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(57)【要約】
【課題】サービス処理を選択するための選択部に、サー
ビス処理が選択された場合に設定可能な設定値を表示す
る、表示制御装置及びプログラムを提供する。
【解決手段】第１選択部には利用者が設定した機能を利
用者に認識させられるアイコン画像を表示させ、第２選
択部を前記第１選択部とは異なる領域に表示させ、第１
選択部と第２選択部とを表示手段の同一画面に表示させ
、第２画面には前記サービス処理に関する機能のうち第
２選択部に表示されているアイコン画像に対応する機能
についての設定値が設定可能な画面を表示させ、第１画
面には、第２画面とは異なる画面を表示させるよう制御
する表示制御手段と、第１または第２選択部が選択され
た後に、当該スタートボタンが選択された場合、当該サ
ービス処理についての、当該選択部に表示されたアイコ
ン画像の機能での処理を実行する実行手段と、を備える
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者がサービス処理に関する機能を設定可能なサービス処理を選択するための第１選
択部であり、当該第１選択部には利用者が設定した機能を利用者に認識させられるアイコ
ン画像を表示させ、
　前記サービス処理と同一のサービス処理を選択するための第２選択部を前記第１選択部
とは異なる領域に表示させ、
　前記第２選択部には利用者が設定した機能を表すアイコン画像であり、当該機能を利用
者に認識させられるアイコン画像を表示させ、
　前記第１選択部と前記第２選択部とを表示手段の同一画面に表示させ、
　前記第１選択部を選択した場合に表示させる第１画面と、前記第２選択部を選択した場
合に表示させる第２画面とは、どちらも前記サービス処理についての画面であり、前記第
２画面には前記サービス処理に関する機能のうち前記第２選択部に表示されているアイコ
ン画像に対応する機能についての設定値が設定可能な画面を表示させ、前記第１画面には
、前記第２画面とは異なる画面を表示させるよう制御する表示制御手段と、
　処理を実行するスタートボタンと、を備え、
　前記第１または第２選択部が選択された後に、当該スタートボタンが選択された場合、
当該サービス処理についての、当該選択部に表示されたアイコン画像の機能での処理を実
行する実行手段と、
　を備える画像処理装置。
【請求項２】
　利用者がサービス処理に関する機能を設定可能なサービス処理を選択するための第１選
択部であり、当該第１選択部には利用者が設定した機能を利用者に認識させられるアイコ
ン画像を表示させ、
　前記サービス処理と同一のサービス処理を選択するための第２選択部を前記第１選択部
とは異なる領域に表示させ、
　前記第２選択部には利用者が設定した機能を表すアイコン画像であり、当該機能を利用
者に認識させられるアイコン画像を表示させ、
　前記第１選択部と前記第２選択部とを表示手段の同一画面に表示させ、
　前記第１選択部を選択した場合に表示させる第１画面と、前記第２選択部を選択した場
合に表示させる第２画面とは、どちらも前記サービス処理についての画面であり、前記第
２画面には前記サービス処理に関する機能のうち前記第２選択部に表示されているアイコ
ン画像に対応する機能についての設定値が設定可能な画面を表示させ、前記第１画面には
、前記第２画面とは異なる画面を表示させるよう制御する制御処理と、
　前記第１または第２選択部が選択された後に、処理を実行するスタートボタンが選択さ
れた場合、当該サービス処理についての、当該選択部に表示されたアイコン画像の機能で
の処理を実行する実行処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複写機能、ファクシミリ機能、印刷機能などを備えた画像形成装置の
操作・設定を行う操作部であって、一般的な操作・設定メニューを表示する通常表示画面
と、特定の操作・設定メニューのみを拡大表示する簡易表示画面との切替表示が可能な表
示手段を備え、前記表示手段における、前記通常表示画面と前記簡易表示画面との切替の
際に、切替前の表示画面に設定されていた各種情報はすべて解除されることを特徴とする
画像形成装置の操作部が記載されている。
【０００３】
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　特許文献２には、画像形成装置の動作条件項目を表示するとともに、利用者からの操作
により動作条件の設定を受け付ける操作表示ユニットであって、前記動作条件項目を表示
する表示手段と、所定の動作条件項目を表示する基本画面と、当該基本画面に表示されて
いる所定の動作条件項目よりも少ない数の動作条件項目を表示する簡単画面とを切り換え
て、前記表示手段に表示可能な表示制御手段と、を有することを特徴とする操作表示ユニ
ットが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９１３２８号公報
【特許文献２】特許２００７－１８１９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、サービス処理を選択するための選択部に、サービス処理が選択された場合に
設定可能な設定値を表示する、画像処理装置及びプログラム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】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本開示の第１の態様の画像処理装置は、利用者がサービス
処理に関する機能を設定可能なサービス処理を選択するための第１選択部であり、当該第
１選択部には利用者が設定した機能を利用者に認識させられるアイコン画像を表示させ、
前記サービス処理と同一のサービス処理を選択するための第２選択部を前記第１選択部と
は異なる領域に表示させ、前記第２選択部には利用者が設定した機能を表すアイコン画像
であり、当該機能を利用者に認識させられるアイコン画像を表示させ、前記第１選択部と
前記第２選択部とを表示手段の同一画面に表示させ、前記第１選択部を選択した場合に表
示させる第１画面と、前記第２選択部を選択した場合に表示させる第２画面とは、どちら
も前記サービス処理についての画面であり、前記第２画面には前記サービス処理に関する
機能のうち前記第２選択部に表示されているアイコン画像に対応する機能についての設定
値が設定可能な画面を表示させ、前記第１画面には、前記第２画面とは異なる画面を表示
させるよう制御する表示制御手段と、処理を実行するスタートボタンと、を備え、前記第
１または第２選択部が選択された後に、当該スタートボタンが選択された場合、当該サー
ビス処理についての、当該選択部に表示されたアイコン画像の機能での処理を実行する実
行手段と、を備える。
【０００７】
　一方、上記目的を達成するために、本開示の第２の態様のプログラムは、利用者がサー
ビス処理に関する機能を設定可能なサービス処理を選択するための第１選択部であり、当
該第１選択部には利用者が設定した機能を利用者に認識させられるアイコン画像を表示さ
せ、前記サービス処理と同一のサービス処理を選択するための第２選択部を前記第１選択
部とは異なる領域に表示させ、前記第２選択部には利用者が設定した機能を表すアイコン
画像であり、当該機能を利用者に認識させられるアイコン画像を表示させ、前記第１選択
部と前記第２選択部とを表示手段の同一画面に表示させ、前記第１選択部を選択した場合
に表示させる第１画面と、前記第２選択部を選択した場合に表示させる第２画面とは、ど
ちらも前記サービス処理についての画面であり、前記第２画面には前記サービス処理に関
する機能のうち前記第２選択部に表示されているアイコン画像に対応する機能についての
設定値が設定可能な画面を表示させ、前記第１画面には、前記第２画面とは異なる画面を
表示させるよう制御する制御処理と、前記第１または第２選択部が選択された後に、処理
を実行するスタートボタンが選択された場合、当該サービス処理についての、当該選択部
に表示されたアイコン画像の機能での処理を実行する実行処理と、をコンピュータに実行
させるためのものである。



(4) JP 2019-146267 A 2019.8.29

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【０００８】
　本開示の第１の態様及び第２の態様によれば、サービス処理を選択するための選択部に
、サービス処理が選択された場合に設定可能な設定値を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施の形態に係る画像処理装置の一例の概略構成を示す概略構成図である。
【図２】本実施の形態に係る表示操作部の具体的一例を説明するための平面図である。
【図３】本実施の形態に係る表示制御装置で実行される表示制御処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図４】本実施の形態に係るメニュー画面の具体的一例を説明するための説明図である。
【図５】本実施の形態に係る簡易コピー選択ボタンの具体的一例を説明するための説明図
である。
【図６】本実施の形態に係る通常コピー選択ボタンの具体的一例を説明するための説明図
である。
【図７】本実施の形態に係るコピーサービスにおける通常表示画面の具体的一例を説明す
るための説明図である。
【図８】本実施の形態に係るコピーサービスにおける簡易表示画面の具体的一例を説明す
るための説明図である。
【図９】本実施の形態に係るファクスサービスにおける通常表示画面の具体的一例を説明
するための説明図である。
【図１０】本実施の形態に係るファックスサービスにおける簡易表示画面の具体的一例を
説明するための説明図である。
【図１１】本実施の形態に係る簡易コピー選択ボタンがオン状態になっていることを場合
の具体的一例を説明するための説明図である。
【図１２】本実施の形態に係るアイコンの表示位置のその他の例を具体的に説明するため
の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。ここでは、具体的
一例として、コピーサービス処理機能、ファックスサービス処理機能、及びスキャナサー
ビス処理機能を有する複合機である、画像処理装置について詳細に説明する。
【００１１】
　図１に、本実施の形態の画像処理装置の一例の概略構成図を示す。
【００１２】
　本実施の形態の画像処理装置１は、表示制御装置１０と、画像形成部１２と、外部通信
部１４と、を備えて構成されている。
【００１３】
　画像形成部１２は、用紙上に形成された画像の読取りや、用紙上に画像を形成する等の
画像処理を行う、いわゆる、スキャナ機能、及びコピー機能を有するものである。また、
外部通信部１４は、画像処理を行い、画像データを外部との間で有線や無線、ネットワー
ク等を介して送受信する、いわゆる、ファックス機能を有するものである。
【００１４】
　本実施の形態の表示制御装置１０は、表示操作部３０における各種画面（画像）の表示
（詳細後述）を制御する機能を有するものであり、制御部２０、ＬＣＤドライバ２２、パ
ネルドライバ２４、記憶部２６、及び表示操作部３０を備えて構成されている。なお、こ
こでは、表示制御装置１０が表示操作部３０を備えた構成としているがこれに限らず、表
示制御装置１０の外部（画像処理装置１内）に備えるようにしてもよい。
【００１５】
　制御部２０は、表示制御装置１０全体の制御等を行うものであり、ＣＰＵ３２、ＲＯＭ
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３４、及びＲＡＭ３６を有して構成されている。ＲＯＭ３４には、詳細を後述する表示制
御処理のプログラム３５が格納されており、本実施の形態では、当該プログラム３５がＣ
ＰＵ３２により実行されることにより、詳細を後述する表示制御処理が行われる。なお、
本実施の形態では、プログラム３５は、予め格納されている構成としているがこれに限ら
ず、プログラム３５をＣＤ－ＲＯＭやリムーバブルディスク等の記録媒体等に記憶してお
き記録媒体からＲＯＭ３４等にインストールするようにしてもよいし、インターネット等
の通信回線を介して外部装置からＲＯＭ３４等にインストールするようにしてもよい。Ｒ
ＡＭ３６は、ＣＰＵ３２でプログラム３５を実行する際の作業用の領域を確保するもので
ある。
【００１６】
　また、本実施の形態の制御部２０は、ボタン４２のうちのスタートボタン（図２参照）
が押し下げられた場合に、現在の設定値で各サービスを実行する用に画像形成部１２また
は外部通信部１４に指示する。
【００１７】
　本実施の形態の表示操作部３０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ：液晶ディスプレイ）３８、タッチパネル４０、及びボタン４２を含んで構成され
ている。表示操作部３０の具体的一例を図２に示す。なお、本実施の形態の表示操作部３
０は図示を省略した画像処理装置１の本体の上面等、利用者が見易く、かつ操作し易い部
分に備えられている。
【００１８】
　図２に示すように、本実施の形態の表示操作部３０は、中央部分にＬＣＤ３８及びタッ
チパネル４０機能を有する、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄膜
トランジスタ）等により成る、操作パネルが設けられている。当該操作パネルの周囲には
、テンキー５０、スタートボタン５２、リセットボタン５４、クリアボタン５６、及びメ
ニューボタン５８等のボタン４２が設けられている。テンキー５０は、コピー等の部数の
設定等、利用者が数字を設定するために用いられるものであり、スタートボタン５２は、
各サービスの実行を開始させるために用いられるものであり、リセットボタン５４、及び
クリアボタン５６は、各機能（詳細後述）の設定値をリセット、またはクリアするために
用いられるものであり、メニューボタン５８は、操作パネル（ＬＣＤ３８）にメニュー画
面（詳細後述）を表示させるために用いられるものである。
【００１９】
　ＬＣＤドライバ２２は、ＬＣＤ３８を駆動する機能を有するものである。また、パネル
ドライバ２４は、タッチパネル４０、及びボタン４２を駆動する（タッチパネル４０、及
びボタン４２が押されたことを感知する）機能を有するものである。
【００２０】
　記憶部２６は、各機能の設定値等を記憶するものである。具体的例としては、メモリや
ハードディスク等が挙げられる。
【００２１】
　画像形成部１２、外部通信部１４、制御部２０、ＬＣＤドライバ２２、パネルドライバ
２４、及び記憶部２６は、ネットワークやＬＡＮ回線等の通信回線１６により各種データ
等が授受されるように接続されている。
【００２２】
　次に、本実施の形態の表示制御装置１０における、表示操作部３０の表示制御処理動作
について説明する。図３は、表示制御装置１０で実行される表示制御処理の一例を示すフ
ローチャートである。なお、ここでは、説明を簡略化するため、サービス処理（以下、サ
ービスという）としてコピーサービスを利用者が選択する場合について、詳細に説明する
。また、コピーサービスには、通常コピーサービス（以下、通常コピーという）と、簡易
コピーサービス（以下、簡易コピーという）と、２つの処理がある。通常コピーは、複数
の機能（倍率選択、用紙選択、わく消し等、詳細後述）を有しており、コピーにおける詳
細な機能（項目）の設定を利用者が行えるサービスである。一方、簡易コピーは、通常コ
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ピーが有する機能の一部（詳細後述）を有しており、限られた機能の設定を利用者が行え
るサービスである。なお、一般に簡易コピーは、利用者がよく使用する機能を有している
。本実施の形態では、このように、上述の通常コピーのように、サービスにおける利用者
が設定可能な全ての機能の設定が可能なサービスを通常サービスという。また、上述の簡
易コピーのように、サービスに関する利用者が設定可能な機能の一部の設定が可能なサー
ビスを簡易サービスという。
【００２３】
　ＬＣＤ３８にメニュー画面が表示された状態において、図３に示した本処理が実行され
る。本実施の形態におけるメニュー画面の具体的一例を図４に示す。本実施の形態のメニ
ュー画面は、通常コピー選択ボタン６０、簡易コピー選択ボタン６１、通常ファックス選
択ボタン６２、簡易ファックス選択ボタン６３、通常スキャナ選択ボタン６４、簡易スキ
ャナ選択ボタン６５、及びメッセージ表示欄６６を含んで構成されている。
【００２４】
　利用者により何もサービスが選択されていない場合は、メッセージ表示欄６６には、図
４に示すように、使用するサービスを選択するように促すメッセージが表示されている。
　　　
【００２５】
　通常コピー選択ボタン６０、簡易コピー選択ボタン６１、通常ファックス選択ボタン６
２、簡易ファックス選択ボタン６３、通常スキャナ選択ボタン６４、及び簡易スキャナ選
択ボタン６５は、各サービスを利用者が選択するためのボタンであり、本実施の形態では
、タッチパネル４０であるため、各選択ボタンはＬＣＤ３８に表示された各画像であり、
利用者は、利用したいサービスの画像をタッチする（ボタンが押し下げられたものとみな
される）ことにより、各サービスを選択する。
【００２６】
　本実施の形態では、簡易コピー選択ボタン６１には、サービスの名称と、簡易コピーサ
ービスが有する、利用者によって設定可能な全ての機能を表す各機能毎の画像（アイコン
）７０、７２、７４、７６、７８、８０、８２、８４と、が表示されている。本実施の形
態における簡易コピー選択ボタン６１の詳細図を図５に示す。本実施の形態では、簡易コ
ピーは、基本機能として、倍率選択機能、用紙選択機能、コピー濃度選択機能、及びコピ
ー部数選択機能を有しており、その他の機能として、カラーモード選択機能、両面／片面
選択機能、２枚の用紙上の画像をまとめて１枚に印刷する（以下、まとめて１枚という）
機能、及び用紙の左上１ヵ所をホチキス止めする（以下、ホチキス左上１ヵ所という）機
能を有している。簡易コピー選択ボタン６１には、これら各機能に対応するアイコンが表
示されている。なお、本実施の形態では、各機能に対応するアイコンには、それぞれの機
能の設定値（パラメータ）や設定値が反映された機能が表示されている。なお、本実施の
形態では、利用者によって設定可能な全ての機能を表すアイコン（アイコン７０、７２、
７４、７６、７８、８０、８２、８４）を簡易コピー選択ボタン６１に表示されている場
合について説明しているがこれに限らず、利用者によって設定可能な全ての機能のうちの
いくつか（例えば、利用者がアイコンを簡易コピー選択ボタン６１に表示させるように設
定した機能）が表示されるように構成してもよい。
【００２７】
　倍率選択アイコン７０は、倍率選択機能を有していることを示しており、図５では、倍
率１００％が設定されていることを示している。カラーモード選択アイコン７２は、カラ
ーモード選択機能を有していることを示しており、図５では、カラーコピーが設定されて
いることを示している。ホチキス選択アイコン７４は、ホチキス左上１ヵ所機能を有して
いることを示しており、図５では、用紙の左上１ヵ所にホチキス止めするように設定され
ていることを示している。なお、ホチキス止めを行わない場合は、アイコンの画像上に「
×」が表示されていたり、他のアイコンと色が異なる（例えば、薄い等）ように表示され
る。用紙選択アイコン７６は、用紙選択機能を有していることを示しており、図５では、
用紙収納部１（本実施の形態では画像処理装置１が複数の用紙収納部を備えているものと
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する）に収納されている用紙が設定されていることを示している。両面／片面選択アイコ
ン７８は、両面／片面選択機能を有していることを示しており、図５では、片面→両面が
設定されていることを示している。コピー濃度選択アイコン８０は、コピー濃度選択機能
を有していることを示しており、図５では、普通（中間）の濃度が設定されていることを
示している。まとめて１枚選択アイコン８２は、まとめて１枚機能を有していることを示
しており、図５では、２枚の用紙上の画像を１枚の用紙にコピーするように設定されてい
ることを示している。コピー部数選択アイコン８４は、コピー部数選択機能を有している
ことを示しており、図５では、コピー部数として１部が設定されていることを示している
。
【００２８】
　また、本実施の形態では、通常コピー選択ボタン６０には、通常サービスが有している
機能のうち、簡易コピーサービスが有していない機能が各機能毎に表示されている。本実
施の形では、通常サービスが有している機能のうち、簡易コピーサービスが有していない
機能が複数有るため、このような機能のうち、利用者がよく使用する機能を通常コピー選
択ボタン６０上に表示させるものとしている。具体的には、このような機能のうち、通常
コピーの選択時に表示される通常表示画面（詳細後述）の基本画面に表示される機能、及
び利用者や画像処理装置１の管理者等により指定された機能が通常コピー選択ボタン６０
上に表示されている。
【００２９】
　本実施の形態における通常コピー選択ボタン６０の詳細図を図６に示す。なお、通常コ
ピーが有する機能については詳細を後述する。図６に示すように、通常コピー選択ボタン
６０には、サービスの名称と、わく消し機能を有していること示す、わく消し選択アイコ
ン９０、製本機能を有していることを示す、製本選択アイコン９２、及びコピー位置／と
じしろ機能を有していることを示すコピー位置／とじしろ選択アイコン９４と、が表示さ
れている。なお、各機能に対応するアイコンには、当該機能を有していることを示すのみ
ならず、簡易コピー選択ボタン６１に表示される各機能のアイコンと同様に、それぞれの
機能の設定値（パラメータ）が表示されていてもよい。
【００３０】
　図５、図６に示したように、メニュー画面に表示されている通常コピー選択ボタン６０
には、簡易コピーには無い機能がアイコンにより表示されていると共に、簡易コピー選択
ボタン６１には、簡易コピーが有する全機能がアイコンにより表示されている。これによ
りコピーサービスを利用する利用者は、簡易コピー選択ボタン６１に表示されている機能
のみで充分であれば、簡易コピーを簡易コピー選択ボタン６１により選択すればよいし、
簡易コピー選択ボタン６１に表示されていない機能を利用したい場合は、通常コピーを通
常コピー選択ボタン６０により選択すればよい。
【００３１】
　利用者が、メニュー画面においてサービスを選択すると、図３に示した表示制御処理が
実行される。ステップ１０００では、コピーサービスが選択されたか否かを判断する。選
択された場合（通常コピー選択ボタン６０または、簡易コピー選択ボタン６１が押し下げ
られた場合）は、肯定されてステップ１００４へ進む。ステップ１００４では、簡易コピ
ーが選択されたか否か判断する。通常コピーが選択された場合（通常コピー選択ボタン６
０が押し下げられた場合）は、否定されてステップ１００６へ進み、通常コピーの機能を
表示する通常表示画面をＬＣＤ３８に表示した後、ステップ１０１０へ進む。
【００３２】
　本実施の形態の通常表示画面の具体的一例を図７に示す。なお、図７は、通常表示画面
のうち基本画面（通常コピーの選択時に表示される第１ページ目の画面）１００を示して
いる。図７に示すように、本実施の形態の通常表示画面の基本画面１００では、画面の左
半分側には、基本機能に対応する、倍率選択ボタン１０２、用紙選択ボタン１０４、が表
示される。また、画面の右半分側には、応用機能に対応する、カラーモード選択ボタン１
０６、両面／片面選択ボタン１０８、わく消し設定ボタン１１０、コピー位置／とじしろ
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設定ボタン１１２、まとめて１枚設定ボタン１１４、及びコピー濃度設定ボタン１１６が
表示される。なお、基本画面１００に表示する選択ボタン等は、図７に示した具体例に限
定されず、例えば基本機能のみを表示してもよいし、応用機能を表示する領域を異なる図
７に示した具体例とは異なる場所、大きさ等にしてもよい。
【００３３】
　図７に示した基本画面１００に表示されている機能のうち、わく消し機能及び、コピー
位置／とじしろ設定機能が、簡易コピーには無い機能であるため、本実施の形態では、図
６に示したように、メニュー画面の通常コピー選択ボタン６０上に、わく消し選択アイコ
ン９０、及びコピー位置／とじしろ選択アイコン９４が表示される。なお、通常コピー選
択ボタン６０上に表示される製本選択アイコン９２は、基本画面１００中には表示されて
いない機能であるが、通常選択画面の他のページの画面（例えば、出力形式の画面）を表
示させることにより、当該機能の設定画面が表示される。
【００３４】
　利用者は、通常表示画面を参照し、タッチパネル４０やボタン４２により機能を選択し
たり、設定値を設定したり等して、さららにスタートボタン５２を押し下げることにより
、コピーを指示する。これにより、画像形成部１２により設定値に応じたコピーが行われ
る。
【００３５】
　一方、ステップ１００４で簡易コピーが選択されたと判断した場合は、肯定されてステ
ップ１００８へ進み、簡易表示画面をＬＣＤ３８に表示した後、ステップ１０１０へ進む
。
【００３６】
　本実施の形態の簡易表示画面の具体的一例を図８に示す。簡易表示画面では、簡易コピ
ーが有する全機能を設定するためのボタンが表示される。具体的に本実施の形態では、図
８に示すように、用紙選択ボタン１２０、倍率選択ボタン１２２、コピー濃度設定ボタン
１２４、両面／片面選択ボタン１２６、まとめて１枚選択ボタン１２８、カラーモード選
択ボタン１３０、及びホチキス左上１ヵ所選択ボタン１３２が表示される。
【００３７】
　利用者は、簡易表示画面を参照し、タッチパネル４０やボタン４２により機能を選択し
たり、設定値を設定したり等して、さららにスタートボタン５２を押し下げることにより
、コピーを指示する。これにより、画像形成部１２により設定値に応じたコピーが行われ
る。
【００３８】
　次のステップ１０１０では、メニュー画面を表示するよう指示されたか否か判断する。
本実施の形態では、メニューボタン５８が押し下げられた場合や、画像形成部１２や外部
通信部１４による画像処理の終了後から所定時間経過した場合等は、肯定されてステップ
１０１２へ進む、一方、その他の場合では、否定されて待機状態になる。
【００３９】
　ステップ１０１２では、各機能の設定値が変更されたか否かを判断する。設定値が変更
されていない場合は、否定されてステップ１０１６へ進む。一方、設定値が変更された場
合は、肯定されてステップ１０１４へ進む。ステップ１０１４では、簡易コピー選択ボタ
ン６１上に表示する各機能のアイコンに表示させる設定値を変更された設定値に変更した
後、ステップ１０１６へ進み、ＬＣＤ３８にメニュー画面を表示させた後、本処理を終了
する。これにより、新たにメニュー画面の簡易コピー選択ボタン６１には、現在の各機能
の設定値が各機能を示すアイコンにより表示された状態になるため、利用者には、現在の
設定状態が一目でわかるようになる。
【００４０】
　なお、ここでは、上述のようにコピーサービスが選択された場合について詳細に説明し
たがコピーサービス以外が選択された場合は、本処理のステップ１０００において否定さ
れて、ステップ１００２へ進み、他のサービスにおける処理として、上述のステップ１０
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０４～ステップ１０１４に対応する各サービス毎の同様の処理を行う。例えば、ファック
スサービスが選択された場合において、ファックスサービスの機能全てを有する通常ファ
ックスが選択されると、通常表示画面が表示される。また、ファックスサービスの機能の
うち、基本機能である宛先設定機能、送信画質選択機能、原稿の画質設定機能、及び両面
原稿送り機能を有する簡易ファックスが選択されると、簡易表示画面が表示される。本実
施の形態のファックスサービスにおける通常表示画面の具体的一例を図９に、簡易表示画
面の具体的一例を図１０に示す。
【００４１】
　なお、本実施の形態では、通常ファックス及び簡易ファックスが上述した機能を有する
ため、メニュー画面（図４）の通常ファックス選択ボタン６２上には、簡易ファックスに
無い機能である、リダイヤル機能を示すリダイヤルアイコン１５０、送信濃度を選択する
機能を示す送信濃度選択アイコン１５２、及び宛先表を表示させて宛先を選択する機能を
示す宛先選択アイコン１５４が表示される。また、メニュー画面（図４）の簡易ファック
ス選択ボタン６３上には、簡易ファックスが有する全機能を示すアイコンとして、送信画
質選択アイコン１５６、原稿の画質設定アイコン１５８、及び両面原稿送りアイコン１６
０が表示される。ここでファックスサービスの場合、一般に、宛先はファックスを送信す
る度に設定する機能であるため、メニュー画面には表示させていない。
【００４２】
　さらに、通常表示画面及び簡易表示画面において設定値が変更されれば、変更された設
定値がメニュー画面のアイコンの画像に反映されるように、上記と同様の処理を行う。
【００４３】
　また、説明を省略するが、スキャナサービスが選択された場合についても同様の処理が
行われる。
【００４４】
　なお、ここでは、メニュー画面において簡易コピー選択ボタン６１が選択されるとすぐ
に、簡易表示画面（図８）が表示される場合について説明したがこれに限らない。例えば
、初期状態（メニュー画面が表示される一般的な状態）において、常に簡易コピー選択ボ
タン６１が選択されている（オン）状態であるように、利用者や画像処理装置１の管理者
等により設定しておいてもよい。この場合、図１１に示すように、簡易コピーサービスが
選択されていることを示すように、簡易コピー選択ボタン６１の表示状態（色等）が他と
異なるように表示する。この場合、スタートボタン５２が押し下げられると、簡易コピー
選択ボタン６１上の各機能のアイコンに表示された設定値で、コピーが行われる。ここで
コピー部数を変更したい場合は、テンキー５０により部数を入力すればよい。また、アイ
コンに表示されている設定値と異ならせたい場合は、簡易コピー選択ボタン６１をさらに
利用者が選択する（タッチする）ことにより、簡易表示画面（図８参照）が表示されるよ
うにしてもよい。また例えば、コピーサービスと同様に、ファックスサービスにおいて簡
易ファックス選択ボタン６３をオン状態にしておいて、宛先のみを設定し、スタートボタ
ン５２が押し下げられるとアイコンに表示された設定値で、ファックスが行われるように
してもよい。またさらに、スキャナサービスにおいて同様にしてもよい。なお、初期状態
では、簡易コピーサービス、簡易ファックスサービス、及び簡易スキャナサービスのいず
れがオン状態であってもよいが、利用者がよく使用するサービスがオン状態になっている
ことが好ましい。当該設定は、利用者または、画像処理装置１の管理者等により設定でき
るようにすればよい。このようにすることにより、利用者は、アイコンに表示された設定
値で各サービスを実行させたい場合は、スタートボタン５２を押し下げるのみで、サービ
スを実行させられる。従って、簡易表示画面を表示させる等の手間も生じず、簡単に適切
なサービスが利用者に提供される。
【００４５】
　また、本実施の形態では、メニュー画面の簡易コピー選択ボタン６１、簡易ファックス
選択ボタン６３、及び簡易スキャナ選択ボタン６５にそれぞれ表示される各機能を示すア
イコンには、各機能に現在設定されている設定値が反映されるようにしているが、各設定
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値は、上述の他、利用者、または画像処理装置１の管理者等により変更することができる
。例えば、画像処理装置１の仕様等により予め定められた固定値としてもよい。また、前
回、各サービスが利用された場合の設定値であってもよい。このようにすることにより、
前回と同じ条件で各サービスが利用者に提供されるため、簡単に適切なサービスが利用者
に提供される。また、記憶部２６に記憶されている各機能の設定値の履歴を参照し、最も
多く使用された（設定された）設定値であってもよい。なお、記憶部２６に記憶されてい
る各機能の設定値の履歴を参照する場合は、利用者、または画像処理装置１の管理者等に
より、履歴が適宜クリアされるようにしてもよい。このようにすることにより、最も良く
使用される条件各サービスが利用者に提供されるため、簡単に適切なサービスが利用者に
提供される。
【００４６】
　また、上述では、各機能を示すアイコンは、当該機能を表す画像、または当該機能の設
定が反映された画像としているが、これらのみならず各サービスを表す画像を伴った画像
としてもよい。
【００４７】
　また、上述では、メニュー画面の通常コピー選択ボタン６０、通常ファックス選択ボタ
ン６２、及び通常スキャナ選択ボタン６４には、それぞれ簡易コピー、簡易ファックス、
及び簡易スキャナに無い機能を表示させる場合について説明したがこれに限らず、例えば
それぞれ簡易コピー、簡易ファックス、及び簡易スキャナが有する機能等や、利用者が設
定した機能等を示すアイコンを表示させてもよい。この場合は、それぞれ簡易コピー、簡
易ファックス、及び簡易スキャナが有していない機能を示すアイコンは、例えば、色を変
える等して他と区別できるように表示することが好ましい。
【００４８】
　また、本実施の形態では、上述した各機能を示すアイコンを、それぞれメニュー画面の
通常コピー選択ボタン６０、通常ファックス選択ボタン６２、及び通常スキャナ選択ボタ
ン６４上に表示させる形態について詳細に説明したがアイコンの表示位置はこれに限らず
、ボタンの周辺や近傍等、対応するボタンに関連性がある位置（利用者により何れのボタ
ンとアイコンとが対応しているのか認識される位置）であれば、特に限定されない。この
ような表示の具体的一例を、メニュー画面の通常コピー選択ボタン６０に関連性がある位
置にアイコン９０、９２、９４を表示させた場合について図１２に示す。
【００４９】
　また、本実施の形態では、各機能を示すアイコンを表示させる形態について詳細に説明
したが当該アイコンに限らず、利用者に各機能を認識させられる画像であれば、特に限定
されない。例えば、アイコンのように固定された静止画像ではなく、予め定められた時間
毎に画像が切り替わるアニメーションのような動画像であってもよい。このような動画像
の一例としては、コピーサービスの場合では、設定可能な機能の結果の形態を複数並べて
、又は切り替えて表示し、さらに得られる結果物が表された画像（設定可能な複数の当該
機能が反映された画像）を表示する動画、サービスが処理される経過を示したアニメーシ
ョン等が挙げられる。
【００５０】
　以上説明したように、本実施の形態では、コピーサービス、ファックスサービス、及び
スキャナサービスを提供すると共に、それぞれ各サービス毎に、通常サービスを提供する
機能と、通常サービスが有する機能のうち利用者がよく使用する機能等の一部の機能のみ
を有する簡易サービスを提供する機能と、を有する画像処理装置１において、メニュー画
面では、通常コピー選択ボタン６０、簡易コピー選択ボタン６１、通常ファックス選択ボ
タン６２、簡易ファックス選択ボタン６３、通常スキャナ選択ボタン６４、及び簡易スキ
ャナ選択ボタン６５を表示する。また、通常コピー選択ボタン６０上には、通常コピーが
有する機能で、簡易コピーに無い機能を示すアイコン９０、９２、９４を表示する。同様
に、通常ファックス選択ボタン６２上には、簡易ファックスに無い機能を示すアイコン１
５０、１５２、１５４を表示し、通常スキャナ選択ボタン６４上には、簡易スキャナに無
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い機能を示すアイコン１７０、１７２を表示する。さらに、簡易コピー選択ボタン６１上
には、簡易コピーが有する全機能を示すと共に、各機能の設定値が反映されたアイコン７
０、７２、７４、７６、７８、８０、８２、８４を表示する。同様に、簡易ファックス選
択ボタン６３上には、簡易ファックスが有する全機能を示すと共に、各機能の設定値が反
映されたアイコン１５６、１５８、１６０を表示し、簡易スキャナ選択ボタン６５上には
、簡易スキャナが有する全機能を示すと共に、各機能の設定値が反映されたアイコン１７
４、１７６、１７８を表示する。
【００５１】
　このように、本実施の形態では、メニュー画面に表示される簡易コピー選択ボタン６１
上、簡易ファックス選択ボタン６３上、及び簡易スキャナ選択ボタン６５上に各サービス
が有する全機能がアイコンで表示されているため、利用者に対して、各簡易サービスが有
する機能がわかりやすく提示される。これにより、各簡易サービスが有していない機能に
ついても利用者に対して、わかりやすく提示される。従って、利用者は、簡易サービスま
たは通常サービスの選択が行いやすくなる。
【００５２】
　また、本実施の形態では、簡易コピー選択ボタン６１上、簡易ファックス選択ボタン６
３上、及び簡易スキャナ選択ボタン６５上に表示されるアイコンは、各機能の設定が反映
された画像であるため、各機能の現在の設定値が利用者に対して、わかりやすく提示され
る。
【００５３】
　また、本実施の形態では、メニュー画面に表示される通常コピー選択ボタン６０上、通
常ファックス選択ボタン６２上、及び通常スキャナ選択ボタン６４上に各簡易サービスで
は有していない機能がアイコンで表示されているため、利用者に対して、各簡易サービス
が有していない機能がわかりやすく提示される。従って、利用者は、簡易サービスまたは
通常サービスの選択が行いやすくなる。
【００５４】
　また、本実施の形態では、具体的に説明するためにコピーサービス、ファックスサービ
ス、及びスキャナサービスについて適用する構成について説明したがこれに限らない。ま
た、このような画像処理に関するサービス処理に限らず、その他のサービス処理であって
もよい。例えば、メール送信サービス処理、画像編集処理、及び検索処理等、適用するサ
ービスの種類は特に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５５】
１　画像処理装置
１０　表示制御装置
１２　画像形成部
１４　外部通信部
２０　制御部
３０　表示操作部
３５　プログラム
６０　通常コピー選択ボタン
６１　簡易コピー選択ボタン
６２　通常ファックス選択ボタン
６３　簡易ファックス選択ボタン
６４　通常スキャナ選択ボタン
６５　簡易スキャナ選択ボタン
７０、７２、７４、７６、７８、８０、８２、８４、９０、９２、９４、１５０、１５２
、１５４、１５６、１５８、１６０、１７０、１７２、１７４、１７６、１７８　アイコ
ン
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