
JP 6458598 B2 2019.1.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と，
　記憶部と，
　制御部と，
を備える画像処理装置であって，
　前記記憶部には，
　　ユーザを特定する情報であるユーザ識別情報と，前記画像処理装置が実行する複数の
機能の１つである特定の機能に含まれる，特定の設定項目に対する複数の選択肢の，各々
の利用可否と，を関連付けた利用情報と，
　　前記複数の選択肢の１つを特定する情報を含むショートカット情報と，
　が記憶され，
　前記制御部は，
　　前記ユーザ識別情報の入力を受け付け，
　　前記複数の機能のいずれかを選択させる第１画面の表示中において前記特定の機能が
選択されたことを条件として，前記特定の設定項目に対する前記複数の選択肢のいずれか
を選択させる第２画面を前記表示部に表示させ，
　　前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択されたことを条件として，前記第
１の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第３画面を前記表示部に表示させ，
　　前記第１の選択肢を特定する情報を含む前記ショートカット情報を読み出し，入力さ
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れた前記ユーザ識別情報に関連付けられた利用情報を参照して，前記第１の選択肢が利用
可能か否かを判断し，さらに前記第１の選択肢が利用不可の場合には前記複数の選択肢の
うち前記第１の選択肢以外に利用可能な第２の選択肢が有るか否かを判断し，
　　前記１の選択肢が利用可能と判断された場合には，前記第３画面を前記表示部に表示
させ，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断された場合には
，前記第２画面を前記表示部に表示させる，
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載する画像処理装置において，
　前記第１画面の表示中において前記第１の選択肢を特定する情報が記憶された前記ショ
ートカット情報を読み出し，
　前記第２の選択肢が無いと判断された場合には，前記第１画面を前記表示部に表示させ
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載する画像処理装置において，
　前記記憶部には，
　　前記ユーザ識別情報と，各機能あるいは各選択肢の実行可能回数と，を関連付けた回
数情報が記憶され，
　前記制御部は，
　　実行可能回数が０であった機能あるいは選択肢を利用不可と判断する，
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断されたことによっ
て前記第２画面を表示させた場合に，前記第１の選択肢の選択を制限させることを特徴と
する画像処理装置。
【請求項５】
請求項４に記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断されたことによっ
て前記第２画面を表示させた場合に，前記第１の選択肢を，利用不可であることを明示す
るアイコン表示，あるいはグレーアウト表示，あるいは非表示，とすることを特徴とする
画像処理装置。
【請求項６】
請求項４または請求項５に記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断されたことによっ
て前記第２画面を表示させる場合に，前記第１の選択肢の利用が制限されている旨のメッ
セージを，前記表示部に表示させることを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
請求項１から請求項６のいずれか１つに記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記表示部に表示させる画面の設定である画面設定であって，前記第１画面から前記
特定の機能が選択されたときに次に表示させる画面の前記画面設定を受け付け，
　　前記画面設定として前記第３画面が設定された場合に，前記第１の選択肢を記憶する
前記ショートカット情報を前記記憶部に記憶させ，
　　前記第１画面にて前記特定の機能が選択された場合に，前記第１の選択肢が記憶され
た前記ショートカット情報を読み出す，
　ことを特徴とする画像処理装置。
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【請求項８】
請求項１から請求項７のいずれか１つに記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記表示部に，前記記憶部に記憶されたショートカット情報に対応付けられた特定画
像が含まれる前記第１画面を表示させ，
　　前記第１画面の前記特定画面への入力があった場合に，前記特定画面に対応するショ
ートカット情報を読み出す，
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　表示部と，
　記憶部と，
　制御部と，
を備える画像処理装置であって，
　前記記憶部には，
　　ユーザを特定する情報であるユーザ識別情報と，前記画像処理装置が実行する複数の
機能の１つである特定の機能に含まれる，特定の設定項目に対する複数の選択肢の，各々
の利用可否と，を関連付けた利用情報と，
　　前記複数の選択肢の１つを特定する情報を含むショートカット情報と，
　が記憶され，
　前記制御部は，
　　ユーザ識別情報の入力を受け付け，
　　前記特定の機能が選択され、前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択され
たことを条件として，前記第１の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第１設
定画面を前記表示部に表示させ，
　　前記第１の選択肢を特定する情報を含むショートカット情報を読み出し，入力された
前記ユーザ識別情報に関連付けられた前記利用情報を参照して，前記第１の選択肢が利用
可能か否かを判断し，さらに前記第１の選択肢が利用不可の場合には前記複数の選択肢の
うち前記第１の選択肢以外に利用可能な第２の選択肢が有るか否かを判断し，
　　前記１の選択肢が利用可能と判断された場合には，前記第１設定画面を前記表示部に
表示させ，
　　前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断された場合には，
前記第２の選択肢を選択するか否かの入力を受け付け，前記第２の選択肢を選択する入力
を受け付けた場合には，前記第２の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第２
設定画面を前記表示部に表示させる，
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
請求項９に記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記第２の選択肢を選択する入力を受け付けた場合，前記第２の選択肢を特定する情
報を含む前記ショートカット情報を前記記憶部に記憶させる，
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
請求項９または請求項１０に記載する画像処理装置において，
　前記制御部は，
　　前記表示部に，前記記憶部に記憶された各ショートカット情報に対応付けられたボタ
ンが含まれる前記読出画面を表示させ，
　　前記読出画面のボタンのうち、前記第１の選択肢を特定する情報を含む前記ショート
カット情報に対応するボタンへの入力があった場合に，前記第１の選択肢を特定する情報
を含む前記ショートカット情報を読み出す，
　ことを特徴とする画像処理装置。
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【請求項１２】
　　請求項１１に記載する画像処理装置において、
　　前記第２の選択肢を選択しない入力を受け付けた場合、前記読出画面を表示する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１３】
　　請求項９に記載する画像処理装置において、
　前記制御部は，
　　前記複数の機能のいずれかを選択させる第１画面の表示中において前記特定の機能が
選択されたことを条件として，前記特定の設定項目に対する前記複数の選択肢のいずれか
を選択させる第２画面を前記表示部に表示させ，
　　前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択されたことを条件として，前記第
１設定画面を前記表示部に表示させ，
　　前記第２の選択肢を選択しない入力を受け付けた場合、前記第１画面を前記表示部に
表示させる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　　請求項１３に記載する画像処理装置において、
　前記利用情報には、さらに、前記複数の機能の各々の利用可否が、前記ユーザ識別情報
と関連付けられており、
　前記ショートカット情報を読み出した場合，前記１の選択肢が利用可能と判断され、か
つ、前記特定の機能が利用可能な場合には，前記第１設定画面を前記表示部に表示させ，
前記特定の機能が利用不可の場合には、前記第１画面を前記表示部に表示させる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１５】
　表示部と，
　通信部と，
　記憶部と，
　制御部と，
を備える情報処理装置であって，
　前記記憶部には，
　　前記通信部を介して接続する画像処理装置が実行する複数の機能の１つである特定の
機能に含まれる，特定の設定項目に対する複数の選択肢の１つを特定する情報を含むショ
ートカット情報が記憶され，
　前記制御部は，
　　ユーザを特定する情報であるユーザ識別情報の入力を受け付け，
　　入力された前記ユーザ識別情報と，前記特定項目の各選択肢の利用可否を関連付けた
利用情報を，前記通信部を介して前記画像処理装置から受信し，
　　前記複数の機能のいずれかを選択させる第１画面の表示中において前記特定の機能が
選択されたことを条件として，前記特定の設定項目に対する前記複数の選択肢のいずれか
を選択させる第２画面を前記表示部に表示させ，
　　前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択されたことを条件として，前記第
１の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第３画面を前記表示部に表示させ，
　　前記第１の選択肢を特定する情報を含む前記ショートカット情報を読み出し，前記受
信された利用情報を参照して，前記第１の選択肢が利用可能か否かを判断し，さらに前記
第１の選択肢が利用不可の場合には前記複数の選択肢のうち前記第１の選択肢以外に利用
可能な第２の選択肢が有るか否かを判断し，
　　前記１の選択肢が利用可能と判断された場合には，前記第３画面を前記表示部に表示
させ，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断された場合には
，前記第２画面を前記表示部に表示させる，
　ことを特徴とする情報処理装置。
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【請求項１６】
　表示部と，
　通信部と，
　記憶部と，
　制御部と，
を備える情報処理装置であって，
　前記記憶部には，
　　前記通信部を介して接続する画像処理装置が実行する複数の機能の１つである特定の
機能に含まれる，特定の設定項目に対する複数の選択肢の，各々の利用可否と，を関連付
けた利用情報と，
　　前記複数の選択肢の１つを特定する情報を含むショートカット情報と，
　が記憶され，
　前記制御部は，
　　ユーザを特定する情報であるユーザ識別情報の入力を受け付け，
　　入力された前記ユーザ識別情報と，前記画像処理装置が実行する複数の機能および各
機能の設定項目の選択肢の利用可否を関連付けた利用情報を，前記通信部を介して前記画
像処理装置から受信し，
　　前記特定の機能が選択され、前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択され
たことを条件として，前記第１の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第１設
定画面を前記表示部に表示させ，
　　前記第１の選択肢を特定する情報を含むショートカット情報を読み出し，前記受信さ
れた利用情報を参照して，前記第１の選択肢が利用可能か否かを判断し，さらに前記第１
の選択肢が利用不可の場合には前記複数の選択肢のうち前記第１の選択肢以外に利用可能
な第２の選択肢が有るか否かを判断し，  
　　前記１の選択肢が利用可能と判断された場合には，前記第１設定画面を前記表示部に
表示させ，
　　前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断された場合には，
前記第２の選択肢を選択するか否かの入力を受け付け，前記第２の選択肢を選択する入力
を受け付けた場合には，前記第２の選択肢が選択されたことを示す情報が表示される第２
設定画面を前記表示部に表示させる，
　ことを特徴とする情報処理装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，画像処理装置および情報処理装置に関する。さらに詳細には，ユーザごとに
画像処理の実行を制限することが可能な画像処理装置についての，画像処理に関する設定
画面の表示技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，画像処理に関する複数の機能を備える画像処理装置であって，ユーザごとに
各機能が利用可能か否かを記憶するリストを有し，画像処理装置にログインしたユーザで
あるログインユーザに応じて，画像処理の実行を制限する技術が知られている。
【０００３】
　利用制限が可能な画像処理装置に対して，画像処理の実行指示あるいは設定を入力する
画面に関する技術を開示した文献としては，例えば特許文献１がある。特許文献１では，
複数のアプリケーションプログラムが記憶された画像処理装置であって，認証されたユー
ザに応じて利用が許可されたアプリケーションプログラムの画面遷移を選択可能にするユ
ーザインターフェースを提供する構成が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－５６５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の画像処理装置においては，多数の機能があり，所望の画像処理を実行させるため
に複数の入力操作が必要となる。これら複数の入力操作を利用の度にユーザが１から行う
となると，ユーザにとって手間である。そこで，画像処理装置がこれら複数の入力操作に
よって入力される情報の少なくとも１つをショートカット情報として記憶し，当該ショー
トカット情報を読み出すことで当該ショートカット情報に対応する入力操作を省略できる
，いわゆるショートカット機能が望まれる。
【０００６】
　しかしながら，利用制限が可能な画像処理装置にショートカット機能を適用すると，次
のような問題がある。すなわち，ショートカット情報に記憶される機能の利用が制限され
る場合，画像処理装置は，当該ショートカット情報に基づく画像処理を実行できない。そ
のため，当該ショートカット情報の選択を不可にする，あるいは当該ショートカット情報
が読み出された場合には初期画面を表示する，といったショートカット機能を無効にする
構成が考えられる。しかしショートカット機能を無効にしてしまうと，全ての入力操作を
１からやり直すことになり，ユーザの手間が多くなる。
【０００７】
　本発明は，前記した問題点を解決するためになされたものである。すなわちその課題と
するところは，ユーザごとに画像処理の実行を制限することが可能な画像処理装置に関し
て，所望の画像処理を実行させるためのユーザの手間を軽減できる技術を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題の解決を目的としてなされた画像処理装置は，表示部と，記憶部と，制御部と
，を備える画像処理装置であって，前記記憶部には，ユーザの識別情報と，前記画像処理
装置が実行する複数の機能の１つである特定の機能に含まれる，特定の設定項目に対する
複数の選択肢の，各々の利用可否と，を関連付けた利用情報と，前記複数の選択肢の１つ
を特定する情報を記憶するショートカット情報と，が記憶され，前記制御部は，ユーザを
特定する情報であるユーザ情報の入力を受け付け，前記複数の機能のいずれかを選択させ
る第１画面の表示中において前記特定の機能が選択されたことを条件として，前記表示部
に表示させる画面を，前記特定の設定項目に対する前記複数の選択肢のいずれかを選択さ
せる第２画面に切り換え，前記複数の選択肢の１つである第１の選択肢が選択されたこと
を条件として，前記表示部に表示させる画面を，前記第１の選択肢が選択されたことを示
す情報が表示される第３画面に切り換え，前記第１画面の表示中において前記第１の選択
肢を特定する情報が記憶された前記ショートカット情報が読み出された場合，入力された
前記ユーザ情報によって特定されるユーザの前記利用情報を参照して，前記第１の選択肢
が利用可能か否かを判断し，さらに前記第１の選択肢が利用不可の場合には前記複数の選
択肢のうち前記第１の選択肢以外に利用可能な第２の選択肢が有るか否かを判断し，前記
１の選択肢が利用可能と判断された場合には，前記第３画面を前記表示部に表示させ，前
記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判断された場合には，前記第
２画面を前記表示部に表示させ，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が
無いと判断された場合には，前記第１画面を表示させたままとする，ことを特徴としてい
る。
【０００９】
　本明細書に開示される画像処理装置は，第１画面と，特定の機能が選択されることで表
示される第２画面と，第１の選択肢が選択されることで表示される第３画面とを，表示部
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に切り換えさせる。また，画像処理装置は，ユーザごとに，特定の機能の特定項目の選択
肢ごとに利用を制限する。また，画像処理装置には，特定項目の選択肢のうちの１つがシ
ョートカット情報として記憶されている。そして，画像処理装置は，第１の選択肢の利用
が制限されているにもかかわらず，第１の選択肢を特定する情報が記憶されたショートカ
ット情報を読み出した場合，第１の選択肢を代替する選択肢であって利用可能な第２の選
択肢が有れば，第２画面を表示する。この場合，第１画面から特定の機能を選択する操作
は必要無い。そのため，第１画面を表示する場合，すなわちショートカット情報を無効に
して選択操作を１からやり直させる場合と比較して，ユーザの手間を軽減できる。
【００１０】
　また，前記記憶部には，ユーザの識別情報と，各機能あるいは各選択肢の実行可能回数
と，を関連付けた回数情報が記憶され，前記制御部は，実行可能回数が０であった機能あ
るいは選択肢を利用不可と判断してもよい。利用制限には実行可能回数の設定が含まれて
いてもよく，制御部は，実行可能回数が０であれば，利用情報に利用可能と記憶されてい
たとしても利用不可と判断する方が好ましい。
【００１１】
　また，前記制御部は，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判
断されたことによって前記第２画面を表示させた場合に，前記第１の選択肢の選択を制限
させるとよい。第２画面にて第１の選択肢の選択が可能な場合，ユーザが第１の選択肢を
実行可能と誤解してしまう可能性がある。そのため，第１の選択肢の選択を制限する方が
好ましい。
【００１２】
　また，前記制御部は，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判
断されたことによって前記第２画面を表示させた場合に，前記第１の選択肢を，利用不可
であることを明示するアイコン表示，あるいはグレーアウト表示，あるいは非表示，とす
るとよい。選択不可を明示することで，ユーザの誤解を回避できる。
【００１３】
　また，前記制御部は，前記第１の選択肢が利用不可であり前記第２の選択肢が有ると判
断されたことによって前記第２画面を表示させる場合に，前記第１の選択肢の利用が制限
されている旨のメッセージを，前記表示部に表示させるとよい。利用制限のメッセージを
表示することで，ユーザが選択不可を認識でき，その誤解を回避できる。
【００１４】
　また，前記制御部は，前記表示部に表示させる画面の設定である画面設定であって，前
記第１画面から前記特定の機能が選択されたときに次に表示させる画面の前記画面設定を
受け付け，前記画面設定として前記第３画面が設定された場合に，前記第１の選択肢を記
憶する前記ショートカット情報を前記記憶部に記憶させ，前記第１画面にて前記特定の機
能が選択された場合に，前記第１の選択肢が記憶された前記ショートカット情報を読み出
すとよい。画面のショートカットが選択された際に，その画面に対応付けられた機能をシ
ョートカット情報として記憶することで，本発明を適用できる。
【００１５】
　また，前記制御部は，前記表示部に，前記記憶部に記憶されたショートカット情報に対
応付けられた特定画像が含まれる前記第１画面を表示させ，前記第１画面の前記特定画面
への入力があった場合に，前記特定画面に対応するショートカット情報を読み出すとよい
。ショートカット情報に対応する特定画面を表示することで，ショートカット情報の選択
が容易になる。
【００１６】
　また，本明細書には，表示部と，記憶部と，制御部と，を備える画像処理装置であって
，前記記憶部には，ユーザの識別情報と，前記画像処理装置が実行する複数の機能および
各機能の設定項目の選択肢の利用可否と，を関連付けた利用情報と，前記画像処理装置に
実行させる機能および当該機能に含まれる設定項目の設定内容を記憶するショートカット
情報と，が記憶され，前記制御部は，ユーザを特定する情報であるユーザ情報の入力を受
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け付け，前記ショートカット情報の読み出し指示を受け付ける読出画面にて前記読み出し
指示を受け付けた場合，前記ショートカット情報を前記記憶部から読み出し，入力された
前記ユーザ情報によって特定されるユーザの前記利用情報を参照して，前記ショートカッ
ト情報に記憶される設定内容が利用可能か否かを判断し，さらに当該設定内容が利用不可
の場合には当該設定内容以外に利用可能な設定である代替設定が有るか否かを判断し，当
該設定内容が利用可能と判断された場合には，当該設定内容が設定されていることを示す
情報が表示される第１設定画面を前記表示部に表示させ，当該設定内容が利用不可であり
前記代替設定が有ると判断された場合には，前記代替設定への変更を許可するか否かの入
力を受け付け，変更を許可する入力を受け付けた場合には，前記代替設定が設定されたこ
とを示す情報が表示される第２設定画面を前記表示部に表示させ，変更を許可しない入力
を受け付けた場合，あるいは当該設定内容が利用不可であり前記代替設定が無いと判断さ
れた場合には，前記読出画面あるいは前記読出画面に移行する前の画面を前記表示部に表
示させる，ことを特徴とする別の画像処理装置が開示されている。
【００１７】
　本明細書に開示される別の画像処理装置では，ショートカット情報に記憶される設定内
容が利用不可であった際，ショートカット情報に記憶される設定内容の代わりとなる代替
設定が有る場合に，その代替設定への変更可否の入力を受け付け，変更許可が入力された
場合には，代替設定に応じた第２設定画面を表示する。これにより，始めから代替設定を
選択する場合と比較して，ユーザの手間を軽減できる。
【００１８】
　また，前記制御部は，変更を許可する入力を受け付けた場合，前記代替設定を記憶する
前記ショートカット情報を前記記憶部に記憶させるとよい。代替設定が選択されたショー
トカット情報を記憶することで，次回の利用において再度代替設定への変更を入力する必
要がなく，ユーザの手間を軽減できる。
【００１９】
　また，前記制御部は，前記表示部に，前記記憶部に記憶された各ショートカット情報に
対応付けられたボタンが含まれる前記読出画面を表示させ，前記読出画面のボタンへの入
力があった場合に，当該ボタンに対応するショートカット情報を読み出すとよい。ショー
トカット情報に対応するボタンを表示することで，ショートカット情報の選択が容易にな
る。
【００２０】
　上記画像形成装置の機能を実現するための制御方法，コンピュータプログラム，および
当該コンピュータプログラムを格納するコンピュータ読取可能な記憶媒体も，新規で有用
である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば，ユーザごとに画像処理の実行を制限することが可能な画像処理装置に
関して，所望の画像処理を実行させるためのユーザの手間を軽減できる技術が実現される
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施の形態にかかる複合機（ＭＦＰ）の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】ＭＦＰが有するユーザ登録テーブルの構成を示す図である。
【図３】ＭＦＰが有するユーザ制限テーブルの構成を示す図である。
【図４】画面設定が無い場合の，スキャン実行時の操作パネルの画面遷移を示す図である
。
【図５】ショートカットボタン押下時の操作パネルの画面遷移を示す図である。
【図６】画面設定を行う設定画面を示す図である。
【図７】画面設定が有る場合の，スキャン選択時の操作パネルの画面遷移を示す図である
。
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【図８】実施の形態にかかる機能選択処理の手順（前半）を示すフローチャートである。
【図９】実施の形態にかかる機能選択処理の手順（後半）を示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態にかかるショートカット機能選択処理の手順を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下，本発明にかかる画像処理装置を具体化した実施の形態について，添付図面を参照
しつつ詳細に説明する。本形態は，画像読取機能および画像形成機能を備えた複合機（Ｍ
ＦＰ：Multi Function Peripheral ）に本発明を適用したものである。
【００２４】
　［ＭＦＰの構成］
　本形態のＭＦＰ１００は，図１に示すように，ＣＰＵ３１と，ＲＯＭ３２と，ＲＡＭ３
３と，ＮＶＲＡＭ（Non Volatile RAM）３４と，を有するコントローラ３０を備えている
。また，ＭＦＰ１００は，印刷部１０と，読取部２０と，操作パネル４０と，ネットワー
クインターフェース３７と，ＵＳＢインターフェース３８と，電話回線インターフェース
３９とを備え，これらがＣＰＵ３１によって制御される。なお，図１中のコントローラ３
０は，ＣＰＵ３１等，ＭＦＰ１００の制御に利用されるハードウェアを纏めた総称であっ
て，実際にＭＦＰ１００に存在する単一のハードウェアを表すとは限らない。
【００２５】
　ＲＯＭ３２には，ＭＦＰ１００を制御するための制御プログラムであるファームウェア
や各種設定，初期値等が記憶されている。ＲＡＭ３３は，各種制御プログラムが読み出さ
れる作業領域として，あるいは画像データを一時的に記憶する記憶領域として利用される
。ＮＶＲＡＭ３４も，ＭＦＰ１００にて用いられる各種の情報を記憶する記憶領域として
利用される。ＮＶＲＡＭ３４は，記憶部の一例である。
【００２６】
　ＣＰＵ３１は，ＲＯＭ３２から読み出した制御プログラムや各種センサから送られる信
号に従って，その処理結果をＲＡＭ３３またはＮＶＲＡＭ３４に記憶させながら，ＭＦＰ
１００の各構成要素を制御する。ＣＰＵ３１は，制御部の一例である。なお，コントロー
ラ３０が制御部であってもよい。
【００２７】
　印刷部１０は，画像データに基づく画像をシートに印刷する。また，印刷部１０は，印
刷部１０は，画像をシートに印刷することができればよく，インクジェット方式であって
も電子写真方式であってもよい。更には，カラー印刷が可能であってもモノクロ専用であ
ってもよい。
【００２８】
　読取部２０は，原稿の画像を読み取って画像データを出力する。読取部２０は，原稿の
画像を読み取ることができればよく，ＣＩＳ方式であってもＣＣＤ方式であってもよい。
更には，カラー読み取りが可能であってもモノクロ専用であってもよい。
【００２９】
　ネットワークインターフェース３７は，ＬＡＮケーブル等を介してネットワークと接続
する外部装置２００と通信を行うためのハードウェアである。外部装置２００としては，
例えば，パーソナルコンピュータ（ＰＣ），クラウドサーバ，スマートフォンが該当する
。ＵＳＢインターフェース３８は，ＵＳＢケーブル等を介して接続されたデバイスと通信
を行うためのハードウェアである。デバイスとしては，例えば，フラッシュメモリやメデ
ィアカードが該当する。電話回線インターフェース３９は，電話回線を介して電話網に接
続された他のファクシミリ（ＦＡＸ）装置と通信を行うためのハードウェアである。
【００３０】
　操作パネル４０は，スタートキー，ストップキー，テンキーの各ボタン等，各種のボタ
ンによって構成されるボタン群と，タッチパネルと，を備える。このボタン群やタッチパ
ネルにより，動作状況の表示や入力操作の受け付けが可能になっている。操作パネル４０
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は，表示部の一例である。
【００３１】
　ＭＦＰ１００には，実行可能な機能として，コピー，ＦＡＸ，スキャン，がある。コピ
ーは，読取部２０に原稿の画像を読み取らせ，印刷部１０に当該原稿の画像を印刷させる
機能である。ＦＡＸは，読取部２０に原稿の画像を読み取らせ，当該原稿の画像に基づく
ＦＡＸデータを電話回線インターフェース３９を介して他のＦＡＸ装置に送信する機能で
ある。スキャンは，読取部２０に原稿の画像を読み取らせ，当該原稿の画像に基づく画像
データを，指定された記憶先に記憶する機能である。ＭＦＰ１００を利用するユーザは，
操作パネル４０を介して，利用する機能を選択して実行指示を入力する。なお，ＭＦＰ１
００が実行可能な機能は，これらに限らず，他の機能があってもよい。他の機能としては
，例えば，印刷，すなわち外部装置から取得したデータの画像を印刷部１０に印刷させる
機能が該当する。
【００３２】
　また，ＭＦＰ１００は，ユーザごとに，装置の利用を制限する制限機能を有している。
また，利用制限は，機能ごとに利用可否を設定してもよく，機能の設定項目の選択肢ごと
に利用可否を設定してもよい。ＭＦＰ１００は，装置を利用するユーザを特定するための
ユーザ認証を行い，認証されたユーザに対して許可された機能あるいは設定項目の選択肢
の実行を可能にする。
【００３３】
　前述した制限機能を実現するため，ＭＦＰ１００は，ユーザ認証を行うための情報とし
て，図２に示すようなユーザ登録テーブル３４１を，ＮＶＲＡＭ３４に記憶している。具
体的に，ユーザ登録テーブル３４１は，ユーザＩＤと，パスワードとの２つの項目を含む
レコードを記憶している。なお，ユーザ登録テーブル３４１のレコードの構成はこれらに
限るものではなく，他の項目を含めてもよい。また，ユーザを特定できる情報が含まれて
いればよく，必ずしもパスワードを記憶する必要はない。
【００３４】
　さらに，ＭＦＰ１００は，機能ないし設定項目の選択肢の利用可否を決定するための情
報として，図３に示すようなユーザ制限テーブル３４２を，ＮＶＲＡＭ３４に記憶してい
る。具体的に，ユーザ制限テーブル３４２は，ユーザＩＤと，制限情報との２つの項目を
含むレコードを記憶している。ユーザＩＤは，ユーザ登録テーブル３４１のユーザＩＤと
関連付けられる。さらに，制限情報には，コピー，ＦＡＸ，スキャン，の機能ごとの利用
可否の情報が記憶される。
【００３５】
　具体的に，制限情報には，コピーの制限として，１回のジョブで許可される最大のペー
ジ数，１日にカラーコピーが可能な枚数，１日にモノクロコピーが可能な枚数，が記憶さ
れる。カラーコピーが可能な枚数およびモノクロコピーが可能な枚数は，シート１枚の印
刷が完了する度に１つ減り，２４時間ごとに初期値に戻される。なお，これらの枚数は管
理者が初期値に戻してもよい。枚数が０の場合，利用不可となる。また，各情報のうち，
「無制限」は，コピー枚数の制限が無いことを意味し，「×」は，始めから利用不可であ
ることを意味する。すなわち，ＭＦＰ１００が実行可能なコピー機能には，設定項目とし
てコピー態様があり，コピー態様の選択肢として，カラーコピーとモノクロコピーとがあ
る。そして，制限情報には，コピー態様の選択肢ごとの利用可否の情報が記憶される。
【００３６】
　また，制限情報には，ＦＡＸの制限として，利用可否が記憶される。すなわち，「○」
であればＦＡＸ送信の利用が可能であり，「×」であればＦＡＸ送信の利用が不可である
ことを意味する。ＦＡＸについては，機能の利用可否が記憶され，当該機能の利用が不可
の場合には，当該機能の設定項目についてはどの選択肢も利用できない。つまり，機能の
利用を不可にすることは，当該機能の設定項目の全選択肢の利用を不可にすることを意味
する。
【００３７】
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　また，制限情報には，スキャンの制限として，読取結果の画像データを，ＲＡＭ３３な
いしＮＶＲＡＭ３４に保存する「ファイル」，ネットワークインターフェース３７を介し
て接続する外部装置に保存する「転送」，ＵＳＢインターフェース３８を介して接続する
デバイスに保存する「ＵＳＢ保存」，電子メールに添付して送信する「電子メール」，の
各保存態様の利用可否が記憶される。すなわち，スキャンには，設定項目として保存態様
があり，保存態様の選択肢として，ファイル，転送，ＵＳＢ保存，電子メール，がある。
そして，制限情報には，保存態様の選択肢ごとの利用可否の情報が記憶される。
【００３８】
　なお，ユーザ制限テーブル３４１のレコード構成もこれらに限るものではなく，他の項
目を含めてもよい。制限情報の構成もこれらに限るものではなく，他の項目を含めてもよ
い。
【００３９】
　　［ＭＦＰの認証動作］
　続いて，ＭＦＰ１００の認証動作について説明する。ＭＦＰ１００では，あらかじめ管
理者によって，ユーザ登録テーブル３４１に，ユーザ情報が登録される。また，あらかじ
め管理者によって，ユーザ制限テーブル３４２に，ユーザごとの制限情報が設定される。
【００４０】
　ＭＦＰ１００を利用するユーザは，ＭＦＰ１００に画像処理を実行させるにあたって，
ＭＦＰ１００にログインする。ＭＦＰ１００へのログインは，操作パネル４０に表示され
るログイン画面からユーザＩＤおよびパスワードを入力することによって行われる。すな
わち，ＭＦＰ１００は，操作パネル４０を介してユーザ情報の入力を受け付ける。なお，
ＭＦＰ１００は，ユーザ登録テーブル３４１に登録されているユーザＩＤを操作パネル４
０に一覧表示し，その中からユーザＩＤを選択させ，その後にパスワードの入力のみを要
求してもよい。また，ユーザＩＤ等の入力方法は，操作パネル４０への入力操作に限らず
，ユーザ情報が記憶されたＩＣカードを，ＭＦＰ１００が有するＩＣカードリーダに読み
取らせてもよい。
【００４１】
　ＭＦＰ１００は，ユーザ情報が入力された後，入力されたユーザ情報に基づいてユーザ
認証を行う。具体的にＭＦＰ１００は，図２に示したユーザ登録テーブル３４１を参照し
て，入力されたユーザＩＤおよびパスワードと一致するレコードが登録されているか否か
を判断する。そして，ＭＦＰ１００は，一致するレコードが登録されていれば，ユーザ認
証が成功したものと判断し，ログインを許可する。一方，一致するレコードが登録されて
いなければ，ユーザ認証が失敗したものと判断し，ログインを許可しない。
【００４２】
　ＭＦＰ１００は，ログインを許可すると，ログインが許可されたユーザであるログイン
ユーザのユーザＩＤをＲＡＭ３３に記憶する。なお，ＭＦＰ１００は，ログインを許可す
ると，ログアウトが行われるまではログイン画面を表示しない。すなわち，ＭＦＰ１００
には，複数のユーザが同時にログインできない。さらにＭＦＰ１００は，図３に示したユ
ーザ制限テーブル３４２を参照してログインユーザの制限情報を取得し，ログインユーザ
に許可された範囲内での画像処理を実行可能にする。
【００４３】
　なお，ユーザ認証は，ＭＦＰ１００以外の装置で行ってもよい。例えば，ＭＦＰ１００
がネットワークを介して認証サーバと接続されている場合，ＭＦＰ１００は，入力された
ユーザ情報を認証サーバに送信し，認証サーバから認証結果を受信し，当該認証結果に基
づいてログインの可否を判断してもよい。
【００４４】
　また，ＭＦＰ１００は，ユーザ制限の情報を，外部装置から取得してもよい。例えば，
ユーザ制限テーブル３４２を記憶する外部サーバとＭＦＰ１００が接続されている場合，
ＭＦＰ１００は，ログインユーザのユーザＩＤを当該外部サーバに送信し，当該外部サー
バから当該ユーザＩＤに対応する制限情報を受信してもよい。
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【００４５】
　　［ＭＦＰの操作パネルの画面遷移］
　続いて，ＭＦＰ１００の操作パネル４０のタッチパネルの画面遷移の一例について説明
する。この例では，スキャンの実行指示を入力する際の，操作パネル４０の画面遷移につ
いて説明する。なお，以下の説明では，ＭＦＰ１００へのログインが既に成功しているも
のとする。
【００４６】
　ログインが成功すると，ＭＦＰ１００は先ず，ホーム画面に設定されている画面を表示
する。本形態では，図４（ａ）に示すように，機能を選択させる画面である機能選択画面
５０がホーム画面に設定されているものとする。ホーム画面の設定は，後述する画面設定
によって可能である。機能選択画面５０には，機能の一覧をアイコンで表示する機能一覧
部５１と，ショートカットの選択に移行するボタンであるショートカットボタン５３と，
ログインユーザの名称を表示するユーザ部５４と，が含まれる。機能選択画面５０は，第
１画面の一例である。
【００４７】
　機能選択画面５０では，仮選択された機能のアイコンが一点鎖線枠で囲まれる。そして
，ＭＦＰ１００は，アイコンが一点鎖線枠で囲まれた状態，すなわち仮選択された状態で
，さらに当該アイコンがタッチされることで，当該アイコンに対応する機能の選択を受け
付ける。また，ＭＦＰ１００は，アイコンが一点鎖線枠で囲まれていない状態で，当該ア
イコンがタッチされると，当該アイコンを仮選択状態とし，それまで仮選択状態であった
アイコンの一点鎖線枠を消去して仮選択を解除する。
【００４８】
　例えば，機能選択画面５０にてスキャンの選択を受け付けると，ＭＦＰ１００は，図４
（ｂ）に示すように，スキャンの保存態様を選択させる画面である保存態様選択画面６０
を表示する。保存態様選択画面６０には，保存態様の一覧をアイコンで表示する保存態様
一覧部６１と，前述の機能選択画面５０に移行するボタンである機能選択ボタン６２と，
が含まれる。保存態様一覧部６１では，画面を左右方向にスクロールさせることで不図示
の保存態様のアイコンが表示される。保存態様選択画面６０は，第２画面の一例である。
【００４９】
　保存態様選択画面６０では，機能選択画面５０と同様に，仮選択された保存態様のアイ
コンが一点鎖線枠で囲まれる。そして，ＭＦＰ１００は，アイコンが一点鎖線枠で囲まれ
た状態で，さらに当該アイコンがタッチされると，当該アイコンに対応する保存態様の選
択を受け付ける。
【００５０】
　例えば，保存態様選択画面６０にてＵＳＢ保存の選択を受け付けると，ＭＦＰ１００は
，図４（ｃ）に示すように，ＵＳＢ保存の詳細設定を表示する画面であるＵＳＢ保存画面
７０を表示する。ＵＳＢ保存画面７０には，ＵＳＢ保存の設定項目の一覧を表示する項目
一覧部７１と，前述の保存態様選択画面６０に移行するボタンである保存態様選択ボタン
７２と，保存態様以外の設定項目を設定させる画面に移行するボタンであるオプションボ
タン７３と，現在設定されている設定内容をショートカットとして保存するボタンである
ショートカット保存ボタン７４と，実行指示を入力するボタンであるスタートボタン７５
と，が含まれる。ＵＳＢ保存画面７０は，第３画面の一例である。
【００５１】
　ＭＦＰ１００は，スタートボタン７５がタッチされると，設定内容に従うスキャンの実
行を開始する。また，ＭＦＰ１００は，ショートカット保存ボタン７４がタッチされると
，ＵＳＢ保存画面７０に現在表示されているスキャンの設定内容を記憶するショートカッ
ト情報を，ＮＶＲＡＭ３４に保存する。すなわち，ショートカット保存ボタン７４がタッ
チされることによって記憶されるショートカット情報には，少なくと保存態様がＵＳＢ保
存であることが記憶され，さらに保存態様以外の設定内容も記憶するようにしてもよい。
【００５２】
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　なお，ＭＦＰ１００は，ＵＳＢ保存以外の保存態様が選択された場合についても，各保
存態様に対応する画面を表示する。また，ＭＦＰ１００は，スキャン以外の機能が選択さ
れた場合についても，各機能に対応する画面を表示する。
【００５３】
　次に，ＮＶＲＡＭ３４に記憶されたショートカット情報に基づく，操作パネル４０の画
面遷移について説明する。ＭＦＰ１００は，図５（ａ）に示したホーム画面である機能選
択画面５０のショートカットボタン５３へのタッチによって，ショートカット情報を利用
する指示を受け付ける。
【００５４】
　機能選択画面５０にてショートカット情報の利用指示を受け付けると，ＭＦＰ１００は
，図５（ｂ）に示すように，ショートカット情報を選択させる画面であるショートカット
選択画面８０を表示する。ショートカット選択画面８０には，ＮＶＲＡＭ３４に記憶され
ているショートカット情報の各々に対応付けられたアイコンの一覧を表示するショートカ
ット一覧部８１と，前述の機能選択画面５０に移行するボタンである機能選択ボタン８２
と，選択されているショートカット情報の設定内容を表示するボタンである詳細ボタン８
３と，が含まれる。なお，図５（ｂ）では，番号のみを表示したアイコンであるが，ショ
ートカット情報個々に付された名前が記憶されている場合，当該名前を表示してもよい。
ショートカット選択画面８０は，読出画面の一例である。
【００５５】
　ショートカット選択画面８０では，機能選択画面５０と同様に，仮選択されたショート
カット情報のアイコンが一点鎖線枠で囲まれる。そして，ＭＦＰ１００は，アイコンが一
点鎖線枠で囲まれた状態で，さらに当該アイコンがタッチされると，当該アイコンに対応
するショートカット情報の選択を受け付ける。
【００５６】
　ショートカット情報の選択を受け付けると，ＭＦＰ１００は，選択されたショートカッ
ト情報をＲＡＭ３３に読み出す。そして，ＭＦＰ１００は，ユーザ制限テーブル３４２に
記憶された制限情報に基づいて，当該ショートカット情報に記憶された機能ないし設定項
目（以下，機能ないし設定項目を「機能等」とする）の設定内容をログインユーザが利用
可能か否かを判断する。ログインユーザが当該設定内容を利用可能であれば，ショートカ
ット情報に記憶された機能等の設定内容を表示する画面に移行する。
【００５７】
　例えば，機能をコピーとし，設定項目を倍率１００％，両面印刷無し，カラーコピー，
第１トレイ使用，とした設定内容が記憶されたショートカット情報が選択され，ログイン
ユーザが当該設定内容を利用可能であった場合，ＭＦＰ１００は，図５（ｃ１）に示すよ
うなコピー設定画面７０１を表示する。コピー設定画面７０１には，コピーの設定項目の
一覧を表示する項目一覧部７１１と，設定項目を設定させる画面に移行するボタンである
コピー設定ボタン７１２と，現在設定されている設定内容をショートカットとして保存す
るボタンであるショートカット保存ボタン７１４と，実行指示を入力するボタンであるス
タートボタン７１５と，が含まれる。コピー設定画面７０１は，第１設定画面の一例であ
る。
【００５８】
　ＭＦＰ１００は，スタートボタン７１５がタッチされると，設定内容に従うコピーの実
行を開始する。また，ＭＦＰ１００は，ショートカット保存ボタン７１４がタッチされる
と，コピー設定画面７０１に現在表示されている設定内容を記憶するショートカット情報
をＮＶＲＡＭ３４に保存する。
【００５９】
　一方，ログインユーザが当該設定内容を利用不可であれば，ＭＦＰ１００は，利用不可
であった機能等を代替できる機能等が有るか否かを判断し，代替できる機能等が有る場合
には，代替する機能等を選択させる画面を表示する。
【００６０】
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　例えば，ログインユーザがカラーコピーおよびモノクロコピーともに実行不可であり，
ＦＡＸとスキャンが実行可能な場合，代替する機能が有ると判断できる。この場合，ＭＦ
Ｐ１００は，図５（ｃ２）に示すように，機能の変更の選択を受け付ける代替選択画面７
２０を表示する。代替選択画面７２０では，代替する機能の一覧を表示する代替一覧部７
２１が含まれる。また，変更しないことを選択させる選択肢も表示される。ＭＦＰ１００
は，変更しない以外の機能が選択されると，選択された機能に対応する画面に移行する。
例えば，代替選択画面７２０にてスキャンが選択されると，保存態様選択画面６０を表示
する。これにより，読み取った結果をシートに印刷の形態では出力できないものの，デー
タとして出力して残すことができる。この場合，保存態様選択画面６０は，第２設定画面
の一例である。一方，変更しないが選択されると，画面を移行せず，ショートカット選択
画面８０を表示したままとする。なお，ホーム画面である機能選択画面５０を表示しても
よい。
【００６１】
　また，例えば，ログインユーザがカラーコピーの実行が不可であり，モノクロコピーの
実行が可能な場合，代替する設定項目の選択肢が有ると判断できる。この場合，ＭＦＰ１
００は，モノクロコピーへの変更を受け付ける代替選択画面を表示する。そして，代替選
択画面にてモノクロコピーへの変更を受け付けると，図５（ｃ１）に示したコピー設定画
面７０１のうちの項目一覧部７１１のコピーの設定項目をカラーコピーからモノクロコピ
ーに変更した画面を表示する。この場合，モノクロコピーに変更されたコピー設定画面７
０１は，第２設定画面の一例である。
【００６２】
　また，例えば，ログインユーザの許可されるカラーコピー枚数が１枚であり，モノクロ
コピー枚数が１００枚であり，部数の設定が１０部の場合，代替する設定項目の選択肢が
有ると判断できる。この場合，ＭＦＰ１００は，モノクロコピーへの変更あるいは部数の
変更を受け付ける代替選択画面を表示する。そして，例えば，代替選択画面にてモノクロ
コピーへの変更を受け付けると，図５（ｃ１）に示したコピー設定画面７０１のうちの項
目一覧部７１１のコピーの設定項目をカラーコピーからモノクロコピーに変更した画面を
表示する。この場合，モノクロコピーに変更されたコピー設定画面７０１は，第２設定画
面の一例である。また，例えば，代替選択画面にて部数の変更を受け付けると，コピー設
定画面７０１のうちの部数を変更した画面を表示する。この場合，部数が変更されたコピ
ー設定画面７０１は，第２設定画面の一例である。
【００６３】
　次に，画面設定に基づく，操作パネル４０の画面遷移について説明する。ＭＦＰ１００
は，操作パネル４０にある設定ボタンの押下によって，画面設定を変更する指示を受け付
ける。
【００６４】
　例えば，ＭＦＰ１００は，図６（ａ）に示すように，機能選択画面５０の表示中に画面
設定の変更指示を受け付けると，図６（ｂ）に示すように，画面設定を設定させる画面で
ある画面設定画面９０を表示する。画面設定画面９０には，画面設定の設定項目の一覧を
表示する項目一覧部９１と，ホーム画面に移行するボタンであるホームボタン９２と，が
含まれる。項目一覧部９１中のホーム画面の項目は，ＭＦＰ１００へのログインが成功し
た直後に表示される初期画面を意味する。項目一覧部９１中のコピー画面およびスキャン
画面の項目は，それぞれの機能が機能選択画面５０にて選択された際に表示される画面を
意味する。例えば，スキャン画面の設定としては，保存態様に対応する画面が設定可能で
ある。画面設定の設定内容は，ＮＶＲＡＭ３４に記憶される。なお，保存される情報は，
表示される画面を特定できる情報であればよく，ＵＳＢ保存等の選択肢の識別情報であっ
てもよいし，ＵＳＢ保存画面７０等の画面の識別情報であってもよい。
【００６５】
　例えば，図６（ｂ）に示すように，画面設定画面９０においてスキャン画面にＵＳＢ保
存画面７０が設定されている場合，図７（ａ）に示すように機能選択画面５０にてスキャ
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ンの選択を受け付けると，ＭＦＰ１００は，ＵＳＢ保存画面７０に対応する保存態様であ
るＵＳＢ保存をログインユーザが利用可能か否かを判断する。ログインユーザが当該ＵＳ
Ｂ保存を利用可能であれば，図７（ｂ１）に示すように，ＵＳＢ保存画面７０を表示する
。すなわち，画面設定によって既にＵＳＢ保存が選択されていることから，図４（ｂ）で
説明したような保存態様選択画面６０の表示を省略して，ＵＳＢ保存画面７０を表示する
。すなわち，画面設定も，ショートカットの一形態として機能し，ＮＶＲＡＭ３４に記憶
される画面設定の設定内容もショートカット情報の一例となる。
【００６６】
　一方，ログインユーザが当該ＵＳＢ保存を利用不可であれば，図７（ｂ２）に示すよう
に，保存態様選択画面６０を表示する。ここでは，機能選択画面５０にてスキャンを選択
していることから，機能選択画面５０にまで戻る必要はなく，機能選択画面５０にてスキ
ャンが選択された場合の画面である保存態様選択画面６０に移行する。すなわち，ホーム
画面である機能選択画面５０には戻らず，ＵＳＢ保存画面７０よりも図４に示した画面遷
移の上で上位階層であって，ホーム画面である機能選択画面５０よりも下位階層である，
保存態様選択画面６０を表示する。
【００６７】
　ただし，保存態様としてＵＳＢ保存が利用不可であることから，ＭＦＰ１００は，保存
態様選択画面６０にてＵＳＢ保存が利用不可であることを明示する。例えば，図７（ｂ２
）に示すように「×」マークを付加したアイコンを表示する。この他，アイコンをグレー
アウトしてもよいし，アイコンを非表示にしてもよい。また，ＵＳＢ保存の利用が制限さ
れている旨のメッセージを保存態様選択画面６０中に表示してもよい。ＵＳＢ保存が利用
不可であることを明示することで，ＵＳＢ保存が利用可能と誤解する可能性を低減できる
。なお，ＵＳＢ保存以外にも利用不可の保存態様があれば，当該保存態様についても利用
不可であることを明示してもよい。
【００６８】
　また，ＵＳＢ保存以外の保存態様が選択されると，選択された保存態様に対応する画面
を表示する。その後，選択された保存態様に対応する画面にて実行指示が入力された場合
に，画面設定を当該選択された保存態様に切り換えてもよい。
【００６９】
　　［ＭＦＰの機能選択処理］
　続いて，前述したＭＦＰ１００の操作パネル４０の画面遷移を実現する機能選択処理に
ついて，図８および図９のフローチャートを参照しつつ説明する。機能選択処理は，ログ
インに成功した等，機能選択画面５０を表示する条件を満たしたことを契機に，ＣＰＵ３
１によって実行される。なお，本形態では，ホーム画面に機能選択画面５０が設定されて
いるものとする。
【００７０】
　機能選択処理では，ＣＰＵ３１は先ず，図８に示すように，機能選択画面５０を，操作
パネル４０に表示させる（Ｓ１０１）。このときユーザ制限テーブル３４２を参照し，ロ
グインユーザの利用不可の機能については，利用不可であることを明示してもよい。
【００７１】
　Ｓ１０１の後，ＣＰＵ３１は，機能の選択を受け付けたか否かを判断する（Ｓ１１１）
。機能の選択を受け付けていない場合（Ｓ１１１：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，ショートカッ
トボタン５３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１１２）。ショートカットボタン５３が
押下されていない場合（Ｓ１１２：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，ログアウト指示が入力された
か否かを判断する（Ｓ１１３）。ログアウト指示も入力されていない場合（Ｓ１１３：Ｎ
Ｏ），Ｓ１１１に戻り，ＣＰＵ３１は，各種の入力を待つ。なお，ＣＰＵ３１が待つ入力
には，機能一覧部５１での機能の選択，ショートカットボタン５３の押下，ログアウト指
示の入力の他にもあるが，説明を省略する。
【００７２】
　機能の選択を受け付けた場合（Ｓ１１１：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，選択された機能が
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スキャンか否かを判断する（Ｓ１２１）。スキャンが選択されていない場合（Ｓ１２１：
ＮＯ），ＣＰＵ３１は，選択されたスキャン以外の機能に対応する画面を操作パネル４０
に表示させる指示を出力する（Ｓ１２２）。スキャン以外の機能に対応する画面を表示さ
せる指示が出力されると，ＣＰＵ３１は，当該画面を操作パネル４０に表示させる処理の
実行を開始する。具体的にＳ１２２では，コピーやＦＡＸが選択された場合も，図６に示
した画面設定が行われているか否かに応じて，それぞれ利用可否の判断および判断結果に
応じた画面の表示を行う。すなわち，スキャンと同様の画面遷移となる。スキャン以外の
機能が選択された場合については説明を省略する。Ｓ１２２の後，操作パネル４０の画面
が，機能選択画面５０からスキャン以外の機能に対応する画面に切り換えられる。そのた
め，機能選択処理を終了する。
【００７３】
　スキャンが選択された場合（Ｓ１２１：ＹＥＳ），図９に移行し，ＣＰＵ３１は，画面
設定の設定が有るか否かを判断する（Ｓ２０１）。画面設定の設定が無い場合（Ｓ２０１
：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，保存態様選択画面６０を，操作パネル４０に表示させる指示を
出力する（Ｓ２３１）。保存態様選択画面６０を表示させる指示が出力されると，ＣＰＵ
３１は，保存態様選択画面６０を操作パネル４０に表示させる処理の実行を開始する。保
存態様選択画面６０を操作パネル４０に表示させる処理の詳細については省略する。
【００７４】
　画面設定の設定が有る場合（Ｓ２０１：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，当該画面設定をＮＶ
ＲＡＭ３４から読み出して取得する（Ｓ２０２）。さらに，ユーザ制限テーブル３４２を
参照してログインユーザの制限情報を取得する（Ｓ２０３）。Ｓ２０２とＳ２０３とは逆
順であってもよい。
【００７５】
　その後，ＣＰＵ３１は，画面設定にて設定されている画面に対応する保存態様をログイ
ンユーザが利用可能か否かを判断する（Ｓ２１１）。ログインユーザが利用可能であれば
（Ｓ２１１：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，画面設定にて設定されている保存態様の詳細設定
を表示する画面を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（Ｓ２１２）。保存態様
の詳細設定を表示する画面，例えばＵＳＢ保存画面７０を表示させる指示が出力されると
，ＣＰＵ３１は，当該画面を操作パネル４０に表示させる処理の実行を開始する。保存態
様の詳細設定を表示する画面を操作パネル４０に表示させる処理の詳細については省略す
る。
【００７６】
　ログインユーザが利用可能でなければ（Ｓ２１１：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，画面設定に
設定されている画面に対応する保存態様以外の保存態様の利用が可能であるか否か，すな
わち代替可能な保存態様が有るか否かを判断する（Ｓ２２１）。代替可能な保存態様が有
る場合（Ｓ２２１：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，画面設定で選択されている画面よりも図４
に示した画面遷移の上で上位階層であって，ホーム画面である機能選択画面５０よりも下
位階層である，保存態様選択画面６０を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（
Ｓ２３１）。この場合，保存態様選択画面６０には，画面設定に設定されている保存態様
が利用不可であることを明示させる。
【００７７】
　なお，画面設定に設定されている画面に対応する保存態様の利用が不可で（Ｓ２１１：
ＮＯ），かつ代替可能な保存態様が有る（Ｓ２２１：ＹＥＳ）とする条件を満たして，保
存態様選択画面６０を表示させる場合，画面設定を無しに変更してもよい。さらに，上記
条件を満たしたことで保存態様選択画面６０を表示させた場合，保存態様の選択を受け付
けることで，選択された保存態様に対応する画面を画面設定に設定してもよい。あるいは
，保存態様の選択を受け付けることで表示された画面において実行指示を受け付けること
で，選択された保存態様に対応する画面を画面設定に設定してもよい。
【００７８】
　代替可能な保存態様が無い場合（Ｓ２２１：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，画面設定に設定さ
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れている画面に対応する保存態様の利用が制限されている旨のエラーを報知する（Ｓ２２
２）。報知方法は，操作パネル４０のタッチパネルにメッセージを表示させてもよいし，
音声ガイダンスを流してもよい。
【００７９】
　Ｓ２２２の後は，図８のＳ１１１に戻り，ＣＰＵ３１は，各種の入力を待つ。すなわち
，操作パネル４０の画面を切り換えず，各種の入力を待つ。なお，画面設定画面９０を表
示し，画面設定の変更を受け付けてもよい。一方，Ｓ２１２の後，あるいはＳ２３１の後
では，操作パネル４０の画面が，機能選択画面５０から他の画面に切り換えられる。その
ため，機能選択処理を終了する。
【００８０】
　一方，ショートカットボタン５３が押下された場合（Ｓ１１２：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１
は，ショートカット選択画面８０を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（Ｓ１
３１）。ショートカット選択画面８０を表示させる指示が出力されると，ＣＰＵ３１は，
ショートカット選択画面８０を操作パネル４０に表示させる処理の実行を開始する。Ｓ１
３１の後，操作パネル４０の画面が，機能選択画面５０からショートカット選択画面８０
に切り換えられる。そのため，機能選択処理を終了する。なお，ショートカット選択画面
８０にて所定のショートカットが選択された場合も，図５に示したようにそれぞれ利用可
否の判断および判断結果に応じた画面の表示を行う。
【００８１】
　また，ログアウト指示が入力された場合（Ｓ１１３：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，ログア
ウトを行う（Ｓ１４１）。さらに，ＣＰＵ３１は，ログインのための情報およびログイン
指示の入力を受け付けるログイン画面を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（
Ｓ１４２）。ログイン画面を表示させる指示が出力されると，ＣＰＵ３１は，ログイン画
面を操作パネル４０に表示させる処理の実行を開始する。ログイン画面を操作パネル４０
に表示させる処理の詳細については省略する。Ｓ１４２の後，操作パネル４０の画面が，
機能選択画面５０からログイン画面に切り換えられる。そのため，機能選択処理を終了す
る。
【００８２】
　　［ＭＦＰのショートカット選択処理］
　続いて，前述したＭＦＰ１００の操作パネル４０の画面遷移を実現するショートカット
選択処理について，図１０のフローチャートを参照しつつ説明する。ショートカット選択
処理は，機能選択画面５０のショートカットボタン５３が押下された等，図５（ｂ）で示
したようなショートカット選択画面８０を表示する条件を満たしたことを契機に，ＣＰＵ
３１によって実行される。
【００８３】
　ショートカット選択処理では，ＣＰＵ３１は先ず，ショートカット選択画面８０を，操
作パネル４０に表示させる（Ｓ３０１）。なお，ショートカット選択画面８０に表示され
るショートカット情報に，画面設定の設定内容は含まれない。
【００８４】
　Ｓ３０１の後，ＣＰＵ３１は，ショートカット情報の選択を受け付けたか否かを判断す
る（Ｓ３０２）。ショートカット情報の選択を受け付けていない場合（Ｓ３０２：ＮＯ）
，ＣＰＵ３１は，機能選択ボタン８２が押下されたか否かを判断する（Ｓ３０３）。機能
選択ボタン８２が押下されていない場合（Ｓ３０３：ＮＯ），Ｓ３０２に戻り，ＣＰＵ３
１は，各種の入力を待つ。なお，ＣＰＵ３１が待つ入力には，ショートカット一覧部８１
でのショートカット情報の選択，機能選択ボタン８２の押下の他，例えば，詳細ボタン８
３の押下も含まれるが，説明を省略する。
【００８５】
　ショートカット情報の選択を受け付けた場合（Ｓ３０２：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，選
択されたショートカット情報をＮＶＲＡＭ３４から読み出して取得する（Ｓ３１１）。さ
らに，ユーザ制限テーブル３４２を参照してログインユーザの制限情報を取得する（Ｓ３
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１２）。Ｓ３１１とＳ３１２とは逆順であってもよい。
【００８６】
　その後，ＣＰＵ３１は，読み出されたショートカット情報にて記憶されている機能等の
設定内容をログインユーザが利用可能か否かを判断する（Ｓ３１３）。ログインユーザが
利用可能であれば（Ｓ３１３：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，ショートカット情報にて記憶さ
れている機能等の設定内容を表示する画面を，操作パネル４０に表示させる指示を出力す
る（Ｓ３１４）。Ｓ３１４の後，操作パネル４０の画面が，ショートカット選択画面８０
からショートカット情報にて記憶されている機能等の設定内容を表示する画面に切り換え
られる。そのため，ショートカット選択処理を終了する。
【００８７】
　ログインユーザが利用可能でなければ（Ｓ３１３：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，ショートカ
ット情報に記憶されている機能等の設定内容以外に利用可能な設定である代替設定が有る
か否かを判断する（Ｓ３２１）。代替設定が有る場合（Ｓ３２１：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１
は，代替設定の選択を受け付ける代替選択画面７２０を操作パネル４０に表示させ，機能
等の変更を受け付ける（Ｓ３２２）。
【００８８】
　Ｓ３２２の後，ＣＰＵ３１は，機能等の変更を受け付けたか否かを判断する（Ｓ３２３
）。機能等の変更を受け付けた場合（Ｓ３２３：ＹＥＳ），すなわち，代替選択画面７２
０にて，変更しない以外の選択肢が選択された場合，ＣＰＵ３１は，Ｓ３０２にて受け付
けたショートカット情報の内容を，変更後の機能等の設定に従って書き換える（Ｓ３２４
）。そして，ＣＰＵ３１は，変更後のショートカット情報にて記憶されている設定内容を
表示する画面を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（Ｓ３２５）。Ｓ３２５の
後，操作パネル４０の画面が，ショートカット選択画面８０から変更後のショートカット
情報にて記憶されている設定内容を表示する画面に切り換えられる。そのため，ショート
カット選択処理を終了する。
【００８９】
　機能等を変更しないことを受け付けた場合（Ｓ３２３：ＮＯ），あるいは代替設定が無
い場合（Ｓ３２１：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，ショートカット情報に記憶されている機能等
の利用が制限されている旨のエラーを報知する（Ｓ３３１）。Ｓ３３１の後，Ｓ３０２に
戻り，ＣＰＵ３１は，各種の入力を待つ。すなわち，操作パネル４０の画面を切り換えず
，各種の入力を待つ。なお，Ｓ３３１の後，Ｓ３０２に戻らず，Ｓ３４１に移行して，機
能選択画面５０を，操作パネル４０に表示させる指示を出力してもよい。すなわち，ショ
ートカット選択画面８０に移行する前のホーム画面を表示させてもよい。
【００９０】
　一方，機能選択ボタン８２が押下された場合（Ｓ３０３：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，機
能選択画面５０を，操作パネル４０に表示させる指示を出力する（Ｓ３４１）。機能選択
画面５０を表示させる指示が出力されると，ＣＰＵ３１は，前述した機能選択処理の実行
を開始する。Ｓ３４１の後，操作パネル４０の画面が，ショートカット選択画面８０から
機能選択画面５０に切り換えられる。そのため，ショートカット選択処理を終了する。
【００９１】
　以上詳細に説明したようにＭＦＰ１００は，例えば，ＵＳＢ保存の利用が制限されてい
るにもかかわらず，スキャンの画面設定にＵＳＢ保存が設定され，機能選択画面５０にて
スキャンが選択された場合，すなわちＵＳＢ保存を特定する情報が記憶されたショートカ
ット情報が読み出された場合，ＵＳＢ保存を代替する選択肢であって利用可能な他の保存
態様が有れば，保存態様選択画面６０を表示する。この場合，機能選択画面５０からスキ
ャンを選択する操作は必要無い。そのため，機能選択画面５０を表示する場合，すなわち
ショートカット情報を無効にして選択操作を１からやり直させる場合と比較して，ユーザ
の手間を軽減できる。つまり，ＭＦＰ１００は，画面設定に設定された画面に対応する機
能や，ショートカットに設定された機能ないし設定項目が制限されている場合，初期画面
であるホーム画面を表示せず，ホーム画面からその設定された内容を表示する画面である
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目的画面までに行き着くまでの，上位階層の画面を表示する。そのため，画面を操作する
回数が減り，ユーザにとって都合がよい。
【００９２】
　また，ＭＦＰ１００は，ショートカット情報に記憶される設定内容が利用不可であった
際，ショートカット情報に記憶される設定内容の代わりとなる代替設定が有る場合に，そ
の代替設定への変更可否の入力を受け付ける。そして，変更許可が入力された場合には，
代替設定に応じた画面を表示する。これにより，始めから代替設定を選択する場合と比較
して，ユーザの手間を軽減できる。
【００９３】
　なお，本実施の形態は単なる例示にすぎず，本発明を何ら限定するものではない。した
がって本発明は当然に，その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良，変形が可能である。
例えば，実施の形態ではＭＦＰに本発明を適用しているが，画像処理を行い，画像データ
を出力する機能を有するものであればよく，例えば，プリンタ，スキャナ，ＦＡＸ装置，
コピー機，であってもよい。
【００９４】
　また，実施の形態では，ＭＦＰ１００にユーザＩＤとパスワードとを入力し，ユーザ認
証を行うことでＭＦＰ１００がユーザを特定しているが，ユーザＩＤのみを入力し，ユー
ザ認証を行わずにＭＦＰ１００がユーザを特定してもよい。
【００９５】
　また，実施の形態では，ユーザ制限テーブル３４２に，ユーザ個々の利用可否を記憶し
ているが，例えば，複数のユーザをグループとして登録し，グループ単位で利用可否を記
憶してもよい。
【００９６】
　また，実施の形態の機能選択画面５０，保存態様選択画面６０，ショートカット選択画
面８０では，一旦仮選択を行った後，選択を受け付けているが，仮選択を行わず，１回の
タッチによって選択を受け付ける構成であってもよい。
【００９７】
　また，実施の形態では，画面設定の受け付けを，操作パネル４０にあるボタンの押下に
よって受け付けているが，機能選択画面５０等のホーム画面に選択されている画面に画面
設定を受け付けるためのボタンを表示し，当該ボタンの押下によって画面設定を受け付け
てもよい。あるいは当該ボタンの押下によって表示される画面から，画面設定を受け付け
てもよい。
【００９８】
　また，実施の形態では，画面設定が無い場合，機能選択画面５０にてスキャンが選択さ
れると，保存態様選択画面６０が表示されるが，他の設定画面を経て保存態様選択画面６
０を表示してもよい。すなわち，機能選択画面５０が，画面設定が無い画面遷移の上で，
保存態様選択画面６０よりも先に表示される画面であればよい。同様に，実施の形態では
，保存態様選択画面６０にてＵＳＢ保存が選択されると，ＵＳＢ保存画面７０が表示され
るが，他の設定画面を経てＵＳＢ保存画面７０を表示してもよい。すなわち，保存態様選
択画面６０が，画面設定が無い画面遷移の上で，ＵＳＢ保存画面７０よりも先に表示され
る画面であればよい。
【００９９】
　また，実施の形態では，ＭＦＰ１００の操作パネル４０に表示される画面の表示制御に
本発明を適用しているが，例えばＰＣに組み込まれたドライバプログラムが表示する画面
の制御に本発明を適用してもよい。すなわち，ＰＣにてＭＦＰ１００を制御する際の，Ｐ
Ｃのディスプレイに表示される画面の制御に本発明を適用してもよい。
【０１００】
　ＰＣ等の情報処理装置に本発明を適用する場合，機能選択画面５０等の各画面は情報処
理装置のディスプレイに表示され，ショートカット情報は情報処理装置のメモリに記憶さ
れる。また，ユーザを特定する情報は，情報処理装置にログインしたログインユーザの情
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報であり，情報処理装置は，ログインユーザの制限情報を，ＰＣのメモリに記憶していて
もよいし，ＭＦＰ１００から取得してもよいし，ＭＦＰ１００を管理するプリンタサーバ
から取得してもよい。そして，情報処理装置に組み込まれたドライバプログラムによって
，機能選択処理およびショートカット選択処理が実行される。
【０１０１】
　また，実施の形態に開示されている処理は，単一のＣＰＵ，複数のＣＰＵ，ＡＳＩＣな
どのハードウェア，またはそれらの組み合わせで実行されてもよい。また，実施の形態に
開示されている処理は，その処理を実行するためのプログラムを記録した記録媒体，また
は方法等の種々の態様で実現することができる。
【符号の説明】
【０１０２】
３４　　　ＮＶＲＡＭ
４０　　　操作パネル
５０　　　機能選択画面
６０　　　保存態様選択画面
７０　　　ＵＳＢ保存画面
８０　　　ショートカット選択画面
９０　　　画面設定画面
１００　　ＭＦＰ
３４１　　ユーザ登録テーブル
３４２　　ユーザ制限テーブル
７２０　　代替選択画面

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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