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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者に対する操作案内を表示する表示手段と、
　前記操作案内として、複数の画面で構成される操作手順を、予め定められた速度で各画
面を順番に繰り返し再生することによって、前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　操作者が行う予め定められた第１および第２の操作態様により、操作者からの指示が入
力されるコマ送りキーと、
　操作者が前記コマ送りキーで行う操作態様に応じて、操作者が次に行うべき操作を示す
画面を所望の画面として判別する表示画面判別手段と、
　前記操作案内で案内される各操作が、操作者によって完了されたか否かを判断する判断
手段とを備え、
　前記表示画面判別手段は、操作者によって前記コマ送りキーで前記第１の操作態様が行
われた場合に、前記判断手段によって完了が判断されている操作の次の操作を示す画面を
前記所望の画面として判別する一方、前記第１の操作態様とは異なる第２の操作態様が行
われた場合に、その時点で表示されている画面の次の画面を前記所望の画面として判別し
、
　前記表示制御手段は、前記表示画面判別手段によって判別された所望の画面を、前記表
示手段に表示させる画像形成装置。
【請求項２】
　操作者が行う前記第１および第２の操作態様により、操作者からの指示が入力されるコ
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マ戻しキーをさらに備え、
　前記表示画面判別手段は、操作者によって前記コマ戻しキーで前記第１の操作態様が行
われた場合に、前記操作手順の第１番目の画面を前記所望の画面として判別する一方、前
記第１の操作態様とは異なる第２の操作態様が行われた場合に、その時点で表示されてい
る画面の１つ前の画面を前記所望の画面として判別する請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、ファクシミリ装置、複合機等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複写機、ファクシミリ装置、複合機等の画像形成装置では、紙詰まり等のエ
ラーが発生した場合には、当該エラーの解除手順を示す複数の操作を、表示装置が次々と
表示を進行させて動画で表示するものが知られている（例えば、特許文献１）。この画像
形成装置は、動画を１コマ次に進めるコマ送りキー、動画を一時停止させる一時停止キー
、静止画を拡大表示させる拡大表示キー等を備え、操作者がこれら各キーを操作すること
で、所望の画面を表示装置に表示できるようになっている。
【特許文献１】特開２００５－２０８３３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に示された画像形成装置では、操作者は、上記コマ送りキー、一時停止
キー、拡大表示キー等を操作すれば、表示中の画面とは異なる所望の別画面を表示装置に
表示させることができるが、操作者は、表示画面を確認しながら、所望の画面が表示され
たタイミングで、キーの操作を止める等の面倒な操作を行わなければならない。表示装置
で動画再生により操作手順を案内する場合には、表示画面が順次遷移していくので、操作
者所望の画面への切り替えは、複雑な操作となることが多い。また、多くのキーを設け、
各キーに対応付けられたそれぞれの画面を呼び出せるようにすることも考えられるが、キ
ーが多くなると操作者に煩雑な印象を与え、却って操作をやり難くなるという問題がある
。
【０００４】
　本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであり、多くの数のキーを設けな
くても、操作者が簡単な操作で、表示画面を所望の画面に即座に切り替えることができる
画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、操作者に対する操作案内を表示する表示手段と、前記操作案
内として、複数の画面で構成される操作手順を、予め定められた速度で各画面を順番に繰
り返し再生することによって、前記表示手段に表示させる表示制御手段と、操作者が行う
予め定められた第１および第２の操作態様により、操作者からの指示が入力されるコマ送
りキーと、操作者が前記コマ送りキーで行う操作態様に応じて、操作者が次に行うべき操
作を示す画面を所望の画面として判別する表示画面判別手段と、前記操作案内で案内され
る各操作が、操作者によって完了されたか否かを判断する判断手段とを備え、前記表示画
面判別手段は、操作者によって前記コマ送りキーで前記第１の操作態様が行われた場合に
、前記判断手段によって完了が判断されている操作の次の操作を示す画面を前記所望の画
面として判別する一方、前記第１の操作態様とは異なる第２の操作態様が行われた場合に
、その時点で表示されている画面の次の画面を前記所望の画面として判別し、前記表示制
御手段は、前記表示画面判別手段によって判別された所望の画面を、前記表示手段に表示
させる画像形成装置である。
【０００６】
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　この構成では、操作者によってコマ送りキーで行われる操作態様に応じて、表示画面判
別手段が、操作者によって入力された指示及び当該指示の示す表示画面を判別し、この判
別された表示画面を表示制御手段が表示手段に表示させるので、操作者は、コマ送りキー
で行う操作態様を変化させることにより、各操作態様に対応した異なる複数の指示をコマ
送りキーに入力して、各指示に応じた画面を表示手段に表示させることができる。
【０００７】
　その内、操作者がコマ送りキーで予め定められた第１の操作態様、たとえば長時間操作
を行えば、表示手段の表示画面として、操作者によって既に完了された操作の次の操作を
示す画面が、表示画面判別手段によって表示すべき所望の画面として判別される一方、前
記第１の操作態様とは異なる第２の操作態様、たとえば短時間操作を行えば、表示手段の
表示画面として、次の画面が表示すべき所望の画面として判別され、表示制御手段が当該
所望の画面を表示手段に表示させるので、操作者は、簡単な操作で、自分が次に行うべき
操作が表示される画面を表示手段に表示させることができる。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像形成装置であって、操作者が行
う前記第１および第２の操作態様により、操作者からの指示が入力されるコマ戻しキーを
さらに備え、前記表示画面判別手段は、操作者によって前記コマ戻しキーで前記第１の操
作態様が行われた場合に、前記操作手順の第１番目の画面を前記所望の画面として判別す
る一方、前記第１の操作態様とは異なる第２の操作態様が行われた場合に、その時点で表
示されている画面の１つ前の画面を前記所望の画面として判別するものである。
【０００９】
　この構成では、操作者がコマ戻しキーで前記第１の操作態様、たとえば長時間操作を行
えば、表示手段の表示画面として、操作手順の第１番目の画面が判別手段によって判別さ
れる一方、第２の操作態様、たとえば短時間操作を行えば、表示手段の表示画面として、
１つ前の画面が表示すべき所望の画面として判別され、表示制御手段が、これらの画面を
表示手段に表示させるので、操作者は、表示手段の表示画面を見ながら指示入力の操作タ
イミングを見計らうといった複雑な操作を行わなくても、第１番目の画面を表示手段に表
示させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、操作者は、コマ送りキーで行う操作態様を変化させる
ことにより、各操作態様に対応した異なる２つの指示をコマ送りキーに入力して、各指示
に応じた画面を表示手段に表示させることができるので、多くの数のキーを設けなくても
、操作者は、簡単な操作で、表示画面を所望の画面に即座に切り替えることができる。
【００１１】
　特に、操作者は、前記コマ送りキーに第１の操作態様を行うことで、表示手段の表示画
面を見ながら指示を入力するタイミングを見計らうといった複雑な操作を行わなくても、
簡単な操作で、自分が次に行うべき操作が表示される画面を即座に表示手段に表示させる
ことができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明によれば、操作者は、コマ戻しキーに第１の操作態様を行うこと
で、表示手段の表示画面を見ながら指示を入力するタイミングを見計らうといった複雑な
操作を行わなくても、簡単な操作で、第１番目の画面を表示手段に即座に表示させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る画像形成装置の一例として本発明の一実施の形態による複合機につ
いて図面を参照しながら説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施の形態による複合機の構成を主に示す側面概略図である。複合
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機１は、本体部２００と、本体部２００の用紙搬出側、例えば左側に配設された用紙後処
理部３００と、ユーザが種々の操作指令等を入力するための操作部４００と、本体部２０
０の上部に配設された原稿読み取り部５００と、原稿読み取り部５００の上部に配設され
た原稿給送部６００とから構成される。
【００１５】
　操作部４００は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等からなる表示部（表示手段）４
１０と、操作者から操作指示が入力される操作キー部４３０を備える。表示部４１０は、
タッチパネルとＬＣＤとを組み合わせたタッチパネルユニット等から構成される。表示部
４１０は、種々の操作画面を表示すると共に、操作者が表示面（表示されている操作キー
）をタッチすることで、表示部４１０に表示させる操作を別の操作に切り替える指示等、
種々の機能の実行指令を入力することが可能である。操作キー部４３０は、スタートキー
及びテンキー等を備える。
【００１６】
　原稿給送部６０は、原稿載置部６０１、給紙ローラ６０２、原稿搬送部６０３及び原稿
排出部６０４を備え、原稿読み取り部５００は、スキャナ５０１を備える。給紙ローラ６
０２は、原稿載置部６０１にセットされた所要枚数分の原稿を一枚ずつ繰り出し、原稿搬
送部６０３は、繰り出される原稿を順次スキャナ５０１の読み取り位置に搬送する。スキ
ャナ５０１は搬送される原稿の画像を順次読み取り、読み取られた原稿は原稿排出部６０
４に排出される。
【００１７】
　本体部２００は、複数の給紙カセット２０１、複数の給紙ローラ２０２、転写ローラ２
０３、感光体ドラム２０４、露光装置２０６、現像装置２０７、定着ローラ２０８、排出
口２０９、及び排出トレイ２１０等を備える。
【００１８】
　感光体ドラム２０４は、矢印方向に回転しながら帯電装置（図示省略）によって一様に
帯電される。露光装置２０６は、原稿読み取り部５００において読み取られた原稿の画像
データに応じて変調されたレーザ光を感光体ドラム２０４上に走査し、ドラム表面に各色
毎の静電潜像を形成する。現像装置２０７は、黒色の現像剤を感光体ドラム２０４に供給
してトナー画像を形成する。
【００１９】
　一方、給紙ローラ２０２は、印刷用紙が収納された給紙カセット２０１から印刷用紙を
引き出し、転写ローラ２０３まで給送する。転写ローラ２０３は、搬送された印刷用紙に
感光体ドラム２０４上のトナー像を転写させ、定着ローラ２０８は、転写されたトナー像
を加熱して印刷用紙に定着させる。その後、印刷用紙は、本体部２００の排出口２０９か
ら用紙後処理部３００に搬入される。また、印刷用紙は、必要に応じて排出トレイ２１０
へも排出される。
【００２０】
　用紙後処理部３００は、搬入口３０１、印刷用紙搬送部３０２、搬出口３０３及びスタ
ックトレイ３０４等を備える。印刷用紙搬送部３０２は、排出口２０９から搬入口３０１
に搬入された印刷用紙を順次搬送し、最終的に搬出口３０３からスタックトレイ３０４へ
印刷用紙を排出する。スタックトレイ３０４は、搬出口３０３から搬出された印刷用紙の
集積枚数に応じて矢印方向に上下動可能に構成されている。
【００２１】
　図２は、図１に示す複合機の制御ブロック図である。複合機１は、スキャナ部１１、画
像処理部２１、プリンタ部３１、操作部４００、制御部５１、ネットワークＩ／Ｆ（イン
ターフェース）部７１、及びＨＤＤ（ハードディスクドライブ）７４を備える。
【００２２】
　スキャナ部１１は、図１に示すスキャナ５０１を構成する露光ランプ１２及びＣＣＤ（
電荷結合素子）１３を含む。スキャナ部１１は、露光ランプ１２により原稿を照射し、そ
の反射光をＣＣＤ１３で受光することにより、原稿から画像を読み取り、読み取った画像
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に対応する画像データを画像処理部２１へ出力する。
【００２３】
　画像処理部２１は、補正部２２、画像加工部２３及び画像メモリ２４を含む。画像処理
部２１は、読み取られた画像データを必要に応じて補正部２２及び画像加工部２３により
処理し、処理された画像データを画像メモリ２４に記憶したり、プリンタ部３１へ出力す
る。補正部２２は、読み取られた画像データに対してレベル補正、γ補正等の所定の補正
処理を行う。画像加工部２３は、画像データの圧縮又は伸張処理、及び拡大又は縮小処理
等の種々の加工処理を行う。
【００２４】
　プリンタ部３１は、図１に示す給紙カセット２０１及び給紙ローラ２０２等から構成さ
れる用紙搬送部３２、図１に示す感光体ドラム２０４、露光装置２０６及び現像装置２０
７等から構成される画像形成部３３、図１に示す転写ローラ２０３等から構成される転写
部３４、及び図１に示す定着ローラ２０８等から構成される定着部３５を含む。プリンタ
部３１は、スキャナ部１１により読み取られた原稿データを用いて画像を記録紙に印刷す
る。具体的には、用紙搬送部３２は記録紙を画像形成部３３へ搬送し、画像形成部３３は
上記の画像データに対応するトナー像を形成し、転写部３４はトナー像を記録紙に転写し
、定着部３５はトナー像を記録紙に定着させて画像を形成する。
【００２５】
　ネットワークＩ／Ｆ部７１は、ネットワークインタフェース（10/100Base-TX）等を用
い、ＬＡＮを介して外部装置との間での種々のデータの送受信を制御する。ＨＤＤ７４は
、スキャナ部１１によって読み取られた画像データ及び当該画像データに設定されている
出力形式等を記憶する。
【００２６】
　操作部４００は、図１に示す表示部４１０、操作キー部４３０を備える。操作キー部４
３０は、スタートキー、テンキー等を有する。表示部４１０は、タッチパネル機能により
、コマ送りキー４１１及びコマ戻しキー４１３（これらは指示入力手段）と、一時停止キ
ー４１２とを備える。コマ送りキー（第１指示入力部）４１１は、表示部４１０の表示画
面を次の画面に切り替える指示を受け付ける。一時停止キー４１２は、表示部４１０の表
示画面を一時停止させて静止画とする指示と、表示画面の一時停止を解除する指示とを受
け付ける。コマ戻しキー（第２指示入力部）４１３は、表示部４１０の表示画面を１つ前
の画面に切り替える指示を受け付ける。これらコマ送りキー４１１、コマ戻しキー４１３
及び一時停止キー４１２の画像は、表示制御部５２３によって表示部４１０に表示される
。
【００２７】
　制御部５１は、ＣＰＵ５２と、表示画像データ記憶部５３とを備える。ＣＰＵ５２は、
複合機１の動作制御を司るものである。表示画像データ記憶部５３は、表示部４１０に表
示させる各種の静止画像データ、動画データ等を記憶している。
【００２８】
　ＣＰＵ５２は、動作制御部５２１、エラー検知部５２２、及び表示制御部５２３を備え
る。動作制御部５２１は、複合機１の各部（スキャナ部１１，画像処理部２１、プリンタ
部３１等）の動作制御を司る。エラー検知部５２２は、複合機１の動作中における各部の
動作エラーを検知する。動作エラーとは、例えば、給紙カセット２０１から排出トレイ２
１０までを繋ぐ用紙搬送路や、原稿給送部６００の原稿搬送部６０３等における紙詰まり
や、画像形成部３３及び転写部３４等の故障による異常停止等である。
【００２９】
　表示制御部（表示制御手段）５２３は、表示部４１０の動作を制御するものである。表
示制御部５２３は、操作者に対する操作案内画面を表示させる。例えば、表示制御部５２
３は、エラー検知部５２２によって上記動作エラーが検知されたときに、表示画像データ
記憶部５３から必要な動画データを読み出して再生したり、表示画像データ記憶部５３か
ら必要な静止画像データを読み出して、動作エラーを解除するための操作手順をアニメー
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ション的に示す画面や、コピー機能等の各機能についての指示の入力を受け付けるための
案内画面等を表示部４１０に表示させる。
【００３０】
　表示画面判別部（表示画面判別手段）５２４は、操作者がコマ送りキー４１１又はコマ
戻しキー４１３で行う操作態様に応じて、操作者から入力された指示を判別し、判別した
各指示が示す表示部４１０での表示画面を判別する。例えば、表示画面判別部５２４は、
操作者によって、コマ送りキー４１１又はコマ戻しキー４１３が予め定められた操作態様
、例えば、短時間（例えば、1秒未満）押下されたか又は長時間（例えば、1秒～数秒間）
押下されたかを判別し、この判別結果に基づいて操作者からの指示を判別し、この判別さ
れた指示に基づいて、表示部４１０に表示させる画面を判別する。例えば、表示画面判別
部５２４は、(1)コマ送りキー４１１が短時間押下された場合は、その時点で表示されて
いる画面の次の画面、 (2)コマ送りキー４１１が長時間押下された場合は、表示中の操作
手順のうち、既に操作者によって完了された操作の次の操作（操作者が次に行うべき操作
）を示す画面、(3)コマ戻しキー４１３が短時間押下された場合は、その時点で表示され
ている画面の１つ前の画面、(4)コマ戻しキー４１３が長時間押下された場合は、表示中
の操作手順の第１番目画面（最初の画面）、のように、操作者からの指示及び当該指示が
示す表示画面を判別する。
【００３１】
　判断部（判断部）５２５は、複合機１の各部に設けられたセンサからの信号等に基づい
て、操作者によって、動作エラー解除のために案内される操作手順をなす各操作が完了さ
れたか否かを判断する。
【００３２】
　次に、複合機１による動作エラー発生時の表示部４１０の画面表示制御を説明する。図
３は動作エラー発生時の表示部４１０の画面表示制御を示すフローチャート、図４はコピ
ー動作中を示す表示画面の例を示す図、図５は紙詰まりの動作エラー発生時の操作手順を
示す表示画面の遷移を示す図である。
【００３３】
　複合機１では、動作制御部５２１が、操作部４００に入力された操作者からの操作指示
等に基づく動作を各部に行わせているとき、例えば、動作制御部５２１が、スキャナ部１
１、画像処理部２１及びプリンタ部３１にコピー動作を行わせている場合、表示制御部５
２３は、図４に示すようなコピー動作中を示す表示画面を表示部４１０に表示させている
（Ｓ１）。以下、コピー動作を行っている場合を例にして説明する。
【００３４】
　上記コピー動作中に、エラー検知部５２２が、例えば紙詰まりの動作エラーを検知する
と（Ｓ２でＹＥＳ）、表示制御部５２３は、表示画像データ記憶部５３から、当該紙詰ま
りの動作エラーを解消するために必要となる操作手順に対応する動画データを読み出し、
当該データを再生して、表示部４１０に表示させる（Ｓ３）。このとき、表示部４１０に
は、例えば、図５(1)～(8)に示すように、紙詰まりの動作エラーを解消する操作手順をな
す一連の操作を示す各画面が、予め定められた速度で順番に切り替えて表示され、アニメ
ーション的に動画表示される。表示制御部５２３は、図５の(2)で、本体カバーを開ける
様子をアニメーション表示させたり、図５の(5)(6)で、カセットから用紙が取り出される
様子をアニメーション表示させる。これにより、操作者は、動作エラー解消のために行わ
なければならない操作を、視覚的及び直感的に把握できる。なお、表示制御部５２３は、
図５の(8)の表示を終えると、図５の(1)からの表示を繰り返す。これにより、操作者は、
表示部４１０の当該表示画面を視認することによって、紙詰まりを解消するために必要な
最初の操作から最後の操作までを、容易に把握することができるようになっている。
【００３５】
　表示制御部５２３が、上記動画表示を表示部４１０に表示させているときに、操作者が
、コマ送りキー４１１、一時停止キー４１２、又はコマ戻しキー４１３を操作すると（Ｓ
４でＹＥＳ）、表示制御部５２３は、以下の処理を行う。
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【００３６】
　操作者がコマ送りキー４１１を押下した場合（Ｓ５で「コマ送りキー」）、表示画面判
別部５２４は、当該操作者の操作が、短時間押下か又は長時間押下かを判別する（Ｓ１０
）。表示画面判別部５２４は、操作者の操作を短時間押下と判別した場合（Ｓ１０でＮＯ
）、その時点で表示されている画面の次の画面を表示部４１０に表示させる画面として判
別する（Ｓ１１）。表示制御部５２３は、当該判別された画面から動画データを再生し、
当該判別された画面を表示部４１０に表示させる（Ｓ８）。例えば、表示制御部５２３は
、図５の(5)に示す画面を表示部４１０に表示させているときに、操作者によるコマ送り
キー４１１の上記短時間押下があると、図５の(6)に示す画面を表示部４１０に表示させ
る。
【００３７】
　一方、表示画面判別部５２４が、上記操作者の操作を長時間押下と判別した場合（Ｓ１
０でＹＥＳ）、判断部５２５による判断結果に基づいて、既に操作者によって完了された
操作を判別し、この完了された操作の更に次の操作を示す画面を、表示部４１０に表示さ
せる画面として判別する（Ｓ１２）。表示制御部５２３は、当該判別された画面から動画
データを再生し、当該判別された画面を表示部４１０に表示させる（Ｓ８）。例えば、表
示制御部５２３は、図５の(7)に示す画面を表示部４１０に表示させているときに、操作
者によるコマ送りキー４１１の上記長時間押下があり、また、この時点では、表示部４１
０に表示される「１．本体カバーを開け、用紙があれば取り除いて下さい。」の案内（図
５）が示す操作、すなわち、操作者が本体カバーを開けて用紙を取り除く操作の完了が判
断部５２５によって判断されていたとすると、表示制御部５２３は、当該完了している操
作の次の操作を示す図５(4)の画面を表示部４１０に表示させる。
【００３８】
　また、操作者がコマ戻しキー４１３を押下した場合（Ｓ５で「コマ戻しキー」）、表示
画面判別部５２４は、当該操作者の操作が、短時間押下か又は長時間押下かを判別する（
Ｓ６）。表示画面判別部５２４は、該操作者の操作を短時間押下と判別した場合（Ｓ６で
ＮＯ）、その時点で表示されている画面の１つ前の画面を表示部４１０に表示させる画面
として特定する（Ｓ１３）。表示制御部５２３は、当該判別された画面から動画データを
再生し、当該判別された画面を表示部４１０に表示させる（Ｓ８）。例えば、表示制御部
５２３は、図５の(5)に示す画面を表示部４１０に表示させているときに、操作者による
コマ戻しキー４１３の上記短時間押下があると、図５の(4)に示す画面を表示部４１０に
表示させる。
【００３９】
　一方、表示画面判別部５２４が、上記操作者の操作を長時間押下と判別した場合（Ｓ６
でＹＥＳ）、表示中の操作手順の第１番目の画面（最初の画面）を、表示部４１０に表示
させる画面として判別する（Ｓ７）。表示制御部５２３は、当該判別された画面から動画
データを再生し、当該判別された画面を表示部４１０に表示させる（Ｓ８）。例えば、表
示制御部５２３は、図５の(7)に示す画面を表示部４１０に表示させているときに、操作
者によるコマ戻しキー４１１の上記長時間押下があると、図５(1)に示す第１番目の画面
を表示部４１０に表示させる。
【００４０】
　なお、操作者が一時停止キー４１２を押下した場合は（Ｓ５で「一時停止キー」）、表
示制御部５２３が、その時点で表示させている画面を一時停止させた静止画として、表示
部４１０に表示させる（Ｓ１４）。例えば、表示制御部５２３が、図５の(5)に示す画面
を表示部４１０に表示させているときに、操作者によって一時停止キー４１２が押下され
ると、表示制御部５２３は、その時点で表示中の図５(5)に示す画面を一時停止させて表
示部４１０に表示させる。このように表示制御部５２３が、表示部４１０の表示を一時停
止させているときに、操作者によって一時停止キー４１２が再度押下されると（Ｓ１５で
ＹＥＳ）、表示制御部５２３は、この一時停止させている画面から、当該操作手順の動画
データの再生を再開する（Ｓ１６）。操作者によって一時停止キー４１２が再度押下され
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ない場合は（Ｓ１５でＮＯ）、表示制御部５２３は一時停止状態を、この操作手順で解消
しようとしている動作エラー解消に必要な全ての操作が完了したと判断部５２５が判断す
るまで続け（Ｓ１７でＹＥＳ）、当該全ての操作が完了したと判断部５２５が判断したと
きに（Ｓ１７でＮＯ）、表示制御部５２３は処理を終了する。
【００４１】
　上記表示制御部５２３による操作手順の動画データの再生は、この操作手順で解消しよ
うとしている動作エラー解消に必要な全ての操作が完了したと判断部５２５が判断するま
で続けられ（Ｓ９でＹＥＳ）、当該全ての操作が完了したと判断部５２５が判断したとき
に（Ｓ９でＮＯ）、表示制御部５２３は処理を終了する。すなわち、表示制御部５２３は
、表示部４１０における当該操作手順の動画表示を終了させる。
【００４２】
　これにより、操作者は、コマ送りキー４１１又はコマ戻しキー４１３で、短時間押下又
は長時間押下のいずれを行うかにより、それぞれに対応した異なる表示画面に切り替えさ
せる指示を入力できるので、操作者が表示部４１０に表示された操作案内に従って操作を
行うとき、表示画面を見ながら指示を入力するタイミングを見計らうといった複雑な操作
を行うことなく、簡単な操作でもって、表示部４１０の表示画面を所望の画面に即座に切
り替えることができる。しかも、表示部４１０に表示させるキーの数を増やさなくても、
多くの指示を操作者から受け付けて、表示制御部５２３が、各指示に従った画面を表示部
４１０に表示させることができる。
【００４３】
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。上記実施形
態では、表示部４１０がコマ送りキー４１１及びコマ戻しキー４１３を備え、これら各キ
ーが、短時間押下又は長時間押下されることに応じて、表示制御部５２３が、表示部４１
０に表示させる画面を異ならせる制御を行っているが、操作態様は短時間押下又は長時間
押下に限定されず、また、表示部４１０に備えるキーはコマ送りキー４１１及びコマ戻し
キー４１３に限定されず、さらに、表示部４１０に備えるキーの数は２つに限定されない
。例えば、コマ送りキー４１１及びコマ戻しキー４１３に代えて単一のキーを表示部４１
０に表示させ、この単一キーの操作態様（例えば、一回の押下で継続される押下時間の長
さや、一定時間内にキーが押下される回数等）に応じて、表示制御部５２３が表示部４１
０に表示させる画面を異ならせるようにしてもよい。
【００４４】
　また、上記実施形態では、操作者によってコマ送りキー４１１が長時間押下された場合
に、表示制御部５２３が、既完了済み操作の次の操作を示す画面を表示部４１０に表示さ
せ、また、操作者によってコマ戻しキー４１３が長時間押下された場合に、表示制御部５
２３が、操作手順をなす第１番目の画面を表示部４１０に表示させるようにしているが、
操作者によるコマ送りキー４１１又はコマ戻しキー４１３の操作態様に応じて切り替えら
れる画面は、上記画面に限定されず、コマ送りキー４１１又はコマ戻しキー４１３の操作
態様に応じて、表示制御部５２３が表示画面を他の画面に切り替えるようにしてもよい。
【００４５】
　本発明は、更に種々の変形が可能である。例えば、上記各実施形態では、紙詰まりの動
作エラーを解消するための操作手順を表示制御部５２３が表示部４１０に表示させる場合
の画面表示制御を例にして説明しているが、本発明は、画像形成部３３及び転写部３４等
の故障による異常停止を解消するための操作手順を、表示制御部５２３が表示部４１０に
表示させる場合の画面表示制御であってもよいことは勿論、さらには、動作エラーを解消
するための操作手順に限られず、表示制御部５２３が他の操作（例えば、給紙カセットへ
の用紙補給の仕方等）を案内するための操作手順を表示部４１０に行わせる場合にも適用
可能である。
【００４６】
　また、上記実施形態では、複合機１の構成及び処理を図１乃至図５に示しているが、こ
れらは一例にすぎず、本発明に係る複合機１の構成及び処理をこれらに限定する趣旨では
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【００４７】
　また、上記実施形態では、本発明に係る画像形成装置を複合機１として説明しているが
、本発明に係る画像形成装置は複合機に限られない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施の形態による複合機の構成を主に示す側面概略図である。
【図２】図１に示す複合機の制御ブロック図である。
【図３】動作エラー発生時の表示部の画面表示制御を示すフローチャートである。
【図４】コピー動作中を示す表示画面の例を示す図である。
【図５】紙詰まりの動作エラー発生時の操作手順を示す表示画面の遷移を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　　　　　複合機
４１０　　　表示部
４１１　　　コマ送りキー
４１２　　　一時停止キー
４１３　　　コマ戻しキー
４３０　　　操作キー部
５２１　　　動作制御部
５２３　　　表示制御部
５２４　　　表示画面判別部
５２５　　　判断部

【図１】 【図２】
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【図５】
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