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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められたファンクションを実行する電子機器であって、
　表示部と、
　前記ファンクションの設定項目の変更指示を受け付けるための選択キーを含んだ通常操
作画面を前記表示部に表示させる表示制御部と、
　前記ファンクションの設定項目の変更を受け付ける変更受付部と、
　前記ファンクションの実行指示を受け付ける実行受付部と、
　前記実行受付部が前記ファンクションの実行指示を受け付けた後に、前記設定項目の内
容が変更されているか否かを判断する設定変更判断部と、
　前記設定項目の変更頻度を示す変更頻度値を記憶する変更頻度値記憶部と、
　前記設定項目の変更指示を受け付けるショートカットキーを、前記変更頻度値記憶部が
記憶する変更頻度値に応じて異なるサイズで作成し、当該ショートカットキーを配置した
ショートカット画面を作成するショートカット画面作成部と、
　前記ショートカット画面を記憶するショートカット画面記憶部とを備え、
　前記表示制御部は、前記ショートカット画面記憶部が前記ショートカット画面を記憶し
ている場合、当該ショートカット画面を読み出して前記表示部に表示させ、
　予め定められた条件に従った数である加算値を決定する加算値決定部と、
　前記設定項目が変更されたと前記設定変更判断部が判断した場合、前記変更頻度値記憶
部が記憶する当該設定項目の変更頻度値に、前記加算値決定部により決定された加算値を
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加算する変更頻度値算出部と、
　前記設定項目の変更操作に要する時間である変更操作時間を測定する変更操作時間測定
部とを更に備え、
　前記加算値決定部は、前記設定項目の変更操作時間が短いほど前記加算値を大きくし、
前記変更操作時間が長いほど前記加算値を小さくすることを、前記予め定められた条件と
して加算値を決定する電子機器。
【請求項２】
　前記ショートカット画面作成部は、前記変更頻度値記憶部が記憶する変更頻度値が予め
定められた値以上の前記設定項目が存在する場合にのみ、当該設定項目の変更指示を受け
付けるショートカットキーを作成し、当該ショートカットキーを配置した前記ショートカ
ット画面を作成する請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記変更受付部が前記ショートカットキーを介して前記設定項目の変更を受け付けたと
き、前記変更操作時間測定部は前記変更操作時間の測定を行わず、前記加算値決定部は、
当該設定項目の変更頻度値についての前記加算値を、予め定められた値分だけ大きい加算
値とする請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記実行受付部が受け付けたファンクションの実行回数をカウントする実行回数カウン
ト部を更に備え、
　前記実行回数が予め定められたカウント数に達する毎に、前記ショートカット画面作成
部は前記ショートカット画面を作成し、前記ショートカット画面記憶部は当該ショートカ
ット画面を更新して記憶する請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　ユーザー個別のログイン情報の入力を受け付ける識別情報受付部と、
　前記入力されたログイン情報に基づいて個人認証を行う認証部とを更に備え、
　前記変更頻度値記憶部は、前記認証部が認証したユーザー毎に前記各設定項目の変更頻
度値を記憶し、
　前記変更頻度値算出部は、ログイン中のユーザーと対応付けて記憶された前記設定項目
の変更頻度値のうち、変更された設定項目の変更頻度値を前記変更頻度値記憶部から読み
出して、当該変更頻度値に前記加算値を加算し、
　前記ショートカット画面作成部は、前記ログイン中のユーザーと対応付けて記憶された
前記設定項目の変更頻度値のうち値の大きい変更頻度値の設定項目を前記変更頻度値記憶
部から抽出して、前記ショートカット画面を作成し、
　前記ショートカット画面記憶部は、前記ショートカット画面作成部が作成したショート
カット画面を前記ユーザーと対応付けて記憶し、
　前記表示制御部は、前記ユーザーと対応付けて記憶されているショートカット画面を前
記ショートカット画面記憶部から読み出して前記表示部に表示させる請求項１乃至請求項
４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の電子機器であって、
　記録媒体に対して画像形成を行う画像形成部を更に備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及び画像形成装置に関し、特に、操作画面の表示方法に関する技術
である。
【背景技術】
【０００２】
　現在の画像形成装置は、例えばコピー機能を実行するにあたり、ユーザーがコピーの縮
尺や濃度、ステープル処理等の各種設定項目を任意に変更することが可能である。一般的
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に、タッチパネルと一体化された表示部に各種設定項目に対応した選択キーを含む操作画
面が表示され、ユーザーは変更したい設定項目の選択キーを押下して変更操作を行う。
【０００３】
　この操作画面をユーザーにとって利便性の高いものとするために、ユーザーがよく利用
する選択キーの表示内容に差異をつける方法や、設定項目の利用頻度に応じて選択キーの
表示方法を変更する（例えば、大きさや色等）技術が特許文献１～５に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１２２８６２号公報
【特許文献２】特開２００６－２５２６７号公報
【特許文献３】特開２００５－３２２３９号公報
【特許文献４】特開平５－７５７５２号公報
【特許文献５】特開平３－２４８６７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の方法では、画像形成装置の各種ファンクション（例えば、コピー
、ファクシミリ、スキャン等）の実行前の選択キーの使用頻度に応じて選択キーの表示方
法を変更するため、例えば誤って設定キーを押下した場合でもその選択キーの使用回数が
カウントされてしまい、正確な使用頻度に基づいた操作画面を作成できなかった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、表示部に表示される各キーの
利用頻度を正確にカウントして、当該利用頻度に応じた利便性の高い操作画面を確実に表
示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面に係る電子機器は、予め定められたファンクションを実行する電子機器
であって、
　表示部と、
　前記ファンクションの設定項目の変更指示を受け付けるための選択キーを含んだ通常操
作画面を前記表示部に表示させる表示制御部と、
　前記ファンクションの設定項目の変更を受け付ける変更受付部と、
　前記ファンクションの実行指示を受け付ける実行受付部と、
　前記実行受付部が前記ファンクションの実行指示を受け付けた後に、前記設定項目の内
容が変更されているか否かを判断する設定変更判断部と、
　前記設定項目の変更頻度を示す変更頻度値を記憶する変更頻度値記憶部と、
　前記設定項目の変更指示を受け付けるショートカットキーを、前記変更頻度値記憶部が
記憶する変更頻度値に応じて異なるサイズで作成し、当該ショートカットキーを配置した
ショートカット画面を作成するショートカット画面作成部と、
　前記ショートカット画面を記憶するショートカット画面記憶部とを備え、
　前記表示制御部は、前記ショートカット画面記憶部が前記ショートカット画面を記憶し
ている場合、当該ショートカット画面を読み出して前記表示部に表示させ、
　予め定められた条件に従った数である加算値を決定する加算値決定部と、
　前記設定項目が変更されたと前記設定変更判断部が判断した場合、前記変更頻度値記憶
部が記憶する当該設定項目の変更頻度値に、前記加算値決定部により決定された加算値を
加算する変更頻度値算出部と、
　前記設定項目の変更操作に要する時間である変更操作時間を測定する変更操作時間測定
部とを更に備え、
　前記加算値決定部は、前記設定項目の変更操作時間が短いほど前記加算値を大きくし、
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前記変更操作時間が長いほど前記加算値を小さくすることを、前記予め定められた条件と
して加算値を決定するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、実行受付部がファンクションの実行指示を受け付けた後に、設定変更判断
部が設定項目の変更がなされたか否かを判断するため、設定項目が変更されたか否かを正
確に判断することができる。
【０００９】
　また、ショートカット画面作成部は、変更頻度値に応じてサイズを異ならせた設定項目
のショートカットキーを配置したショートカット画面を作成し、ショートカット画面記憶
部はこのショートカット画面を記憶し、表示制御部がこのショートカット画面を読み出し
て表示部に表示させることで、使用頻度の高い設定項目のショートカットキーを確実に表
示部に表示させることができ、ユーザーは即座に設定項目の変更操作を行うことができる
。従って、作業効率及び利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】画像形成装置の構造を示す正面断面図である。
【図２】操作部の正面図である。
【図３】画像形成装置の電気的構成を示したブロック図である。
【図４】ショートカット画面作成処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【図５】ショートカット画面作成処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【図６】通常操作画面の一例を示した図である。
【図７】操作画面の一例を示した図である。
【図８】ショートカット画面の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態に係る電子機器及び画像形成装置について図面を参照して説
明する。図１は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構造を示す正面断面図である
。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る電子機器の一例としての画像形成装置１は、例えば、コピー
機能、プリンター機能、スキャナー機能、およびファクシミリ機能のような複数の機能を
兼ね備えた複合機である。画像形成装置１は、装置本体１１に、操作部４７、画像形成部
１２、定着部１３、給紙部１４、原稿給送部６、及び原稿読取部５等を備えて構成されて
いる。
【００１３】
　操作部４７は、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び処理について操作者から画像
形成動作実行指示や原稿読取動作実行指示等の指示を受け付ける。操作部４７は、操作者
への操作案内等を表示する表示部５１を備えている。
【００１４】
　画像形成装置１が原稿読取動作を行う場合、原稿給送部６により給送されてくる原稿、
又は原稿載置ガラス１６１に載置された原稿の画像を原稿読取部５が光学的に読み取り、
画像データを生成する。原稿読取部５により生成された画像データは内蔵ＨＤＤ又はネッ
トワーク接続されたコンピューター等に保存される。
【００１５】
　画像形成装置１が画像形成動作を行う場合は、上記原稿読取動作により生成された画像
データ、又はネットワーク接続されたコンピューターから受信した画像データ、又は内蔵
ＨＤＤに記憶されている画像データ等に基づいて、画像形成部（印刷部）１２が、給紙部
１４から給紙される記録媒体としての記録紙Ｐにトナー像を形成する。カラー印刷を行う
場合、画像形成部１２のマゼンタ用の画像形成ユニット１２Ｍ、シアン用の画像形成ユニ
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ット１２Ｃ、イエロー用の画像形成ユニット１２Ｙ、及びブラック用の画像形成ユニット
１２Ｂｋは、それぞれに、上記画像データを構成するそれぞれの色成分からなる画像に基
づいて、帯電、露光、及び現像の工程により感光体ドラム１２７上にトナー像を形成し、
当該トナー像を一次転写ローラー１２６により中間転写ベルト１２５上に転写させる。
【００１６】
　中間転写ベルト１２５上に転写される上記各色のトナー画像は、転写タイミングを調整
して中間転写ベルト１２５上で重ね合わされ、カラーのトナー像となる。二次転写ローラ
ー２１０は、中間転写ベルト１２５の表面に形成された当該カラーのトナー像を、中間転
写ベルト１２５を挟んで駆動ローラー１２５ａとのニップ部Ｎにおいて、給紙部１４から
搬送路１９０を搬送されてきた記録紙Ｐに転写させる。この後、定着部１３が、記録紙Ｐ
上のトナー像を、熱圧着により記録紙Ｐに定着させる。定着処理の完了したカラー画像形
成済みの記録紙Ｐは、排出トレイ１５１に排出される。
【００１７】
　給紙部１４は、複数の給紙カセットを備える。制御部１００（図３）は、操作者による
指示で指定されたサイズの記録紙が収容された給紙カセットのピックアップローラー１４
５を回転駆動させて、各給紙カセットに収容されている記録紙Ｐを上記ニップ部Ｎに向け
て搬送させる。
【００１８】
　なお、画像形成装置１において、両面印刷を行う場合は、画像形成部１２より一方の面
に画像が形成された記録紙Ｐを、排出ローラー対１５９にニップされた状態とした後、当
該記録紙Ｐを排出ローラー対１５９によりスイッチバックさせて反転搬送路１９５に送り
、搬送ローラー対１９により、上記ニップ部Ｎ及び定着部１３に対して記録紙Ｐの搬送方
向上流域に再度搬送する。これにより、画像形成部１２により当該記録紙の他方の面に画
像が形成される。
【００１９】
　図２は操作部４７の正面図の一例である。この操作部４７は、表示部５１、タッチパネ
ル５２（変更受付部、ログイン情報受付部の一例）、数字キー群５３、各種操作ボタン５
５～５７、機能選択ボタン５８等を備える。表示部５１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Dis
play）やＥＬＤ（Electronic Luminescent Display）等によって構成され、紙サイズ選択
、倍率選択、濃度選択等の選択画面が表示される。この表示部５１はタッチパネル５２と
一体的に形成されている。タッチパネル５２は、ユーザーによるタッチ操作がなされたら
、タッチ位置を検出して検出信号を後述する制御部１００へ出力する。
【００２０】
　数字キー群５３は、例えば、画像形成装置１のコピー機能動作中はコピー枚数を、ファ
クシミリ機能動作中は送信先の電話番号等をユーザーが入力するためのものである。スタ
ートボタン５５（実行受付部の一例）はコピー、プリンター、スキャナー及びファクシミ
リ動作等の各種ファンクションについて実行開始を指示するためのボタンであり、ストッ
プ／クリアボタン５６はファンクションの停止、入力操作の取り消しを行うボタンである
。リセットボタン５７は、表示部５１の表示や各種設定を初期状態又は標準動作状態にす
るボタンである。機能選択ボタン５８は、コピー機能、プリンター機能、スキャナー機能
及びファクシミリ機能を選択するボタンである。
【００２１】
　図３は、本実施の形態における画像形成装置１の電気的構成を示したブロック図である
。画像形成装置１は、制御部１００、画像読取部５、画像形成部１２、操作部４７、画像
メモリ１１０、記憶部１２０及び通信部１３０を備えて構成される。尚、図１及び図２に
おいて既に説明した構成要素については説明を省略する。
【００２２】
　画像メモリ１１０は、画像読取部５が取得した画像データや通信部１３０が外部装置か
ら受信した画像データを一時的に記憶する。
【００２３】
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　記憶部１２０は外部記憶装置等で構成され、ログイン情報記憶部１２１、ショートカッ
ト画面記憶部１２２、変更頻度値記憶部１２３及び実行回数記憶部１２４を有する。
【００２４】
　ログイン情報記憶部１２１は、ユーザーが画像形成装置１を利用する際に入力するログ
インＩＤやパスワード等のログインに必要な個人情報をユーザー毎に記憶する。尚、ログ
イン情報記憶部１２１は記憶部１２０が備える必要はなく、例えば外部のサーバーが記憶
するようにしてもよい。この場合、後述する認証部１０１が認証処理を行う際、認証部１
０１は通信部１３０を介してサーバーに記憶されている個人情報を読み出して処理を行う
。
【００２５】
　ショートカット画面記憶部１２２は、変更頻度値に応じて作成されたショートカット画
面をユーザー毎に記憶する。変更頻度値記憶部１２３は、設定項目の変更回数に応じた変
更頻度値をユーザー毎に記憶する。実行回数記憶部１２４は、各ファンクションの実行回
数をユーザー毎に記憶する。
【００２６】
　通信部１３０は、画像形成装置１が接続されているＬＡＮ（Local Area Network）やＷ
ＡＮ（Wide Area Network）を介して外部装置とデータ通信を行うインターフェイス回路
である。
【００２７】
　制御部１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit：中央処理装置）等によって構成
され、記憶部１２０に記憶された各種プログラムを読み出して処理を実行し、各機能部へ
の指示信号の出力、データ転送等を行って画像形成装置１を統括的に制御する。制御部１
００は、認証部１０１、表示制御部１０２、変更操作時間測定部１０３、設定変更判断部
１０４、加算値決定部１０５、変更頻度値算出部１０６、実行回数カウント部１０７及び
ショートカット画面作成部１０８を備える。
【００２８】
　認証部１０１は、ユーザーが画像形成装置１を使用する際に操作部４７を介して入力す
るログインＩＤやパスワードを取り込み、ログイン情報記憶部１２１に記憶されている個
人情報と照らし合わせて認証処理を行う。
【００２９】
　表示制御部１０２は、ユーザーから各ファンクションについての設定項目の変更指示を
受け付ける選択キーを含んだ通常操作画面を表示部５１に表示させる表示制御を行う。な
お、設定項目とは、例えば、用紙サイズ選択、コピー濃度、両面又は片面印刷、縮小拡大
等の機能を指す。設定項目は、例えば、両面又は片面印刷の場合、読取片面で印刷片面、
読取片面で印刷両面、読取両面で印刷片面、読取両面で印刷両面、読取見開きで印刷片面
、読取見開きで印刷両面等の内容に設定が可能とされている。また、設定項目がコピー濃
度である場合、低濃度から高濃度の内容に設定が可能とされている。さらに、表示制御部
１０２は、後述するショートカット画面作成部１０８が作成した操作画面を表示部５１に
表示させる。
【００３０】
　変更操作時間測定部１０３は、例えば制御部１００に内蔵されるタイマーによる計時に
基づいて、設定項目の変更操作に要する時間、例えば、ユーザーが各ファンクションの選
択キーを押下してからＯＫキー又はスタートキー５５を押下するまでの時間を測定する。
【００３１】
　設定変更判断部１０４は、ファンクションの実行が指示された後（スタートキー５５が
押下された後）にファンクションの設定項目が変更されているか否かを判断する。
【００３２】
　加算値決定部１０５は、設定変更判断部１０４が設定項目の変更がなされていると判断
した場合に、その設定項目の変更頻度値に加算する加算値を予め定められた条件に従って
決定する。変更頻度値算出部１０６は、加算値決定部１０５が決定した加算値を、変更さ
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れた設定項目の変更頻度値に加算する。
【００３３】
　実行回数カウント部１０７は、ファンクションの実行回数をカウントする。ショートカ
ット画面作成部１０８は、実行回数カウント部１０７がカウントした実行回数が予め定め
られた回数（本実施の形態では１０回）に達したとき、変更頻度値に応じてショートカッ
トキーの表示方法を変化させたショートカット画面を作成する。
【００３４】
　次に、本実施の形態におけるショートカット画面作成処理について詳しく説明する。図
４及び図５は、ショートカット画面作成処理の流れを説明するためのフローチャートであ
る。尚、本実施の形態では、画像形成装置１が有するファンクション（コピー機能、プリ
ンター機能、スキャナー機能及びファクシミリ機能）のうち、コピー機能を使用する場合
について説明する。
【００３５】
　画像形成装置１の利用開始時、表示制御部１０２は表示部５１にユーザーＩＤとパスワ
ード等のログイン情報を入力するための入力画面を表示させる。そしてユーザーが操作部
４７の操作によりログイン情報を入力すると、認証部１０１は、入力されたログイン情報
と、ログイン情報記憶部１２１に記憶された個人情報とを照合して認証処理を行う（Ｓ１
１）。
【００３６】
　認証部１０１が、上記照合による上記ログイン情報と上記個人情報の一致に基づいて当
該ユーザーのログインを許可すると、表示制御部１０２はログイン中のユーザー（ログイ
ンユーザー）のショートカット画面を、ショートカット画面記憶部１２３から読み出して
表示部５１に表示させる（Ｓ１２）。
【００３７】
　尚、画像形成装置１に初めてログインしたユーザーや、ログイン回数が少ない（本実施
の形態では１０回未満）ユーザーの場合、ショートカット画面作成部１０８はそのユーザ
ーのショートカット画面をまだ作成しておらず、つまりショートカット画面記憶部１２２
はそのユーザーのショートカット画面を記憶していない（詳細は後述）。この場合、Ｓ１
２では、表示制御部１０２は予め定められた通常操作画面７１を表示部５１に表示させる
。
【００３８】
　図６は、通常操作画面７１の一例を示した図である。通常操作画面７１には、それぞれ
のファンクションに対応した設定項目に対応する選択キー９１～９５が含まれる。例えば
、ユーザーが給紙部１４の給紙カセットを選択することで用紙サイズを変更したい場合（
設定項目＝用紙選択）、ユーザーは通常操作画面７１に表示されている選択キー９１を押
下して選択すると、タッチパネル５２のタッチパネル機能により当該選択が受け付けられ
、この選択に応じて、表示制御部１０２は用紙選択を行うための操作画面を表示部５１に
表示させる。
【００３９】
　また、ユーザーがコピー濃度を変更したい場合（設定項目＝コピー濃度）、ユーザーは
選択キー９２を選択すると、表示制御部１０２はコピー濃度を変更するための操作画面を
表示部５１に表示させる。また、ユーザーが両面コピーを行いたい場合（設定項目＝両面
／分割）、ユーザーは選択キー９３を選択すると、表示制御部１０２は両面又は片面コピ
ーを選択するための操作画面（図７の操作画面７２）を表示部５１に表示させる。
【００４０】
　図４の説明に戻る。表示制御部１０２がログインユーザーの操作画面をショートカット
画面記憶部１２３から読み出して表示部５１に表示させた後、又は通常操作画面７１を表
示部５１に表示させた後、制御部１００は次に押下されるキーを判別する（Ｓ１３）。選
択キー９１～９５のうちのいずれかの選択キーが押下された場合（Ｓ１３；選択キー）、
変更操作時間測定部１０３は変更操作時間の測定を開始する（Ｓ１４）。例えば、ユーザ
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ーが両面コピーを行いたいときは、通常操作画面７１において、ユーザーは選択キー９３
を押下する。この場合、制御部１００は、押下されたキーが選択キーであると判断すると
（Ｓ１３；選択キー）、変更操作時間測定部１０３が測定を開始する（Ｓ１４）。この後
、表示制御部１０２は図７に示す操作画面７２を表示部５１に表示させる。すなわち、画
像形成装置１は、ユーザーにより選択された設定項目について、その具体的な内容をユー
ザーから受け付け可能な状態となる。
【００４１】
　この操作画面７２の表示時、設定項目が両面／分割の場合で説明すると、ユーザーが片
面読み取りを行って両面コピーを行う設定キー９６を選択した上で、ＯＫキー９９を押下
することで（Ｓ１５；ＹＥＳ）、当該ユーザーにより設定項目の内容を、読取片面で印刷
両面として確定する指示が入力されると、変更操作時間測定部１０３は変更操作時間の測
定を終了する（Ｓ１６）。そして、変更操作時間測定部１０３は、設定項目（この場合は
「両面／分割」）と、測定した変更操作時間とを対応付けて、制御部１００が有する作業
用メモリ（不図示）等に記憶する。
【００４２】
　尚、ユーザーが設定キー９６を選択した後に、ＯＫキー９９ではなくスタートキー５５
を押下して、上記ユーザーにより設定された内容を確定した上でコピー動作の実行指示が
入力された場合も、同様に、変更操作時間測定部１０３は変更操作時間の測定を終了する
。この場合、スタートキー５５の押下と同時に、制御部１００は画像形成部１２等の動作
機構にコピー動作を実行させる。
【００４３】
　なお、Ｓ１３においてユーザーがスタートキー５５を押下したと制御部１００が判断し
た場合（Ｓ１３；スタートキー）、制御部１００はＳ１８へ処理を移行する。
【００４４】
　また、変更操作時間測定部１０３は、操作画面の画面遷移中や、制御部１００が処理中
の為に操作画面が停止している間については、変更操作時間の測定を一時停止することが
好ましい。
【００４５】
　Ｓ１６の後、制御部１００は直前に押下されたキーがスタートキー５５であるか否かを
判断する（Ｓ１７）。スタートキー５５ではなくＯＫキー９９である場合（Ｓ１７；ＮＯ
）、ユーザーは他の設定項目の内容を、更に変更する可能性があるため、処理はＳ１３に
移行する。
【００４６】
　一方、制御部１００が、ユーザーによりスタートキー５５が押下されたと判断した場合
（Ｓ１７；ＹＥＳ，Ｓ１３；スタートキー）、設定変更判断部１０４は、設定項目の内容
が変更されているか否かを判断する（Ｓ１８）。具体的には、設定変更判断部１０４は、
各設定項目について、前回いずれかのファンクションについて実行指示が入力された時点
での設定項目の内容を示す従前値（画像形成装置１の初期起動時であって、一度もファン
クションについて実行指示が入力されていない場合はデフォルト値)を記憶しており、各
設定項目についての当該従前値と、今回Ｓ１７又はＳ１３でスタートキー５５が押下され
た時点での各設定項目の内容を示す値とを比較する。設定変更判断部１０４は、これら２
つの値が一致する設定項目が存在する場合、当該設定項目は変更されていないと判断する
。設定変更判断部１０４は、これら２つの値が異なる場合、当該設定項目は変更されてい
ると判断する。
【００４７】
　従来技術では、設定項目が変更された時点で、設定項目の変更が記録され、変更回数が
カウントされていた。変更が誤りであった場合、その変更後にユーザーが再度初期の設定
内容に変更する可能性があるが、従来技術では、このように誤りを直すための変更回数も
カウントすることになるため、変更回数を正確にカウントできなかった。しかしながら、
本実施形態では、スタートキー５５の押下後、つまりファンクションの実行指示後に設定
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変更判断部１０４が設定項目が変更されたか否かを判断することで、誤りを直すための変
更回数等が変更頻度に反映されないようにして、設定項目の変更が行われたか否かを正確
に判定することを可能にしている。
【００４８】
　設定変更判断部１０４が設定項目の変更がなされていないと判断した場合（Ｓ１８；Ｎ
Ｏ）、制御部１００はＳ２３へ処理を移行する。また、設定変更判断部１０４が、設定項
目の変更が行われたと判断した場合（Ｓ１８；ＹＥＳ）、加算値決定部１０５は、変更頻
度値に加算する加算値の決定を行う。
【００４９】
　ここで、変更頻度値とは、設定項目の変更頻度を表す値であり、変更頻度値記憶部１２
４がユーザー毎に各設定項目の変更頻度値を記憶する。
【００５０】
　そして、加算値とは、設定項目の変更がなされた際にその設定項目の変更頻度値に加算
する数のことをいう。加算値決定部１０５は、変更操作時間に基づいて加算値を決定し、
変更頻度値算出部１０６が決定された加算値を変更頻度値に加算する。
【００５１】
　この加算値決定部１０５及び変更頻度値算出部１０６は、Ｓ１９からＳ２１の処理を、
ファンクション実行前（スタートキー５５が押下される前）に変更された設定項目それぞ
れに対して行う。
【００５２】
　加算値の決定方法を説明する。例えば、変更操作時間が短いということは、ユーザーが
その設定項目の変更操作に慣れており操作に時間を要しないことを示す。つまり、ユーザ
ーはその設定項目の変更操作を度々行っており、変更頻度が高いことを示すと想定される
。そこで、加算値決定部１０５は、変更操作時間が予め定められた閾値以下であると判断
した場合（Ｓ１９；ＮＯ）、加算値を２に決定する。そして、変更頻度値算出部１０６は
、変更頻度値記憶部１２４から変更された設定項目の変更頻度値を読み出し、この変更頻
度値に２を加算する（Ｓ２１）。
【００５３】
　逆に、変更操作時間が長いということは、ユーザーがその設定項目の変更操作に慣れて
おらず操作に時間を要することを示す。つまり、その設定項目の変更操作を行っておらず
、変更頻度が低いことを示す。そこで、加算値決定部１０５は、変更操作時間が閾値より
も長いと判断した場合（Ｓ１９；ＹＥＳ）、加算値を１に決定する。そして、変更頻度値
算出部１０６は、読み出した変更頻度値に１を加算する（Ｓ２０）。
【００５４】
　ここで、閾値とは、例えば、設定項目の変更操作に要する最短時間として、予め定めら
れた操作時間であり、画像形成装置１の設計時に予め測定された値である。加算値決定部
１０５は内部メモリ（不図示）に、各設定項目についてそれぞれの閾値を予め記憶してお
り、この内部メモリから対応する閾値を読み出して変更操作時間との比較を行う。
【００５５】
　また、本実施の形態では、加算値決定部１０５は閾値と変更操作時間とを比較すること
として説明するが、加算値決定部１０５が変更操作時間の平均値を算出し、この平均値と
閾値とを比較するようにしてもよい。この場合、記憶部１２０はユーザー毎に設定項目の
変更操作時間の履歴を記憶し、加算値決定部１０５が変更操作時間を記憶部１２０から読
み出して平均値を算出し、この平均値と閾値とを比較する。この際、例えば、加算値決定
部１０５は、平均値の２倍以上の変更操作時間については、平均値の算出から除外するよ
うにしてもよい。平均値の２倍以上の変更操作時間は、設定項目の変更中にユーザーが画
像形成装置１から離れたり、何らかのトラブルが発生したことを示している可能性があり
、正確な平均値の算出を阻害するためである。
【００５６】
　具体的に説明する。例えばユーザーが両面コピーの設定に加え、コピー濃度の変更を行
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った場合、スタートキー５５が押下される前に、変更操作時間測定部１０３は「設定項目
＝両面／分割」についての変更操作時間と「設定項目＝コピー濃度」についての変更操作
時間を測定済みである。そして、スタートキー５５の押下後、加算値決定部１０５は「設
定項目＝両面／分割」の変更操作時間を読み出して閾値と比較し、加算値を決定する。そ
して変更頻度値算出部１０６は、変更頻度値記憶部１２４からログインユーザーの「設定
項目＝両面／分割」の変更頻度値を読み出し、この変更頻度値に決定された加算値を加算
する。
【００５７】
　続けて、加算値決定部１０５は「設定項目＝コピー濃度」の変更操作時間を読み出して
閾値と比較し、加算値を決定する。そして変更頻度値算出部１０６は、変更頻度値記憶部
１２４からログインユーザーの「設定項目＝コピー濃度」の変更頻度値を読み出し、この
変更頻度値に決定された加算値を加算する。
【００５８】
　尚、本実施の形態では、加算値決定部１０５により変更操作時間が閾値以上又は未満で
あるかを判断して加算値を決定する場合を例に挙げて説明するが、変更操作時間が短いほ
ど加算値が大きくなり、変更操作時間が長いほど加算値が小さくなるように加算値が決定
される方法であれば、上記の方法に限らない。
【００５９】
　次に、実行回数カウント部１０７が実行されたファンクションの実行回数値を実行回数
記憶部１２４から読み出し、１加算する（Ｓ２２）。そして、ショートカット画面作成部
１０８は、加算後の実行回数値が予め定められた値１０であるか否かを判断し（Ｓ２３）
、加算後の実行回数値が１０と判断したときは（Ｓ２３；ＹＥＳ）、ログインユーザーの
各設定項目の上記変更頻度値を変更頻度値記憶部１２３から読み出し、各変更頻度値に応
じてショートカット画面を作成し、このショートカット画面をショートカット画面記憶部
１２２に記憶する（Ｓ２４）。
【００６０】
　ショートカット画面作成部１０８によるショートカット画面の作成方法について詳しく
説明する。ショートカット画面作成部１０８は過去１０回のファンクション実行の間に算
出された変更頻度値に基づいて設定項目のショートカットキーの表示方法を変更すること
で、利便性の高い操作画面を作成する。具体的には、ショートカット画面作成部１０８が
ログインユーザーの各設定項目の変更頻度値を変更頻度値記憶部１２３から読み出し、変
更頻度値の大きい設定項目の設定画面が即座に表示されるショートカットキーを作成して
、そのショートカットキーを配置したショートカット画面を作成する。
【００６１】
　図８は、ショートカット画面作成部１０８が作成したショートカット画面７３の一例を
示した図である。例えば、ショートカット画面作成部１０８は、ショートカット画面内に
ショートカットキーを３つ作成する場合、各設定項目の変更頻度値のうち、「設定項目＝
両面／分割」の変更頻度値が最も大きく、次いで「設定項目＝縮小／拡大」、「設定項目
＝仕上げ／ソートのステープル」であれば、ショートカット画面作成部１０８は「設定項
目＝両面／分割」のショートカットキー８１のサイズを他のショートカットキーに対して
大きいサイズで作成し、操作画面としてのショートカット画面の中央に配置する。
【００６２】
　ショートカット画面７３において、キー８９は、通常操作画面７１に戻るためのキーで
ある。ユーザーがキー８９を押下すると、タッチパネル５２を介して、表示制御部１０２
は表示部５１に通常操作画面７１を表示させる。
【００６３】
　次に、ショートカット画面作成部１０８は「設定項目＝縮小／拡大」のショートカット
キー８２をショートカットキー８１のサイズよりも小さいサイズで作成し、ショートカッ
トキー８１の隣に配置する。さらに、ショートカット画面作成部１０８は、「設定項目＝
ステープル」のショートカットキー８３をショートカットキー８２よりも更に小さいサイ
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ズで作成し、ショートカットキー８１の隣に配置する。このように、ショートカット画面
作成部１０８は、変更頻度値の大きさに比例して各ショートカットキーのサイズを決定し
、更に変更頻度値が大きいショートカットキーほど操作画面の中央付近に近い位置に配置
してショートカット画面を作成する。
【００６４】
　尚、本実施の形態では、ショートカット画面作成部１０８は、変更頻度値の大きい設定
項目のショートカットキーのサイズを大きくして操作画面の中央付近に配置することとし
たが、この他に、ショートカットキーの色を変更する等してもよい。つまり、ショートカ
ット画面作成部１０８は、使用頻度の高い設定項目のショートカットキーが視認されやす
い表示となるようにショートカットキーを作成する。
【００６５】
　また、ショートカット画面作成部１０８は、変更頻度値記憶部１２３が記憶する変更頻
度値が予め定められた値以上の設定項目が存在する場合に、当該設定項目の変更指示を受
け付けるショートカットキーを作成し、当該ショートカットキーを配置した前記ショート
カット画面を作成するようにしてもよい。例えば、ショートカット画面作成部１０８は、
変更頻度値記憶部１２３から読み出した各設定項目の変更頻度値のうち、最も値の大きい
変更頻度値が予め定められた値以上の場合にショートカット画面の作成を行い、最も値の
大きい変更頻度値が予め定められた値より小さい場合は、ショートカット画面の作成を行
わないようにしてもよい。ショートカット画面作成部１０８がショートカット画面の作成
を行わない限り、即ち、ショートカット画面記憶部１２２にショートカット画面が記憶さ
れない限り、表示制御部１０２は、ログイン時には図６に示した通常操作画面７１を表示
させる。
【００６６】
　図５に戻る。Ｓ２４の後、実行回数カウント部１０７は実行回数値を０にリセットする
（Ｓ２５）。一方、実行回数値が１０ではない場合（Ｓ２３；ＮＯ）、制御部１００はＳ
２６へ処理を移行する。次に、ユーザーがログアウト操作をしていない場合（Ｓ２６；Ｎ
Ｏ）、制御部１００はＳ１２へ処理を移行する。一方、ユーザーがログアウト操作をした
場合（Ｓ２６；ＹＥＳ）、制御部１００は処理を終了する。
【００６７】
　一方、Ｓ１３において、ショートカット画面のショートカットキー（ショートカットキ
ー８１、８２及び８３）が押下されている場合（Ｓ１３；ショートカットキー）、変更操
作時間測定部１０３は変更操作時間の測定を行わず、加算値決定部１０５は、加算値を２
に設定し、変更頻度値算出部１０６が押下されたショートカットキーに対応する変更頻度
値を変更頻度値記憶部１２３から読み出して、この変更頻度値に２を加算する（Ｓ２１）
。すなわち、この場合、加算値決定部１０５は、予め定められた値１を加えた加算値を加
算する。
【００６８】
　ショートカット画面７３の選択キーが押下された場合は、その設定項目をよく利用する
ことを示す。従って、変更操作時間測定部１０３による変更操作時間の測定は行わず、加
算値決定部１０５は加算値を２とする。これにより、変更操作時間の測定にかかる処理負
荷を軽減することができる。
【００６９】
　以上、説明したように、変更頻度値の比較的大きい設定項目の設定画面が即座に表示さ
れるショートカットキーがユーザーに視認しやすい方法で作成されてショートカット画面
に配置されることにより、利便性を向上させることができる。また、ショートカット画面
作成部１０８が作成したショートカット画面は、ショートカット画面記憶部１２２に記憶
され、ユーザーがログインすると、表示制御部１０２がそのユーザーと対応付けて記憶さ
れたショートカット画面を読み出して表示部５１に表示するため、ユーザーは使用頻度の
高い設定項目の変更を即座に行うことができ、作業効率を向上させることができる。
【００７０】
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　また、単に設定項目の変更回数をカウントするのではなく、変更操作時間測定部１０３
が変更操作にかかった時間を測定し、この変更操作時間に応じて変更頻度値に加算する値
を可変する。これにより、使用頻度の高い設定項目の変更頻度値を確実に増やすことがで
き、つまりは、その設定項目のショートカットキーがショートカット画面に配置されやす
くなる。従って、使用頻度の高い設定項目のショートカットキーを正確にショートカット
画面に配置させることができる。
【００７１】
　また、スタートキー５５が押下された後、つまりファンクションの実行指示の後に設定
変更判断部１０４が、設定項目が変更されたか否かを判断するため、設定項目の変更が行
われたか否かを正確に判断することができる。
【００７２】
　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。例えば、上
記実施形態では、本発明に係る電子機器として、複合機からなる画像形成装置１を一実施
形態としているが、これは一例に過ぎず、他の画像形成装置、例えば、プリンター、コピ
ー機、ファクシミリ装置等の他の画像形成装置でもよいし、更には、他の電子機器、例え
ば、医療機器、表示装置、等であってもよい。
【００７３】
　また、上記実施形態では、図１乃至図８を用いて上記実施形態により示した構成及び処
理は、本発明の一実施形態に過ぎず、本発明を当該構成及び処理に限定する趣旨ではない
。
【符号の説明】
【００７４】
１　　　画像形成装置
５　　　画像読取部
１２　　画像形成部
４７　　操作部
５１　　表示部
５２　　タッチパネル
１１０　画像メモリ
１００　制御部
１０１　認証部
１０２　表示制御部
１０３　変更操作時間測定部
１０４　設定変更判断部
１０５　加算値決定部
１０６　変更頻度値算出部
１０７　実行回数カウント部
１０８　ショートカット画面作成部
１２０　記憶部
１２１　ログイン情報記憶部
１２２　ショートカット画面記憶部
１２３　変更頻度値記憶部
１２４　実行回数記憶部
１３０　通信部
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