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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と通信可能に接続され、表示部を備える画像処理装置であって、
　当該画像処理装置の使用が許可される使用許可ユーザに係わるユーザ情報と前記使用許
可ユーザ用のカスタマイズ画面を表示するためのカスタマイズ画面表示情報とを対応付け
て記憶するユーザ情報記憶部と、
　前記情報処理装置で起動されるアプリケーションソフトに係わるアプリケーション情報
と、前記アプリケーションソフトに関連した当該画像処理装置の機能の実行のための操作
画面であるアプリ関連画面を表示するためのアプリ関連画面表示情報とを対応付けて記憶
するアプリ関連画面表示情報記憶部と、を備え、
　前記情報処理装置にログインしたログインユーザに係るユーザ情報を当該情報処理装置
から取得し、
　前記取得したユーザ情報に基づき、前記ログインユーザが前記使用許可ユーザかを認証
し、
　前記ログインユーザが認証されたときに、前記取得したユーザ情報に対応付けられたカ
スタマイズ画面表示情報に基づいて、前記ログインユーザ用のカスタマイズ画面を前記表
示部に表示し、
　前記情報処理装置上で起動中のアプリケーションソフトに係るアプリケーション情報を
当該情報処理装置から取得し、
　該取得したアプリケーション情報と対応づけられたアプリ関連画面表示情報に基づき、
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前記起動中のアプリケーションソフトに関連した前記アプリ関連画面を前記表示部に表示
することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記アプリ関連画面は、前記アプリケーションソフトに関連した当該画像処理装置の機
能の動作の実行指示を受け付ける操作キーを表示する操作画面であることを特徴とする請
求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記操作キーの表示処理及び／または前記操作キーが押下されたときの処理の実行に必
要なアプリ関連画面補助情報を前記情報処理装置から取得することを特徴とする請求項２
に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記アプリケーションソフトが遠隔会議ソフトであり、前記アプリ関連画面補助情報が
会議相手に関する情報であることを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記アプリケーション情報は、アプリケーションソフト名情報を含むことを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記アプリ関連画面表示情報記憶部は、所定の組み合わせの前記アプリケーション情報
と、前記所定の組み合わせの前記アプリケーションソフトに応じた前記アプリ関連画面を
表示するための前記アプリ関連画面表示情報とを対応付けて記憶し、
　前記所定の組み合わせのアプリケーション情報を前記情報処理装置から取得した場合に
、該取得した所定の組み合わせのアプリケーション情報と対応付けられた前記アプリ関連
画面表示情報に基づき、前記組み合わせに応じた前記アプリ関連画面を前記表示部に表示
することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、特に、ユーザ毎にカスタマイズされた画面を表示する画像処
理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像処理装置として、プリンタ機能以外にコピー機能、スキャナ機能、等を備え
た複合機（ＭＦＰ：Multifunctional Peripheral）が用いられている。一般的に、複合機
においては、１台の複合機を複数の者が利用することが多い。すなわち、１台の複合機を
共有機として使用することが多い。この複合機を利用する各個人（各ユーザ）の操作のし
やすさや操作の癖等を考慮すれば、各ユーザに適した状態の操作画面をユーザに対して表
示することが求められる。
　そこで、アイデアとして、個人情報に基づいて登録が確認されたユーザ毎にカスタマイ
ズした操作画面（カスタマイズ画面）を、複合機のオペレーションパネルに表示すること
が考えられる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ユーザ識別情報を読み取ってユーザ認証を行うユーザ認証手
段を備え、ユーザ識別情報に基づいて、予め登録されている当該ユーザのカスタマイズ画
面の画像データを含むカスタマイズ情報を読み出して、当該ユーザのカスタマイズ画面を
表示部に表示する画像処理装置が開示されている。特許文献１の画像処理装置では、上記
の構成でユーザ認証後に当該ユーザのカスタマイズ画面を表示させることにより、画像処
理装置の操作性を向上させている。
【特許文献１】特開２００７－５５０９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかし、特許文献１の画像処理装置等における、ユーザのカスタマイズ画面を表示する
機能は、ユーザが何らかの方法で当該画像処理装置に入力したユーザ識別情報に基づくも
のである。つまり、従来の画像処理装置においては、ユーザのカスタマイズ画面を表示す
るのに画像処理装置に対する操作を必要としており、操作が煩雑になっていた。
【０００５】
　また、画像処理装置は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の情報処理装置と連動して
動作するように構成されることが多い。特にこの場合、情報処理装置を用いて作業してい
たユーザが、画像処理装置及び当該画像処理装置のカスタマイズ画面を介して、その作業
に必要な資料等を用意するとき、従来の画像処理装置においては、ユーザが画像処理装置
に対してユーザ識別情報を入力する必要があるため、操作が煩雑になり作業に時間を要し
ていた。
【０００６】
　本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、自機に対する入力操作が
なくても、カスタマイズ画面を表示することができる画像処理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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の技術手段は、情報処理装置と通信可能に接
続され、表示部を備える画像処理装置であって、当該画像処理装置の使用が許可される使
用許可ユーザに係わるユーザ情報と前記使用許可ユーザ用のカスタマイズ画面を表示する
ためのカスタマイズ画面表示情報とを対応付けて記憶するユーザ情報記憶部と、前記情報
処理装置で起動されるアプリケーションソフトに係わるアプリケーション情報と、前記ア
プリケーションソフトに関連した当該画像処理装置の機能の実行のための操作画面である
アプリ関連画面を表示するためのアプリ関連画面表示情報とを対応付けて記憶するアプリ
関連画面表示情報記憶部と、を備え、前記情報処理装置にログインしたログインユーザに
係るユーザ情報を当該情報処理装置から取得し、前記取得したユーザ情報に基づき、前記
ログインユーザが前記使用許可ユーザかを認証し、前記ログインユーザが認証されたとき
に、前記取得したユーザ情報に対応付けられたカスタマイズ画面表示情報に基づいて、前
記ログインユーザ用のカスタマイズ画面を前記表示部に表示し、前記情報処理装置上で起
動中のアプリケーションソフトに係るアプリケーション情報を当該情報処理装置から取得
し、該取得したアプリケーション情報と対応づけられたアプリ関連画面表示情報に基づき
、前記起動中のアプリケーションソフトに関連した前記アプリ関連画面を前記表示部に表
示することを特徴としたものである。
【０００８】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記アプリ関連画面が、前記アプリケー
ションソフトに関連した当該画像処理装置の機能の動作の実行指示を受け付ける操作キー
を表示する操作画面であることを特徴としたものである。
【０００９】
　第３の技術手段は、第２の技術手段において、前記操作キーの表示処理及び／または前
記操作キーが押下されたときの処理の実行に必要なアプリ関連画面補助情報を前記情報処
理装置から取得することを特徴としたものである。
【００１０】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、前記アプリケーションソフトが遠隔会議
ソフトであり、前記アプリ関連画面補助情報が会議相手に関する情報であることを特徴と
したものである。
【００１６】
　第５の技術手段は、第１乃至第４のいずれか１の技術手段において、前記アプリケーシ
ョン情報は、アプリケーションソフト名情報を含むことを特徴としたものである。
【００１７】
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　第６の技術手段は、第１乃至第５のいずれか１の技術手段において、前記アプリ関連画
面表示情報記憶部が、所定の組み合わせの前記アプリケーション情報と、前記所定の組み
合わせの前記アプリケーションソフトに応じた前記アプリ関連画面を表示するための前記
アプリ関連画面表示情報とを対応付けて記憶し、前記所定の組み合わせのアプリケーショ
ン情報を前記情報処理装置から取得した場合に、該取得した所定の組み合わせのアプリケ
ーション情報と対応付けられた前記アプリ関連画面表示情報に基づき、前記組み合わせに
応じた前記アプリ関連画面を前記表示部に表示することを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、画像処理装置と連動して動作する情報処理装置に入力されたユーザ情
報を取得し、取得したユーザ情報に基づき、ユーザのカスタマイズ画面を表示するので、
ユーザの画像処理装置に対する入力操作がなくても画像処理装置の表示部にユーザのカス
タマイズ画面を自動的に表示でき、ユーザが画像処理装置に対して入力操作をする負担を
軽減できる。
　また、情報処理装置で起動中のアプリケーションソフトに応じた操作画面を画像処理装
置の表示部に表示することで、画像処理装置における操作表示部（操作パネル）のボタン
操作のステップ数を削減でき、ユーザの操作負荷を軽減できると共に、ユーザの入力補助
を画像処理装置で可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の画像処理装置は複合機に好適に適用され、この複合機は図１に示す画像処理シ
ステムに好適に適用される。図１は、本発明の画像処理装置が適用される複合機の構成例
を説明するためのブロック図である。図中、１は画像処理装置であり、画像処理装置１は
、スキャナ部１０、印字部１１、ＦＡＸモデム１２、時計回路１３、操作表示部１４、Ｒ
ＡＭ１５、ＩＣカード入力部１６、制御部１７、データ保存領域部１８、インタフェース
部１９を備えている。以下、本発明の画像処理装置１を複合機に適用した例について説明
する。
【００２１】
　図１に示す複合機（以下、ＭＦＰという）１は、複写機、プリンタ装置、ファクシミリ
装置、スキャナ装置の機能を備えたものとして構成され、ネットワークＮ１を介して、Ｐ
Ｃ等の情報処理装置２及び外部認証サーバ３と、通信可能に接続される。
【００２２】
　ＭＦＰ１が備える制御部１７は、演算を行うＣＰＵや、演算に伴う一時的な情報を記憶
するＲＡＭ等からなる。この制御部１７には、ＭＦＰ１を制御するための制御プログラム
を記憶しているＲＯＭが含まれる。
　また、制御部１７には、記録用紙に記録された画像（原稿）を読み取って画像データを
生成するスキャナ部１０が接続される。このスキャナ部１０には、原稿画像を画像データ
として取り込むためのＣＣＤ（Charge Coupled Device（電荷結合素子））と、原稿台や
自動原稿送り装置（ＡＤＦ：Automatic Document Feeder）などにセットされた原稿を検
知する原稿検知センサ等が設けられる。
【００２３】
　また、制御部１７には、記録用紙上に画像データを形成する画像形成部として機能する
印字部１１が接続される。この印字部１１は、ＲＡＭ１５に一時的に記憶された画像デー
タから画像を形成して記録用紙に記録する。ＭＦＰ１は、スキャナ部１０で生成した画像
データをＲＡＭ１５に一旦記憶させた後、印字部１１で画像を形成することができる。こ
のようにして、ＭＦＰ１は複写機として機能する。
【００２４】
　また、図１において、制御部１７には、ファクシミリ通信を行うＦＡＸモデム１２が接
続されており、このＦＡＸモデム１２は公衆回線網（不図示）に接続される。ＭＦＰ１は
、スキャナ部１０が生成した画像データを、ＦＡＸモデム１２に接続された公衆回線網を
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介して他のファクシミリ装置へファクシミリ通信にて送信することができる。またＭＦＰ
１は、公衆回線網を介して他のファクシミリ装置から送信された画像データをＦＡＸモデ
ム１２で受信し、受信した画像データから印字部１１で画像を形成することができる。こ
のようにして、ＭＦＰ１はファクシミリ装置として機能する。
【００２５】
　また、制御部１７には、ＭＦＰ１が外部との間で情報を送受信するためのインタフェー
ス部（送受信手段）１９が接続されている。インタフェース部（以下、Ｉ／Ｆ部）１９は
、社内ＬＡＮ等のネットワークＮ１に接続可能であり、ネットワークＮ１には、ＭＦＰ１
と連動して動作する１または複数の情報処理装置２、ユーザ認証を行うためのサーバコン
ピュータである外部認証サーバ３が接続される。ＭＦＰ１が単独で動作している通常の状
態では、Ｉ／Ｆ部１９はネットワークＮ１に接続されており、ネットワークＮ１を介して
情報処理装置２との間で情報を交換する。なお、ネットワークＮ１は、さらにインターネ
ットに接続され、外部ＰＣやインターネットファクシミリ等と通信することができる。
【００２６】
　ＭＦＰ１と通信可能に接続される情報処理装置２は、例えば、装置全体の制御を行うＣ
ＰＵ、半導体メモリであるＲＡＭ，ＲＯＭ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive（ハードディスク
ドライブ））等の記憶装置、入力装置、表示装置、通信装置、出力装置、及びシステムバ
スなどを有する汎用のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）からなる。また、情報処理装置（
以下、ＰＣという）２は、インタフェース部２１、入力部２２、表示部２３及び制御部２
４を備える。制御部２４は、上述のＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭからなり、また、入力部２２
及び表示部２３が接続される。処理の途中経過や処理結果は、ＬＣＤ等の表示装置からな
る表示部２３を通じてユーザ等に提示され、各処理において、ユーザは、キーボード，マ
ウス（ポインティングデバイス）等の入力装置からなる入力部２２から必要な情報等を入
力指定する。また、ＰＣ２は、各種通信ネットワークに接続するためのネットワークイン
タフェースからなるインタフェース部２１に接続されており、これにより、ＭＦＰ１と通
信可能に接続することができる。
【００２７】
　このＰＣ２を使用する場合、まずユーザはその電源をＯＮしＰＣ２を起動し、ＰＣ２に
ログインするために入力部２２を介してユーザ名やパスワード等のユーザに係るユーザ情
報を入力する。ユーザ情報は、入力装置としてＩＣカード入力部を備えるようにＰＣ２を
構成し、ユーザ情報が書き込まれたＩＣカードを当該ＩＣカード入力部で読み込むことに
より、入力されるようにしてもよい。
【００２８】
　このユーザ情報に基づき、ログインを許可するか否かが判断される。ログイン許可の判
断は、例えば、ＰＣ２がログインを許可するユーザのユーザ情報が記載されているテーブ
ル（ログインテーブル）を記憶し、ＰＣ２に入力されたユーザ情報（入力ユーザ情報）が
ログインテーブルに記載されているか否かに基づき行われる。また、外部認証サーバ３が
ログインテーブルを記憶し、ＰＣ２が入力ユーザ情報を外部認証サーバ３に送信し、外部
認証サーバ３が受信した入力ユーザ情報がログインテーブルに記載されているか否かを判
断し判断結果をＰＣ２に送信するようにし、ＰＣ２がその判断結果に基づき、ログイン許
可の判断を行うようにしてもよい。ログインが許可されると、すなわち、ユーザがＰＣ２
にログインすると、ユーザはＰＣ２を使用可能となる。
【００２９】
　ＰＣ２にログインするために用いられた入力ユーザ情報は、ＭＦＰ１におけるユーザ認
証にも用いられる。そのため、入力ユーザ情報は、入力したユーザのログインを許可した
後にＭＦＰ１からユーザ情報取得（送信）要求があると、ＰＣ２からＭＦＰ１に送信され
る。なお、ＰＣ２からＭＦＰ１へのユーザ情報の送信は、ＭＦＰ１が起動したことを示す
ＭＦＰ起動信号を受信したときに行ってもよいし、ユーザのログイン許可時に行ってもよ
い。
【００３０】
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　ＭＦＰ１の説明に戻る。
　上述のようなＰＣ２に対して、ＭＦＰ１は、スキャナ部１０が生成した画像データをＩ
／Ｆ部１９から送信することができる。このようにして、ＭＦＰ１はスキャナ装置として
機能する。また、ＭＦＰ１は、ＰＣ２から送信された画像データをＩ／Ｆ部１９で受信し
、受信した画像データから印字部１１で画像を形成することができる。このようにして、
ＭＦＰ１はプリンタ装置として機能する。
【００３１】
　また、制御部１７には、印刷枚数などを部門ごとにカウントするためのＩＣカードを入
力するＩＣカード入力部１６と、日時を計時する時計回路１３と、が接続されている。制
御部１７は、時計回路１３が計時した時間等を参照しながら、ＭＦＰ１の動作を統括的に
制御する。
【００３２】
　さらに、制御部１７には、スキャナ部１０により取得された画像データなどを記憶する
、ハードディスク（ＨＤＤ：Hard Disk Drive）などのデータ保存領域部（以下、記憶部
）１８が接続されている。また、記憶部１８は、図１に示すように、アプリ関連画面表示
情報保存領域部（以下、アプリ関連画面表示情報記憶部）１８ａとユーザ情報保存領域部
（以下、ユーザ情報記憶部）１８ｂとを有する。アプリ関連画面表示情報記憶部１８ａは
、ＭＦＰ１とＰＣ２それぞれの表示部に表示される表示画面を連動させる表示画面連動機
能に関するものであり、その詳細については後述する。
【００３３】
　ユーザ情報記憶部１８ｂは、ＭＦＰ１の使用が許可されるユーザを認証するためのユー
ザ認証情報を記憶する。ユーザ認証情報をユーザ認証情報テーブルに記載し、このユーザ
認証情報テーブルをユーザ情報記憶部１８ｂが保持することが好適である。このユーザ認
証情報テーブルの詳細については後述する。ユーザ認証に用いられるユーザ認証情報は、
例えば、後述の操作表示部１４の入力部を介してユーザ等が予めＭＦＰ１に設定登録して
おく。
　なお、記憶部１８には、操作画面（カスタマイズ画面）を表示するための表示データも
記憶されている。
【００３４】
　また、制御部１７には、使用者からの操作を受け付ける操作表示部１４が接続されてい
る。操作表示部１４は、使用者の操作により制御命令などの情報が入力されるタッチパネ
ル又はテンキー等の入力部と、操作画面や操作のために必要な情報を表示する液晶パネル
等の表示部とからなっている。また、操作表示部１４の入力部に対しては、機能指示操作
の他にユーザ情報設定やカスタマイズ画面設定を行うことができる。
【００３５】
　制御部１７は、このように上記各部に接続されており、また、表示制御部１７ａ、メー
ル送受信部１７ｂ、ＰＣ状態判定部１７ｃ、ログインユーザ判定部１７ｄ、起動アプリケ
ーション情報取得部１７ｅを有する。なお、起動アプリケーション情報取得部１７ｅは、
表示画面連動機能に関するものであり、その詳細については後述する。
　表示制御部１７ａは、操作表示部１４の表示部の表示を制御するものであり、メール送
受信部１７ｂは、他装置との間でメールを送受信するためのものである。
【００３６】
　ＰＣ状態判定部１７ｃは、ＰＣ２の状態を判定するものであり、ＰＣ２が起動したこと
を判定し、また、ＰＣ２からユーザがログアウトをしたことを判定する。
　ＰＣ起動状態判定部１７ｃは、例えば、ＰＣ２が起動したことを示す起動確認信号をＰ
Ｃ２から受信したときに、ＰＣ２が起動したと判定する。ＰＣ２からの起動確認信号の送
信は、ＰＣ２が起動したか否かをＭＦＰ１がＰＣ２に問い合わせたときにＰＣ２が起動し
ていた場合に行われる。なお、この起動確認信号の送信はＰＣ２の起動時に行われてもよ
い。
【００３７】
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　また、ＰＣ状態判定部１７ｃは、例えば、ＰＣ２からユーザがログアウトしたことを示
すログアウト信号を受信したときに、ＰＣ２からユーザがログアウトしたと判定する。Ｐ
Ｃ２からのログアウト信号の送信は、ＰＣ２からユーザがログアウトしたか否かをＭＦＰ
１がＰＣ２に問い合わせたときにログアウトしていた場合に行われる。なお、ＰＣ２に対
してユーザがログアウト操作を行った時に、ログアウト信号を送信してもよい。
【００３８】
　ログインユーザ判定部１７ｄは、ＰＣ２にログインしたユーザ（ＰＣログインユーザ）
について、ＭＦＰ１に対する認証（ユーザ認証）を行うものであり、ＰＣログインユーザ
に係るユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報に基づき、ＰＣログインユーザがＭＦＰ
１の使用を許可されるユーザ（ＭＦＰ使用許可ユーザ）であるかを判断し、ＭＦＰ使用許
可ユーザを判定する。ログインユーザ判定部１７ｄは、ＰＣログインユーザの入力ユーザ
情報であるユーザ名やパスワード等を、Ｉ／Ｆ部１９を介して受信し、受信した入力ユー
ザ情報（受信ユーザ情報）とユーザ情報記憶部１８ｂに記憶されているユーザ認証情報と
に基づき、ユーザ認証を行う。
【００３９】
　ＭＦＰ１でのユーザ認証は、ＭＦＰ１内のユーザ情報記憶部１８ｂに記憶されているユ
ーザ認証情報を参照して行う上記の内部認証ではなく、ネットワークを介して接続される
外部認証サーバ３を用いる外部認証により行うこともできる。外部認証により行うユーザ
認証（ユーザ外部認証）の際は、例えば、まず、ユーザ情報記憶部１８ｂに記憶されてい
るものと同様のユーザ認証情報を記憶している外部認証サーバ３にＭＦＰ１が受信ユーザ
情報（ユーザ名及びパスワード）を送信する。外部認証サーバ３は、ＭＦＰ１から受信し
た受信ユーザ情報と上記ユーザ認証情報とに基づきユーザ認証を行い、認証成功または認
証失敗の旨をＭＦＰ１に返信する。
【００４０】
　ＭＦＰ１においてユーザ認証をどちらの認証モードで行うかは、予めＭＦＰ１に設定し
ておいてもよい。また、ユーザがＰＣ２にログインするときに外部認証サーバを用いたロ
グインの許可の判断を希望した場合等はＭＦＰ１におけるユーザ認証を外部認証で行うこ
とをユーザが希望しているものとし外部認証を行ってもよく、その場合、ユーザ情報とし
て、ユーザ名やパスワードの他に、外部認証モードが選択されている旨が、ＰＣ２からＭ
ＦＰ１に送信される。
【００４１】
　ＰＣ２に対してログインするときとＭＦＰ１においてユーザ認証させるときとで、同一
のユーザに対して異なるユーザ情報が設定されることがある（例えば、あるユーザに対す
るログインテーブル中のユーザ情報と、そのユーザに対するユーザ認証情報テーブル中の
ユーザ情報とが異なることがある）。その場合に備え、ＰＣ２へのログインに使用された
ユーザ情報を、ＭＦＰ１でのユーザ認証用のユーザ情報に変換するユーザ情報変換部をＭ
ＦＰ１が備えるようにしてもよい。また、ＰＣ２が同様のユーザ情報変換部を備えるよう
に構成して、変換したユーザ情報をＭＦＰ１に送信するようにしてもよい。
【００４２】
内部認証または外部認証でのユーザ認証の結果、認証が成功した場合（ＰＣログインユー
ザがＭＦＰ使用許可者であった場合）、ＭＦＰ１は認証されたユーザのカスタマイズ画面
を操作表示部１４の表示部に表示する。
　ＭＦＰ１の表示部に表示されるカスタマイズ画面は、例えば、ユーザ認証が成功したと
きに最初に表示部に表示されるＴＯＰ画面（ＴＯＰページ）であり、その一例を図２に示
す。
【００４３】
　ＭＦＰ１においては、例えば、コピー機能を用いた「コピー」操作、スキャナ機能を用
いた「イメージ送信」操作や「ファイリング」操作が可能であり、それぞれの操作に対応
した操作画面を表示することができる。図２には、「コピー」操作用の操作画面を表示す
るようにユーザによりカスタマイズされたカスタマイズ画面（ＴＯＰページ）１００が示
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されており、また、カスタマイズ画面１００には、「カラーモード」や「コピー濃度」な
どの各種設定キー１０１が表示されている。
【００４４】
　上述のように、操作画面を表示するための表示データは、例えば、記憶部１８に記憶さ
れている。また、上記表示データに基づいて上述のようなカスタマイズ画面を表示するた
めのカスタマイズ画面表示情報もユーザ毎に記憶部１８に記憶される。例えば、ユーザ情
報が記載されているユーザ認証情報テーブルにカスタマイズ画面表示情報をＭＦＰ使用許
可ユーザ毎に記載しておくとよい。ユーザ認証情報テーブルについては後述する。
　このようにカスタマイズ画面表示のための情報・データを記憶するＭＦＰ１において、
カスタマイズ画面の表示は、ユーザ認証後に、記憶部１８を参照し、受信ユーザ情報に該
当するユーザのカスタマイズ画面表示情報と表示データに基づき、カスタマイズ画面を生
成することにより行われる。
【００４５】
　なお、カスタマイズ画面のカスタマイズ（設定変更）は、ユーザ（ＭＦＰ使用許可者）
が操作表示部１４等を介して行うことが可能であり、例えば、図２の「コピー」操作用の
操作画面１００に代えて「イメージ送信」操作用の操作画面をＴＯＰ画面として表示する
ようにしたり、あるキー（例えば、図２の設定キー１０１）を非表示にしたりすることが
できる。カスタマイズ画面の設定変更をした場合は、記憶部に記憶されている、対応する
カスタマイズ画面表示情報が変更されるようになっている。
【００４６】
　ユーザ認証後に認証されたユーザのカスタマイズ画面を上述のように表示するＭＦＰ１
では、ＰＣログインユーザがＰＣ２からログアウトしたことを確認した場合は、連動して
ＭＦＰ１におけるユーザ認証を解除する。つまり、ＭＦＰ１をログアウトの状態にする。
このとき、ＭＦＰ１はカスタマイズ画面の表示も解除し、代わりに所定の画面を表示する
。なお、所定の画面とは、ＭＦＰ使用許可者であるか否かを問わず、全てのユーザに表示
され得る操作画面のことをいい、例えば、いわゆる初期画面である。
　図３に、ＭＦＰの表示部に表示される初期画面の一例を示す。図３の初期画面２００に
は、ログイン名等が入力される入力欄２０１が表示されている。
【００４７】
　ここで、ユーザ認証情報テーブルについて説明する。
　図４は、ユーザ認証情報テーブルの構成例を示している。ユーザ認証情報テーブル１０
００には、例えば、ＭＦＰ使用許可ユーザのユーザ名，パスワード等のユーザ情報やユー
ザＩＤが記載されている。ＭＦＰ１のログインユーザ判定部は、受信ユーザ情報（ＰＣロ
グインユーザのユーザ名，パスワード）がユーザ認証情報テーブルに記載されているか、
及び、ユーザ認証情報テーブルに記載のものと一致するかにより、ユーザ認証を行う。
【００４８】
　また、ユーザ認証情報テーブルには、カスタマイズ画面表示情報の一例であるＴＯＰペ
ージ情報がユーザ情報と対応づけられて記載されている。図４のユーザ認証情報テーブル
１０００において、例えば、「１」，「２」，「３」はそれぞれコピー操作用，イメージ
送信用，ファイリング用の操作画面をカスタマイズ画面として表示するためのカスタマイ
ズ画面表示情報である。また、ユーザ認証情報テーブル１０００において、「ユーザ名」
＝「永田」，「パスワード」＝「＊＊＊」からなるユーザ情報には、ＴＯＰページ情報「
１」が対応づけられて記載されているので、受信ユーザ情報として「ユーザ名」＝「永田
」，「パスワード」＝「＊＊＊」があった場合、ＭＦＰ１は、ＭＦＰ使用許可ユーザであ
ると認証し、図２に示すようなカスタマイズ画面１００を表示する。
【００４９】
　また、ユーザ認証情報テーブルには、Ｅ－ｍａｉｌアドレスをＭＦＰ使用許可ユーザ毎
に記載しておくことが好ましい。
　なお、外部認証サーバ３がユーザ情報テーブルを保持する形態や、外部認証サーバ３が
ユーザ情報記憶部１８ｂに相当する部位を備える形態としても良い。この場合、外部認証
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サーバは、認証成功の旨に代えて、認証が成功したユーザに関連するデータ・情報（具体
的には、ユーザのＴＯＰページ情報など）を返信するようにしても良い。
【００５０】
　次に、以上のように構成されたＭＦＰ１を含む画像処理システムにおける、カスタマイ
ズ画面表示のための処理について図５を用いて説明する。この例では、ＭＦＰ１の電源は
すでにＯＮになっている
　ＰＣ２は、ＰＣ２の電源がＯＮされ起動した後、ユーザにより入力部２２にユーザ名，
パスワードが入力され、特定のユーザのログインを確認すると（ステップＳ１、ＹＥＳ）
、ネットワークを介して接続されたＭＦＰ１に、入力部２２に入力されたユーザ名，パス
ワードを送信する。ＭＦＰ１では、ＰＣ２に入力されたユーザ名，パスワードをネットワ
ークを介して取得し（ステップＳ２）、ＰＣログインユーザがＭＦＰ１で認証可能かどう
かを認証モードで判断する。
【００５１】
　認証モードには、外部認証モードと内部認証モードとがあり、内部認証モードの場合は
（ステップＳ３、内部認証モード）、ＭＦＰ１の記憶部１８に記憶されたユーザ認証情報
に、ステップＳ２で取得した入力ユーザ情報（ユーザ名，パスワード）が含まれているか
どうかを判断する。含まれている場合すなわち内部認証モードで認証可能な場合は（ステ
ップＳ４、ＹＥＳ）、取得した入力ユーザ情報でＭＦＰ１がログインされた状態となる（
ステップＳ５）。すると、入力ユーザ情報に該当するユーザのカスタマイズ画面（ＴＯＰ
画面）がＭＦＰ１の表示部に自動的に表示される（ステップＳ６）。
　その後に、ＰＣ２からユーザがログアウトすると（ステップＳ７、ＹＥＳ）、ＭＦＰ１
もログアウトした状態にされる（ステップＳ８）。また、カスタマイズ画面等の表示も解
除され、ＭＦＰ１の表示部には、図３に示したような初期画面２００が表示される（ステ
ップＳ９）。
【００５２】
　一方、外部認証モードの場合は（ステップＳ３、外部認証モード）、まず、ＭＦＰ１は
ＰＣ２から受信した入力ユーザ情報（ユーザ名，パスワード）を外部認証サーバ３に送信
する（ステップＳ１０）。外部認証サーバ３では、当該サーバ３に記憶されたユーザ認証
情報に、ステップＳ１０で受信した入力ユーザ情報（ユーザ名，パスワード）が含まれて
いるか否かを判断する。含まれている場合すなわち外部認証モードで認証可能な場合は（
ステップＳ１１のＹＥＳ）、ステップＳ５に移行し、ＰＣ２から取得した入力ユーザ情報
でＭＦＰ１がログインされた状態となる。
　内部認証できなかった場合（ステップＳ４、ＮＯ）や外部認証できなかった場合は（ス
テップＳ１１、ＮＯ）、ＭＦＰ１はステップＳ９に移行し、ＭＦＰ１の電源ＯＮ時に表示
されるものと同じ初期画面２００（図３参照）がＭＦＰ１の表示部に自動的に表示される
。
【００５３】
　このように、本発明のＭＦＰによれば、連動して動作するＰＣへのユーザのログインを
確認すると、ユーザのカスタマイズされた操作画面がＭＦＰの表示部に自動的に表示され
るので、ユーザがＭＦＰに対してログインをする負担を軽減できる。
　また、本発明のＭＦＰは、連動して動作するＰＣへのユーザのログアウトを確認すると
、自動的にＭＦＰがログアウトされるので、適切なタイミングでログアウト処理を行うこ
とができる。
【００５４】
　続いて、本発明のＭＦＰが有する表示画面連動機能について説明する。
　ＭＦＰと通信可能に接続されたＰＣにログインしたユーザの、ＭＦＰ用のカスタマイズ
画面をＭＦＰの表示部に自動的に表示するだけではなく、連動して動作するＰＣの表示動
作と連動してＭＦＰの操作パネルに表示される操作画面を切り替えることができれば、す
なわち、ＭＦＰが表示画面連動機能を備えていれば、より汎用的なユーザ補助を行うこと
ができる。
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【００５５】
　そこで、図１に示したＭＦＰ１においては、ＰＣ２で起動中のアプリケーションソフト
（つまり、表示部２３に表示されているアプリケーションソフト）を判別し、当該起動中
のアプリケーションソフトに応じた操作画面をＭＦＰ１の表示部に表示することにより、
表示画面連動機能をできるようにしている。具体的には、制御部１７及び記憶部１８がそ
れぞれ以下の起動アプリケーション情報取得部１７ｅ及びアプリ関連画面表示情報記憶部
１８ａを備えるようにＭＦＰ１を構成することにより達成する。
【００５６】
　起動アプリケーション情報取得部（以下、起動アプリ情報取得部）１７ｅは、ＰＣ２上
で起動中のアプリケーションソフトに係る情報である起動アプリケーション情報（起動ア
プリ情報）を取得するものである。
　また、アプリ関連画面表示情報記憶部１８ａは、アプリケーションソフトに関連する操
作画面であるアプリ関連画面を表示するためのアプリ関連画面表示情報をアプリケーショ
ン情報と対応づけて記憶している。
　ＭＦＰ１は、起動アプリ情報取得部１７ｅで取得した起動アプリ情報とアプリ関連画面
表示情報記憶部１８ａに記憶しているアプリ関連画面表示情報等に基づき、アプリ関連画
面を自機の表示部に表示する。
【００５７】
　以下、表示画面連動機能を有する本発明のＭＦＰについて、その幾つかの実施例を、そ
の実施例に係るＭＦＰに表示されるアプリ関連画面の例と共に示す。
【００５８】
（実施例１）
　図６は、本発明の一実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図で、ＭＦＰ１
は、大型の表示部２３を有するＰＣ２にネットワークＮ１を介して接続されている。図６
のＰＣ２上では、プレゼンテーションソフトに分類される「プレゼンテーションアプリ」
という名のアプリケーションソフトが起動中で、ＰＣ２の表示部２３にはプレゼンテーシ
ョンソフト「プレゼンテーションアプリ」の画面が表示されている。このとき、ＭＦＰ１
の起動アプリ情報取得部１７ｅは、起動アプリ情報として、例えば、起動中のアプリケー
ションソフトの種類「プレゼンテーションソフト」や起動中のアプリケーションソフト名
「プレゼンテーションアプリ」を、ＰＣ２からネットワークＮ１を介して取得する。ＭＦ
Ｐ１は、この取得した起動アプリ情報に対応するアプリ関連画面を、アプリ関連画面表示
情報記憶部１８ａを参照して生成し、自機の表示部（タッチパネル）に表示する。
【００５９】
　図６の例におけるアプリ関連画面の一例を図７に示す。ＭＦＰ１の表示部に表示される
アプリ関連画面３００は、ＰＣ２の表示部２３に表示されている表示画面と連動しており
、ＰＣ２の表示部２３に表示されているＰＣ２で起動中のアプリケーションソフト「プレ
ゼンテーションアプリ」の表示画面に対応した操作画面である。アプリ関連画面３００に
は、ＰＣ２で起動中のアプリケーションソフトに関連した所定の動作をＭＦＰ１等に実行
させるための操作キーとして、「ディスプレイ表示内容を紙出力」という操作キー３０１
が表示されている。ユーザが操作キー３０１を押下し、これに応じてＭＦＰ１等が所定の
動作を実行することにより、ＰＣ２の表示部２３に表示されている内容がＭＦＰ１におい
て記録紙に印刷され出力されるようになっている。
【００６０】
（実施例２）
　図８は、本発明の他の実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図で、ＭＦＰ
１は、表示部２３を有するＰＣ２にネットワークＮ１を介して接続されている。図８のＰ
Ｃ２上では、ファイリングソフトに分類される「ファイリングアプリ」という名のアプリ
ケーションソフトが起動中で、ＰＣ２の表示部２３にはファイリングソフト「ファイリン
グアプリ」の画面が表示されている。このとき、ＭＦＰ１の起動アプリ情報取得部１７ｅ
は、起動アプリ情報として、例えば、起動中のアプリケーションソフトの種類「ファイリ
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ングソフト」や起動中のアプリケーションソフト名「ファイリングアプリ」を、ＰＣ２か
らネットワークＮ１を介して取得する。ＭＦＰ１は、この取得した起動アプリ情報に対応
するアプリ関連画面を、アプリ関連画面表示情報記憶部１８ａを参照して生成し、自機の
表示部（タッチパネル）に表示する。
【００６１】
　図８の例におけるアプリ関連画面の一例を図９に示す。ＭＦＰ１の表示部に表示される
アプリ関連画面４００は、ＰＣ２の表示部２３に表示されているＰＣ２で起動中のアプリ
ケーションソフト「ファイリングアプリ」の表示画面に対応した操作画面である。アプリ
関連画面４００には、操作キーとして、「高解像度スキャン　Ｔｏ　ディスプレイ」と、
「高速スキャン　Ｔｏ　ディスプレイ」という操作キー４０１，４０２が表示されている
。ユーザが操作キー４０１を押下し、これに応じてＭＦＰ１等が所定の動作を実行するこ
とにより、ＭＦＰ１のスキャナ機能を用いて１２００×１２００ｄｐｉのような高解像で
読み取った原稿の画像がＰＣ２の表示部２３に表示されるようになっている。また、ユー
ザが操作キー４０２を押下することにより、ＭＦＰ１のスキャナ機能を用いて２００×２
００ｄｐｉのような解像度で高速で読み取った原稿の画像がＰＣ２の表示部２３に表示さ
れるようになっている。
【００６２】
（実施例３）
　図１０は、本発明の他の実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図で、図１
０の例では、大阪オフィスと東京オフィスとで遠隔会議アプリケーションを用いて遠隔会
議（ＴＶ会議）システムを構築している。大阪オフィスにおいて、ＭＦＰ１は、表示部２
３を有するＰＣ２にネットワークＮ１を介して接続されている。大阪オフィスのネットワ
ークＮ１は、インターネット等の広域ネットワークＮ２を介して、東京オフィスのネット
ワークＮ３と接続されている。また、このネットワークＮ３により、ＭＦＰ６と情報処理
装置（ＰＣ）５は接続されており、ＰＣ５は、東京オフィスの会議室の様子を写すビデオ
カメラ５１ａを搭載した表示部５１を備える。
【００６３】
　図１０の大阪オフィスのＰＣ２上では、遠隔会議ソフトに分類される「遠隔会議」とい
う名のアプリケーションソフトが起動中で、ＰＣ２の表示部２３には遠隔会議ソフト「遠
隔会議」の画面が表示され、ビデオカメラ５１ａで撮影している東京オフィスの会議室の
様子が表示されている（なお、東京オフィスのＰＣ５についても同様なことが行われてい
る）。このとき、ＭＦＰ１の起動アプリ情報取得部１７ｅは、起動アプリ情報として、例
えば、起動中のアプリケーションソフトの種類「遠隔会議ソフト」や起動中のアプリケー
ションソフト名「遠隔会議」を、ＰＣ２からネットワークＮ１を介して取得する。ＭＦＰ
１は、この取得した起動アプリ情報に対応するアプリ関連画面を、アプリ関連画面表示情
報記憶部１８ａ等を参照して生成し、自機の表示部（タッチパネル）に表示する。
【００６４】
　図１０の例におけるアプリ関連画面の一例を図１１に示す。ＭＦＰ１の表示部に表示さ
れるアプリ関連画面５００は、ＰＣ２の表示部２３に表示されているＰＣ２で起動中のア
プリケーションソフト「遠隔会議」の表示画面に対応した操作画面である。アプリ関連画
面５００には、操作キーとして、「Ｓｃａｎ　Ｔｏ　東京オフィスディスプレイ」、「東
京オフィスメンバーにＳｃａｎ　Ｔｏ　Ｅｍａｉｌ」、「東京オフィスＭＦＰに出力」と
いう操作キー５０１，５０２，５０３が表示されている。
【００６５】
　ユーザが操作キー５０１を押下し、これに応じてＭＦＰ１等が所定の動作を実行するこ
とにより、ＭＦＰ１のスキャナ機能を用いて読み取った原稿の画像が東京オフィスのＰＣ
５の表示部５１に表示されるようになっている。また、ユーザが操作キー５０２を押下す
ることにより、ＭＦＰ１のスキャナ機能を用いて読み取った原稿の画像が東京オフィスの
ＰＣ５にログインしているユーザのＥ－ｍａｉｌアドレスに送信されるようになっている
。また、ユーザが操作キー５０３を押下することにより、ＭＦＰ１のスキャナ機能を用い
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て読み取った原稿の画像を東京オフィスのＭＦＰ６に送信し、画像の印刷出力をＭＦＰ６
に指示するようになっている。
【００６６】
　以上のような表示画面連動機能を得るために、本発明に係るＭＦＰにおいては、上述の
ように、アプリ関連画面を表示するためのアプリ関連画面表示情報とアプリケーション情
報とを互いに対応づけてアプリ関連画面表示情報記憶部１８ａに記憶している。これは、
例えば、アプリ関連画面表示情報をアプリケーション情報毎に登録したアプリ関連画面表
示情報テーブルを、アプリ関連画面表示情報記憶部１８ａが記憶することにより実現され
る。
【００６７】
　ここで、アプリ関連画面表示情報テーブルについて説明する。
　図１２は、アプリ関連画面表示情報テーブルの構成例を示している。アプリ関連画面表
示情報テーブルには、例えば、図１２（Ａ）に示すように、アプリケーション情報として
アプリケーション名（『アプリ』欄のもの）が記載され、また、アプリ関連画面表示情報
として操作キーを表示するための操作キー表示情報（『表示情報１』，『表示情報２』，
『表示情報３』欄のもの）が記載されている。また、アプリ関連画面に表示する操作キー
に係る処理の実行に必要なアプリ関連画面補助情報（パラメータ）であって情報処理装置
から取得する必要がある要取得情報（『パラメータ１』，『パラメータ２』欄に記載のも
の）もアプリ関連画面表示情報テーブルには記載されている。このアプリ関連画面補助情
報は、アプリ関連画面をＭＦＰ１の表示部に表示する際にも用いられる。
【００６８】
　例えば、ＰＣ２から起動アプリ情報取得部１７ｅが起動アプリケーション名として「プ
レゼンテーションアプリ」を取得した場合、この情報に対応するアプリ関連画面表示情報
は「ディスプレイ表示内容を紙出力」という操作キー情報である。アプリ関連画面表示情
報テーブルに基づけば、このアプリ関連画面表示情報にさらに必要なパラメータはない（
ＮＵＬＬ）のであるから、ＭＦＰ１は、パラメータを取得することなく、アプリ関連画面
表示情報等に基づき、アプリ関連画面３００（図６参照）を表示する。
【００６９】
　また、例えば、ＰＣ２から起動アプリ情報取得部１７ｅが起動アプリケーション名とし
て「遠隔会議」を取得した場合、この情報に対応するアプリ関連画面表示情報は、「Ｓｃ
ａｎ　Ｔｏ　会議相手先」、「会議メンバーにＳｃａｎ　Ｔｏ　Ｅｍａｉｌ」、「会議相
手先ＭＦＰに出力」という操作キー情報である。アプリ関連画面表示情報テーブルに基づ
けば、このアプリ関連画面表示情報にさらに必要なパラメータは「会議相手先」及び「会
議メンバーＩＤ」であるから、ＭＦＰ１は、これらのパラメータをＰＣ２に要求し取得し
、アプリ関連画面表示情報及びこれらのパラメータ等に基づき、アプリ関連画面５００（
図１０参照）を表示する。
【００７０】
　また、アプリ関連画面５００において「会議メンバーにＳｃａｎ　Ｔｏ　Ｅｍａｉｌ」
という操作キーが押下されたときは、ＭＦＰ１は、取得したパラメータ（会議メンバーＩ
Ｄ）に基づき、送信先のＥ－ｍａｉｌアドレスを決定し、スキャンした画像を添付したメ
ールを作成し送信する。
【００７１】
　上述の例のＭＦＰにおいては、ネットワークで接続されたＰＣ上で起動中の単数のアプ
リケーションソフトに応じた操作画面をＭＦＰの表示部に表示するものであるが、上記Ｐ
Ｃ上で起動中の複数のアプリケーションソフト（例えば、アプリケーションソフトの組み
合わせ）に応じた操作画面を表示するようにしてもよい。
　その場合は、組み合わせに応じて、アプリ関連画面表示情報を記載したテーブルを記憶
部が有するように構成するのが好ましい。図１２（Ｂ）に複数のアプリケーション用のア
プリ関連画面表示情報テーブルの一例を示す。
【００７２】
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　次に、以上のように構成されたＭＦＰ１を含む画像処理システムにおいて、ＭＦＰ１の
電源がＯＮになっている状態でのアプリ関連画面表示のための処理について図１３を用い
て説明する。
　ＭＦＰ１の表示部にカスタマイズ画面が表示されており、また、ＰＣ２からユーザがロ
グアウトしていないとき（図５のステップＳ７、ＮＯ）、ＭＦＰ１は、ＰＣ２上でアプリ
ケーションソフトが起動されているか否か判断する（ステップＳ３１）。例えば、ＭＦＰ
１が起動アプリ情報送信要求をＰＣ２に行い、アプリケーション情報が送信されてきた場
合は、ＰＣ２上でアプリケーションソフトが起動していると判定する。
【００７３】
　ＰＣ２上でアプリケーションソフトが起動していた場合（ステップＳ２０、ＹＥＳ）、
ＭＦＰ１の起動アプリ情報取得部１７ｅはＩ／Ｆ部１９等を介して、ＰＣ２から起動アプ
リ情報（アプリケーション名情報）を取得する（ステップＳ２１）。そして、取得した起
動アプリ情報に基づき複数のアプリケーションが起動しているか判断する（ステップＳ２
２）。例えば、複数のアプリケーション名情報を取得した場合は複数のアプリケーション
ソフトがＰＣ２上で起動していると判定する。
【００７４】
　複数のアプリケーションソフトが起動していた場合（ステップＳ２２、ＹＥＳ）、複数
のアプリケーション用のアプリ関連画面表示情報テーブルを参照し、起動している複数の
アプリケーションソフトの組み合わせが、当該テーブル上に記載されているか判断する（
ステップＳ２３）。記載されていた場合（ステップＳ２３、ＹＥＳ）、その組み合わせに
ついて、ＰＣ２からアプリ関連画面補助情報（パラメータ）を得る必要があるか判断する
。例えば、その組み合わせについて、上記テーブル上に要取得情報が記載されているかど
うかにより判断を行う。
【００７５】
　ＰＣ２からパラメータを得る必要がある場合、ＭＦＰ１の起動アプリ情報取得部１７ｅ
はＩ／Ｆ部１９等を介して、ＰＣ２からパラメータを取得する（ステップＳ２４）。取得
した情報と、起動アプリ情報に対応するアプリ関連画面表示情報とに基づき、アプリ関連
画面を生成し、ＭＦＰ１の表示部に表示し（ステップＳ２５）、図５のＳ７に戻る。
【００７６】
　複数のアプリケーションソフトが起動していない場合（ステップＳ２２、ＮＯ）、また
は、起動している複数のアプリケーションソフトの組み合わせが複数のアプリケーション
用のアプリ関連画面表示情報テーブルに記載されていない場合、単数のアプリケーション
用のアプリ関連画面表示情報テーブルを参照する。
【００７７】
　取得した起動アプリ情報が単数のアプリケーション用のアプリ関連画面表示情報テーブ
ルに記載されていた場合（ステップＳ２６、ＹＥＳ）、そのアプリケーションソフトにつ
いて、ＰＣ２からアプリ関連画面補助情報（パラメータ）を得る必要があるか判断し、ス
テップＳ２４に移行する。また、取得した起動アプリ情報が単数のアプリケーション用の
アプリ関連画面表示情報テーブルに記載されていない場合（ステップＳ２６、ＮＯ）、図
５のステップＳ７に戻る。
　なお、アプリケーションが起動していると判定できない場合も、図５のステップＳ７に
戻る。
【００７８】
　このように、本発明のＭＦＰによれば、アプリケーションソフトに応じた操作画面を表
示することで、複合機における操作表示部（操作パネル）のボタン操作のステップ数を削
減でき、ユーザの操作負荷を軽減できると共に、ユーザの入力補助を複合機で可能にする
ことが出来る。
　また、アプリケーションソフトとパラメータ（作業フォルダ情報・テレビ会議相手先情
報など）に応じた操作画面を表示することで、ユーザの利用シーンに基づいた切り替えを
可能にして、複合機における操作パネルのボタン操作のステップ数を削減でき、ユーザの
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【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の画像処理装置が適用される複合機（ＭＦＰ）の構成例を説明するための
ブロック図である。
【図２】本発明のＭＦＰの表示部に表示されるカスタマイズ画面の一例を示す図である。
【図３】本発明のＭＦＰの表示部に表示される初期画面の一例を示す図である。
【図４】ユーザ認証情報テーブルの一例のデータ構成図である。
【図５】本発明のＭＦＰにおけるカスタマイズ画面表示処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図６】本発明の一実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図である。
【図７】図６のＭＦＰの表示部に表示されるアプリ関連画面を示す図である。
【図８】本発明の他の実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図である。
【図９】図８のＭＦＰの表示部に表示されるアプリ関連画面を示す図である。
【図１０】本発明の他の実施例に係るＭＦＰを説明するためのシステム概略図
【図１１】図１０のＭＦＰの表示部に表示されるアプリ関連画面を示す図である。
【図１２】アプリ関連画面表示情報テーブルの一例のデータ構成図である。
【図１３】本発明のＭＦＰにおけるアプリ関連画面表示処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【００８０】
１…画像処理装置（複合機（ＭＦＰ））、２…情報処理装置（ＰＣ）、３…外部認証サー
バ、５…ＰＣ、６…ＭＦＰ、１０…スキャナ部、１１…印字部、１２…ＦＡＸモデム、１
３…時計回路、１４…操作表示部、１５…ＲＡＭ、１６…ＩＣカード入力部、１７…制御
部、１７ａ…表示制御部、１７ｂ…メール送受信部、１７ｃ…ＰＣ状態判定部、１７ｄ…
ログインユーザ判定部、１７ｅ…起動アプリケーション情報取得部（起動アプリ情報取得
部）、１８…データ保存領域部（記憶部）、１８ａ…アプリ関連画面表示情報保存領域部
（アプリ関連画面表示情報記憶部）、１８ｂ…ユーザ情報保存領域部（ユーザ情報記憶部
）、１９…インタフェース（Ｉ／Ｆ）部、２１…インタフェース部、２２…入力部、２３
…表示部、２４…制御部、５１…表示部、５１ａ…ビデオカメラ、１００…カスタマイズ
画面、１０１…各種設定キー、２００…初期画面、３００，４００，５００…アプリ関連
画面、５０１…操作キー、１０００…ユーザ認証テーブル、１１００…単数のアプリケー
ション用のアプリ関連画面表示情報テーブル、１２００…複数のアプリケーション用のア
プリ関連画面表示情報テーブル。
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