示した図である。操作部３０には、液晶タッチパネル３１、テン
キー３２、クリア／ストップキー３３、プリントキー３４、予熱キー３５、リセットキー
３６、初期設定キー３７、コピーキー３８、コピーサーバーキー３９があり、液晶タッチ
パネル３１には、機能キー、部数、及び画像形成装置の状態を示すメッセージなどが表示
される。初期設定キー３７を押す事で、機械の初期状態を任意にカスタマイズする事が可
能である。機械が収納している用紙サイズを設定したり、コピー機能のモードクリアキー
を押したりしたときに設定される状態を任意に設定可能である。また、一定時間操作が無
いときに優先して選択されるアプリケーション等も選択する事、国際エネルギースター計
画に従った低電力への移行時間の設定や、オートオフ／スリープモードへの移行する時間
を設定する事が可能である。予熱キー３５を押すと、機械は待機状態から、電力低減状態
に移行し、定着温度を低下させたり、操作部の表示を消灯させたりする。予熱状態は、国
際エネルギースター計画で言う、低電力状態を意味している。また、予熱状態、オフ状態
／スリープ状態を解除し、待機状態に移行させるには、この予熱キーを再度押下する。コ
ピーキー３８の押下により、コピー機能の使用が可能である。コピーサーバーキー３９は
、既存の蓄積画像データの編集（コピーモード設定、印刷、削除）を行うときに使用する
。コピーサーバーの詳細は、後述する。また、スキャナアプリキー４１は原稿を蓄積した
り、スキャナより読み取った入力画像や蓄積されている画像データなどを外部に送信した
りするときに使用する。詳細は後述する。
【００２７】
　図３は操作部３０の液晶タッチパネル３１の表示一例を示した図である。オペレータが
液晶タッチパネル３１に表示されたキーにタッチする事で、選択された機能を示すキーが
黒く反転する。また、機能の詳細を指定しなければならない場合（例えば変倍であれは変
倍値等）は、キーにタッチする事で、詳細機能の設定画面が表示される。このように、液
晶タッチパネルは、ドット表示器を使用している為、その時の最適な表示をグラフィカル
に行う事が可能である。
【００２８】
　図３において左上は、「コピーできます」、「お待ちください」等のメッセージを表示
するメッセージエリア、その右は、セットした枚数を表示するコピー枚数表示部、転写紙
を自動的に選択する自動用紙選択キー、コピーを一部ずつページ順にそろえる処理を指定
するソートキー、コピーをページ毎に仕分けする処理を指定するスタックキー、ソート処
理されたものを一部ずつ綴じる処理を指定するステープルキー、倍率を等倍にセットする
等倍キー、拡大／縮小倍率をセットする変倍キー、両面モードを設定する両面キー、とじ
代モード等を設定する編集キー、表紙／合紙モードを設定する表紙／合紙キー、デジタル
複写機のネットワークを介して多量のプリント動作を複数に分けてプリントアウトする連
結モードキーである。また、給紙トレイ数に対応した給紙トレイ状態を示し、手動で給紙
段を設定するためのキーが給紙段分表示されている。
【００２９】
　図４はメインコントローラを中心に、制御装置を図示したものである。メインコントロ
ーラ２０は画像形成装置全体を制御する。メインコントローラ２０には、オペレータに対
する表示、オペレータからの機能設定入力制御を行う操作部３０、スキャナの制御、原稿
画像を画像メモリに書き込む制御、画像メモリからの作像を行う制御等を行う画像処理ユ
ニットＩＰＵ）４９、原稿自動送り装置（ＡＤＦ）１、等の分散制御装置が接続されてい
る。各分散制御装置とメインコントローラ２０は必要に応じて機械の状態、動作司令のや
りとりを行っている。
　また紙搬送等に必要なメインモータ２５、各種クラッチ２１～２４も接続されている。
【００３０】
　図１に戻り、画像形成装置の原稿読み取りから、画像の書き込みまでを説明する。読み
取りユニット５０は、原稿を載置するコンタクトガラス６と光学走査系で構成されており
、光学走査系には、露光ランプ５１、第１ミラー５２、レンズ５３、ＣＣＤイメージセン
サ５４等々で構成されている。露光ランプ５１及び第１ミラー５２は図示しない第１キャ
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リッジ上に固定され、第２ミラー５５及び第３ミラー５６は図示しない第１キャリッジ上
に固定されている。
　原稿像を読み取るときには、光路長が変わらないように、第１キャリッジ第２キャリッ
ジとが２対１の相対速度で機械的に操作される。この光学走査系は、図示しないスキャナ
駆動モータにて駆動される。原稿画像は、ＣＣＤイメージセンサ５４によって読み取られ
、電気信号に変換されて処理される。書き込みユニット５７はレーザ出力ユニット５８、
結像レンズ５９、ミラー６０で構成され、レーザ出力ユニット５８の内部には、レーザ光
源であるレーザダイオード及びモータによって高速で定速回転する多角形ミラー（ポリゴ
ンミラー）が備わっている。書き込みユニット５７から出力されるレーザ光が、画像作像
系の感光体１５に照射される。図示しないが感光体１５の一端近傍のレーザビームを照射
される位置に、主走査同期信号を発生するビームセンサが配置されている。
【００３１】
　図５は画像処理ユニット（ＩＰＵ）４９内部構成のブロック図である。露光ランプ５１
から照射された光の反射を、ＣＣＤイメージセンサ５４にて光電変換し、Ａ／Ｄコンバー
タ６１にてデジタル信号に変換する。デジタル信号に変換された画像信号は、シェーディ
ング補正６２がなされた後、画像処理部６３にてＭＴＦ補正、γ補正等がなされる。その
後、印字合成部７１を介して入力した画像データを変倍回路７７へ、或いは、画像メモリ
コントローラ６５へ切り替えて供給するものであり、変倍回路７７を経由した画像信号は
変倍率に合せて拡大縮小され、書き込みユニット５７に送られる。一方、画像メモリコン
トローラ６５とセレクタ６４間は、双方向に画像信号を入出力可能な構成となっている。
図４には特に明示していないが、ＩＰＵ４９には読み取りユニット５０から入力される画
像データ以外にもＩ／Ｏポート６７を介して外部から供給される画像データ、例えばパー
ソナルコンピュータ等のデータ処理装置から入力したデータも処理できるよう、複数のデ
ータの入出力の選択を行う機能を有しているものとする。
【００３２】
　本発明においてはＩ／Ｏポート６７を介して画像形成装置をネットワーク接続しており
、その通信手段には、インターネットの標準プロトコルとして普及されているＴＣＰ／Ｉ
Ｐ通信プロトコルを用いるなどが考えられる。
　また、図１２のようなネットワーク構成を持ち、ネットワーク接続された各画像形成装
置の機械構成情報や動作状況、もしくはリモート出力コマンド等の制御コマンド、設定コ
マンド、または外部サーバと画像データや送信先アドレス帳データの送受信を行っている
。また、画像メモリコントローラ６５等への設定や、読み取り部５０書き込み部５７の制
御を行うＣＰＵ６８、及びそのプログラムやデータを格納するＲＯＭ６９、ＲＡＭ７０、
ＮＶ－ＲＡＭ７４を備えている。
【００３３】
　更にＣＰＵ６８は、メモリコントローラ６５を介して、画像メモリ６６のデータの書き
込み、読み出しが行える。原稿画像で画像メモリコントローラ６５へ送られた画像は、画
像メモリコントローラ内にある画像圧縮装置によって画像データを圧縮した後、画像メモ
リ６６に送られる。ここで画像圧縮する理由は、最大画像サイズ分の２５６階調のデータ
をそのまま画像メモリ６６に書き込む事も可能であるが、１枚の原稿画像で画像メモリを
大変多く使用する。画像圧縮を行う事で、限られた画像メモリを有効に利用できる。また
、一度に多くの原稿画像データを記憶することが出来るため、ソート機能として、貯えら
れた原稿画像イメージデータをページ順に出力する事ができる。この場合、画像を出力す
る際に画像メモリ６６のデータをメモリコントローラ６５内の伸長装置で順次伸長しなが
ら出力を行う。このような機能は一般に「電子ソート」と呼ばれている。
【００３４】
　また、画像メモリの機能を利用して、複数枚の原稿画像を、画像メモリの転写紙一枚分
のエリアを分割したエリアに順次読み込む事も可能となる。例えば４枚の原稿画像を、画
像メモリの転写紙一枚分の４等分されたエリアに順次書き込む事で、４枚の原稿が一枚の
転写紙イメージに合成され集約されたコピー出力を得ることが可能となる。このような機
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能は一般に「集約コピー」と呼ばれている。
【００３５】
　画像メモリ６６の画像はＣＰＵ６８からアクセス可能な構成となっている。このため画
像メモリの内容を加工することが可能であり、例えば画像の間引き処理、画像の切り出し
処理等が行える。加工には、メモリコントローラ６５のレジスタにデータを書き込む事で
画像メモリの処理を行う事ができる。加工された画像は再度画像メモリに保持される。画
像メモリ６６は、処理を行う画像データの大きさにより複数のエリアに分割して画像デー
タの入出力を同時に実行可能な構成をとっている。各分割したエリアに画像データの入力
、出力をそれぞれ並列に実行可能にするためにメモリコントローラとのインターフェース
にリード用とライト用の二組のアドレス・データ線で接続されている。これによりエリア
１に画像を入力（ライト）する間にエリア２より画像を出力（リード）するという動作が
可能になる。
【００３６】
　画像メモリ６６は、多くの画像データを収納するためハードディスクを別に設けること
もある。ハードディスクを用いる事により、外部電源が不用で永久的に画像を保持できる
特徴もある。複数の定型の原稿（フォーマット原稿）をスキャナで読み込み保持するため
には、このハードディスクが用いられるのが一般的である。また、スキャナより読み取っ
た画像データを、電子メールなどを利用して外部に配信する際のデータのエンコード処理
や配信の宛先データを持つアドレス帳などの保管や編集、削除といった一連の動作を行う
際にも利用されている。
【００３７】
　書き込み、読み出しには本体の作像やスキャナからの画像書き込みに対し処理速度の差
を吸収する為に、画像メモリに一旦記憶され処理される。また画像記憶装置からのデータ
を書き込みユニット５７に送る際は、画像メモリ６６に一旦記憶し、書き込みユニット５
７に送ることになる。このように画像を記憶する装置の画像メモリ６６、ＨＤ７５、スキ
ャナ画像、書き込みユニットに送る画像の入出力は全てメモリコントローラ６５によって
画像パスを決められる。
【００３８】
　このようにＣＰＵ６８が画像データの入力、出力を決めることでＣＰＵに接続されたメ
モリコントローラ６５が画像の流れを切り替えることが可能となる。ここで、図６を用い
て、セレクタ６４における１ページ分の画像信号について説明する。／ＦＧＡＴＥは、１
ページの画像データの副走査方向の有効期間を表している。／ＬＳＹＮＣは、１ライン毎
の主走査同期信号であり、この信号が立ち上がった後の所定クロックで、画像信号が有効
となる。主走査方向の画像信号が有効であることを示す信号が、／ＬＧＡＴＥである。こ
れらの信号は、画素クロックＶＣＬＫに同期しており、ＶＣＬＫの１周期に対し１画素８
ビット（２５６階調）のデータが送られてくる。本実施例では、転写紙への書込密度４０
０ｄｐｉ、最大画素数は、主走査４８００画素、副走査６８００画素である。また本実施
例では、画像データは２５５に近いほど白画像になるとする。
【００３９】
　なお、印字機能は図５に示すように、画像メモリ６６の後段で行い（印字合成部７１）
転写紙毎に印字を付加する。コピーサーバーにおいて蓄積画像の編集を行う場合は、図２
においてコピーサーバーキー３９を押下する。このときタッチパネル３１は図７のように
なる。表示領域７０にはＨＤＤ７５に蓄積された画像データの各画像情報が表示されてい
る。画像データを特定するための画像情報としてユーザーＩＤ、文書名、ページ数、蓄積
時刻が表示される。ユーザーＩＤは該画像形成装置に接続されたパーソナルコンピュータ
のプリンタドライバーにて付けられるためプリンタ機能による蓄積画像にのみ存在する。
文書名は画像蓄積をする毎に付けられる。ページ数は蓄積した原稿画像の枚数である。蓄
積時刻は画像蓄積された時の時間を表す。なお、この時の画像情報は不揮発メモリＮＶ－
ＲＡＭ７４に保持されており、電源断時でもその画像情報は保持され続ける。図７の表示
領域７０では３個の画像情報のみ表示されているが、同図「前へ」キー「後へ」キーを押
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下することにより表示されていない画像情報が表示可能である。表示領域７０に表示され
ている各画像情報を押下すると画像情報表示部分が黒色に反転する。これを選択状態と呼
ぶ。複数の画像情報が選択状態として指定可能である。蓄積画像に対する編集機能として
、「リストから削除」「印刷条件変更」、「文書印刷」機能がある。文書を選択し「リス
トから削除」キーを押下すると選択された文書が削除される。文書を選択し、「印刷条件
」キーを押下すると、タッチパネル上の表示は図８になる。ここで印刷条件を設定し、プ
リントキー３４を押下することにより、指定された印刷条件に従って選択文書に応じた蓄
積画像を印刷出力する。
【００４０】
　前述の通り、スキャナで読み取った画像データや蓄積されている画像データを外部に送
信する場合、図２においてスキャナアプリキー４１を押下すると、タッチパネル３１には
図９のような表示になる。読み取り条件キーを押下すると図１０に示すような表示に切り
替わり、スキャナからの原稿の読み取りに対して、この画面から原稿種類、解像度、原稿
サイズ、濃度を設定することができる。ここで設定した読み取り条件は読み取り条件表示
欄８０に表示される。送信相手先は登録ユーザー表示欄８１に表示されているユーザーを
指定する。あるいは、直接入力キーを押下しソフトウェアキーボードを利用することによ
って、文字通り直接宛先を入力することもできる。ここで、原稿をスキャナにセットし、
プリントキーを押下すると、原稿を読み取って電子画像として希望の宛先に向けて送信す
ることができる。蓄積文書キー８２を押下すると、図１１に示されているような表示に切
り替わる。ここでは、蓄積されている文書の一覧が表示される。ここで文書を(複数)選択
して、図９のスキャナ配信基本画面に戻って宛先を設定すると選択した蓄積文書を外部に
送信することができる。
　また、ここでは他に蓄積文書の削除を実行できる。
【００４１】
　次に遠隔からの画像形成装置に対する操作について簡単に説明する。図１２に本実施例
におけるシステムのネットワーク構成の一例を示す。ここでの画像形成装置はネットワー
クＩ／Ｆ、サーバ機能部、制御部、ユーザー情報記憶部、操作パネル、表示データ記憶部
、表示制御部、各種入出力制御部（スキャナ入力、配信入出力、プロッタ出力、蓄積入出
力、ＦＡＸ入出力）を有している。ここで、蓄積入力は蓄積されている画像データを入力
データとして読み出すこと、蓄積出力は、入力された画像データを蓄積文書として機器内
の記憶媒体に出力する（保存する）ことを想定している。また、入出力の構成について、
画像形成装置として入力⇒出力ができる構成であれば、入出力機能の組み合わせは、図の
とおりである必要はない。
　例えば、入力機能として、スキャナ入力、蓄積入力、出力機能としてプロッタ出力、蓄
積出力をもち、紙文書をコピーしたり、蓄積したり、を実現できるというような構成でも
構わない。クライアントはＰＣのようにネットワークに接続された機器でネットワークＩ
／Ｆを通じて画像形成装置とデータの送受信といった通信を行うことができる。サーバ機
能部はクライアントに対し、クライアント側のＷＥＢブラウザで表示可能な形式のデータ
を送受信する。
　また、ＷＥＢブラウザを利用して送られるクライアントからの処理要求やそれにともな
う設定値の参照／変更といった操作を受付け、制御部に対して各操作、処理の実行を依頼
する。
【００４２】
　制御部は機器全体を管理し、動作を制御する。表示制御やサーバ機能部より来るコピー
や印刷などの要求に応じて、機器が備える入出力の組み合わせを決定し、動作を制御する
。コピーならば、スキャナ入力を使用して原稿の読み取りを行い、入力画像データを生成
する動作、入力画像データを加工して所望の出力画像データを得る動作、そして、プロッ
タ出力を使用して出力画像データを印刷する動作の制御を行うというになる。また、ユー
ザーの認証、登録されたユーザーの情報（パスワードなど）の操作を監督する。
【００４３】
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　ユーザー情報記憶部は機器を使用するユーザーの情報を保持している。表示データ記憶
部は登録されているユーザー毎の表示環境データ（ボタンの配置、ボタンを表示する、し
ない、画面構成など）を保持している。表示制御部は機器自身が持つ操作パネルやＷＥＢ
ブラウザに対して表示するものを制御する。制御部が認証したユーザーの識別情報（ＩＤ
など）を受けて表示制御部は表示データ記憶部より該当する表示環境データを取得し、そ
のユーザーの固有画面を構築し、操作パネルに表示する。ＷＥＢブラウザを利用している
場合は何を表示するか、何を非表示なのか、ＷＥＢブラウザのウィンドウ内の何処に表示
するかなどの情報を表示制御が決定し、サーバ機能部のＷＥＢブラウザで表示可能な形式
に変換、クライアントに送信するといった手順で実行される。
【００４４】
　以下に、図面を参考に、本発明の実施例における動作説明をおこなう。図１３はユーザ
ー固有の操作画面を表示する処理のフローの概略を示している。ネットワーク上のクライ
アントからＷＥＢブラウザを利用して画像形成装置にアクセスすると図１４のような環境
選択画面が表示される。ここで、「通常環境」を選択すると、図１５のような画像形成装
置があらかじめ持っている通常の操作画面を表示する。特に固有の環境を使わずに操作を
行いたい場合はこの画面から操作を行うことができる。また、「通常使用」を選択したが
、やっぱり「固有環境」で操作したいという場合は、表示されている図１５にて固有環境
呼び出しキーを押下する。その後のフローは以下で説明する図１４で「固有環境」を選択
した場合と同様である。
【００４５】
　「固有環境」を選択すると、図１６のようなユーザー識別のための画面が表示される。
ここでは、ユーザー識別情報としてユーザーＩＤとパスワードを入力して、「認証」キー
を押下することによって機器にすでに登録されているユーザーかどうかの認証を行う。ユ
ーザー識別情報はユーザーを一意に特定できる情報であればこの場合のように、ユーザー
ＩＤとパスワードといったものでなくとも構わない。例えば、指紋照合のように身体情報
を利用することによってユーザーが特定されるものがあってもよい。「クリア」を押下す
ると、入力したユーザー識別情報をクリアして、入力をやり直すことができる。「取消」
キーを押下するとユーザー認証をとりやめ、図１５の通常環境画面を表示する。
【００４６】
　入力した識別情報でユーザー認証の結果がＮＧ、つまり、機器に登録されているユーザ
ーで、ユーザー識別情報に合致するユーザーが見つからなかった場合、図１７に示すよう
な認証失敗画面が表示される。「登録」を押下すると、ユーザー登録を行うことができる
。「ＯＫ」を押下すると、図１５の通常画面を表示する。入力した識別情報でユーザー認
証がＯＫの場合、つまり、機器に登録されているユーザーで、ユーザー識別情報に合致す
るユーザーが見つかった場合、そのユーザーに固有の画面が存在するかどうかをチェック
する。認証はＯＫであったが、ユーザー登録しかされておらず、そのユーザーに固有の画
面が存在しない（編集、作成されていない）ような場合、図１８のような固有操作環境な
し画面を表示する。ここでは、ユーザーに固有の画面を編集(作成)するかしないかを選択
できる。
【００４７】
　「編集する」キー押下によってユーザーに固有の画面を編集（作成）することを選択し
た場合、後述する画面編集処理に移行し、画面編集（作成）を行うことができる。「編集
しない」キー押下によって画面編集（作成）をしないことを選択した場合、ユーザー固有
の操作環境を使用することを取りやめ、図１５の通常環境画面を表示する。認証がＯＫで
、かつユーザーに固有の操作環境が存在した場合、その画面を表示する。
【００４８】
　上記で、ユーザーにグループ設定がされている場合は、ユーザー認証が終わった後、「
固有環境」として表示されるのは、グループで共有する操作画面となる。
【００４９】
　なお、画像形成装置画が備える操作パネルから（操作パネル用の）ユーザー固有の操作
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画面を表示する場合、図２に示される操作パネル上の固有環境キー４３を押下する。以降
の処理の流れは前述の「固有環境」を選択した場合と同等である。
【００５０】
　図１４の環境選択画面において「ユーザー情報」を選択すると、図１９のような登録さ
れているユーザーのリストが表示される。ここでは、新規ユーザーの登録、登録されてい
るユーザーの削除、登録されているユーザーのグルーピング設定、登録されているユーザ
ーの識別情報（パスワード）の変更、登録されているユーザーの固有操作画面の編集がで
きる。
【００５１】
　ユーザーにグループ設定ができない場合は、図２８のような表示画面になる。登録され
ているユーザーのグループ設定は第２６図のような画面で行うことができる。グループリ
ストから既に存在するグループ名を選択する、あるいは、新規にグループを設けたい場合
はグループ名を直接入力することによって設定できる。ここで、ユーザーに対してなんら
かのグループ設定を行った場合は、「固有環境」において、グループで共有する操作画面
を使用することになる。
【００５２】
　また、編集もグループで共有する操作画面が対象になる。もちろん、グループ設定した
場合でも「固有環境」としてグループで共有する操作画面と個人で使用したい操作画面が
両立するような実施例も考えられる。なお、「戻る」を押下すれば、図１４に戻ることが
できる。
【００５３】
　「操作画面編集」を選択する場合の操作画面編集処理のフローを図２０に示す。図１９
のユーザーリスト画面にて任意のユーザーを選択し、「画面編集」キーを押下すると、図
２１に示されるようなユーザー認証画面が表示される。ここでは、ユーザーを確認するた
めの情報として選択したユーザーＩＤに対するパスワードの入力を行い、ユーザー認証を
行う。
【００５４】
　ユーザー認証の結果、認証がＮＧとなった場合、図２２に示されるような認証失敗画面
が表示される。「ＯＫ」を押下すると、図１９のユーザーリスト画面に戻る。一方、認証
の結果、認証ＯＫとなった場合は、図２３のような編集対象画面に移行する。ここで、「
ＷＥＢブラウザ用操作画面」キーを押下した場合は表示対象にＷＥＢブラウザ用操作画面
が設定され、「操作パネル用操作画面」キーを押下した場合は表示対象に操作パネル用操
作画面がそれぞれ設定される。続いて、設定された表示対象に関するユーザー固有の操作
画面がすでに存在するかチェックし、操作画面編集の基礎になるものを読み出すかどうか
を判定する。ユーザーに固有の操作画面が存在する場合は、すでにある画面を元として第
２４図に示されるような編集環境に移行する。ユーザーに固有の操作画面が存在しない場
合は、編集の基礎となるものなしに図２４の編集環境に移行する。
【００５５】
　図２４に示されるような編集環境では、画面に配置可能なボタン等の表示アイテムを配
置可能アイテムリストウィンドウ内に表示し、このリストウィンドウにあるアイテムをド
ラッグ＆ドロップで自由に配置してゆく形となっている。また、アプリケーションの種類
によらず同じ画面内に配置ができることが想定されている。そのため、図２５のようなア
プリケーションの切り替え等を必要とせず、ユーザーの要求をそのまま１つの表示から受
け付けることができる画面をユーザー固有の操作画面として作成することができる。配置
されずにリストウィンドウに残ったアイテムは、非表示アイテムとなる。これらの非表示
となったアイテムは、図２５上の「表示されていない設定項目」キーを押下することによ
って参照することができる。
【００５６】
　また、ユーザー毎に設定された使用できない機能に関する設定項目等がある場合は、図
２４における配置可能アイテムリストウィンドウに表示されない、あるいは半輝度表示と
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いう形で実現される。図２４では、「配信」タブを半輝度表示にすることで、機能制限が
実現されている。
【００５７】
　さらに、例えば、すべてのユーザーに対して、転写面設定として配置可能アイテムリス
トウィンドウ内に「両面集約」しか入れないように制限すれば、「コピー用紙を節約する
ような機器の使用」を簡単に実現することができるので、単にあるユーザーはある機能を
使えないというだけでなく機器の使用をコントロールする用途にも使用できる。
【００５８】
　無論、以上で説明した操作画面の編集環境は、ボタン等の配置位置、表示／非表示を自
由に決定できる環境であれば図２４のようなものでなくとも構わない。
【００５９】
　作成した固有操作画面を使用して、各種動作設定を行い、動作開始を指示した際、設定
内容を確認するような表示を行う場合、図２７に示されるような画面が表示される。この
画面では、一通り設定されている動作仕様の内容を確認することができる。「ＯＫ」キー
押下で、そのまま動作を開始し、「戻る」キーで図２５の固有画面に戻って設定をやり直
すことができる。この確認画面を表示することによってユーザーの要望とは別の動きをし
てしまい、コピー用紙等のサプライを無駄に使用してしまったという事態を未然に防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施例である画像形成装置の内部構成を示す側断面図である。
【図２】本発明の画像形成装置の操作部を示す外観図である。
【図３】本発明の画像形成装置の操作部における液晶タッチパネルの表示例を示す外観図
である。
【図４】本発明の画像形成装置の制御装置を示すブロック図である。
【図５】画像処理ユニット（ＩＰＵ）の内部構成を示すブロック図である。
【図６】セレクタにおける１ページ分の画像信号を示す概略図である。
【図７】コピーサーバキー押下後の液晶タッチパネルの表示例を示す外観図である。
【図８】印刷条件設定における液晶タッチパネルの表示例を示す外観図である
【図９】スキャナアプリキー押下後の液晶タッチパネルの表示例を示す外観図である。
【図１０】読み取り条件設定における液晶タッチパネルの表示例を示す外観図である。
【図１１】蓄積文書一覧の表示における液晶タッチパネルの表示例を示す外観図である。
【図１２】本発明の画像形成装置が接続されるネットワークの構成例を示すブロック図で
ある。
【図１３】ユーザー固有の操作画面を表示する処理のフロー図である。
【図１４】本発明の画像形成装置に係る環境選択画面の一例を示す外観図である。
【図１５】本発明の画像形成装置に係る通常環境画面の一例を示す外観図である。
【図１６】本発明の画像形成装置に係るユーザー識別画面の一例を示す外観図である。
【図１７】本発明の画像形成装置に係る認証失敗画面の一例を示す外観図である。
【図１８】本発明の画像形成装置に係る固有操作環境なし画面の一例を示す外観図である
。
【図１９】本発明の画像形成装置に係るユーザリスト画面の一例を示す外観図である。
【図２０】操作画面編集処理のフロー図である。
【図２１】本発明の画像形成装置に係るユーザー認証画面の一例を示す外観図である。
【図２２】本発明の画像形成装置に係る認証失敗画面の一例を示す外観図である。
【図２３】本発明の画像形成装置に係る編集対象画面の一例を示す外観図である。
【図２４】本発明の画像形成装置に係る編集環境画面の一例を示す外観図である。
【図２５】本発明の画像形成装置に係るユーザー固有の操作画面の一例を示す外観図であ
る。
【図２６】本発明の画像形成装置に係るグループ設定画面の一例を示す外観図である。
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【図２７】本発明の画像形成装置に係る動作仕様の内容確認画面の一例を示す外観図であ
る。
【図２８】本発明の画像形成装置に係るグループ設定失敗画面の一例を示す外観図である
。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　自動原稿送り装置（ＡＤＦ）
　２　　原稿台
　３　　給送ローラ
　４　　給送ベルト
　５　　排送ローラ
　６　　コンタクトガラス
　７　　原稿セット検知
　８　　第１トレイ
　９　　第２トレイ
　１０　　第３トレイ
　１１　　第１給紙装置
　１２　　第２給紙装置
　１３　　第３給紙装置
　１４　　縦搬送ユニット
　１５　　感光体
　１６　　搬送ベルト
　１７　　定着ユニット
　１８　　排紙ユニット
　１９　　排紙ローラ
　２０　　メインコントローラ
　２１　　中間クラッチ
　２２、２３、２４　　給紙クラッチ
　２５　　メインモータ
　２６　　搬送モータ
　２７　　現像ユニット
　３０　　操作部
　３１　　液晶タッチパネル
　３２　　テンキー
　３３　　クリア／ストップキー
　３４　　プリントキー
　３５　　予熱キー
　３６　　リセットキー
　３７　　初期設定キー
　３８　　コピーキー
　３９　　コピーサーバーキー
　４１　　スキャナアプリキー
　４９　　画像処理ユニット（ＩＰＵ）
　５０　　読み取りユニット
　５１　　露光ランプ
　５２　　第１ミラー
　５３　　レンズ
　５４　　ＣＣＤイメージセンサ
　５５　　第２ミラー
　５６　　第３ミラー
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　５７　　書き込みユニット
　５８　　レーザ出力ユニット
　５９　　結像レンズ
　６０　　ミラー
　６１　　Ａ／Ｄコンバータ
　６２　　シェーディング補正
　６３　　画像処理部
　６４　　セレクタ
　６５　　画像メモリコントローラ
　６６　　画像メモリ
　６７　　Ｉ／Ｏポート
　６８　　ＣＰＵ
　６９　　ＲＯＭ
　７０　　表示領域
　７１　　印字合成
　７２　　ＲＡＭ
　７４　　ＮＶ－ＲＡＭ
　７５　　ＨＤＤ
　８０　　読み取り条件表示欄
　８１　　登録ユーザー表示欄
　８２　　蓄積文書キー
　８３　　送信情報キー
　８４　　蓄積キー
　８６　　読み取り条件キー
　８７　　配信キー
　８８　　削除キー
　１００　　フィニシャ
　１０１　　切り替え板
　１０２　　通常排紙ローラ
　１０３　　搬送ローラ
　１０４　　通常排紙トレイ
　１０５、１０７　　搬送ローラ
　１０６　　ステープラ
　１０８　　ステープル台
　１０９　　ジョガー
　１１０　　ステープル完了排紙トレイ
　１１１　　両面給紙ユニット
　１１２　　分岐爪
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