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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入出力される情報に対して実行される複数の処理機能を備え、各処理機能についての案
内、選択入力、及び、処理条件の設定入力に関する表示画面を表示する表示部を備えた情
報処理装置において、
　動作の開始の指示を待機している間に原稿台にセットされた原稿のサイズ、または給紙
すべき記録用紙のサイズを検出する検出手段と、原稿や記録用紙に対して実行される上記
複数の処理機能の中から、前記検出手段が検出した原稿のサイズや給紙すべき記録用紙の
サイズに応じて、この原稿や記録用紙に対して実行することができる複数の処理機能を選
択して利用者に対して選択された処理機能の存在をヒント情報として表示し、且つ実行で
きない処理機能を表示しない表示手段と、この表示手段に表示されたヒント情報の表示要
求がなされると実行することができる複数の処理機能を表示させ、その中から希望する処
理機能を選択する選択手段と、を備えた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】
　この発明は、機器の状況等の情報を表示する情報表示部、及び、機器に対する指示入力
を受け付ける入力部を設けた情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、情報処理装置の多機能化、高性能化が著しく、例えば、ディジタル複写機におい
ては、スキャナ部から入力された原稿の画像に対して多彩な画像処理機能の中から選択さ
れた処理を行ってプリンタ部から処理後の画像を出力したり、出力された記録物に対して
種々の後処理を施して編集物として提供できる装置が提案されている。このように多機能
化された情報処理装置における機能の選択等の指示入力をキー操作のみによって行うこと
とすると、操作パネル上に多数のキーを配置する必要を生じ、操作すべきキーを認識する
ことが困難になり、操作性が低下する。
【０００３】
　そこで、従来の情報処理装置では、指示内容を順次切り換えて表示する表示部、及び、
この表示部の画面上に配置した透明タッチパネルによって指示入力部を構成したものがあ
る（例えば、特許文献１参照。）。特許文献１に開示された複写機では、操作部内に配置
したＬＣＤ画面の表示内容をそれまでの操作者の指示に応じて順次切り換え、操作者がタ
ッチパネルを押圧操作した際に、その操作位置に表示中の指示内容が指示されたと判断し
て処理動作を実行し、特に、複写用紙の選択時に複写機における複数の給紙トレイの装着
位置を、ＬＣＤ画面に表示した複写機内に対応させて表示するようにしている。
【０００４】
　このように、従来の情報処理装置では、操作者の指示状態に応じて装置の状態、情報処
理動作に関する指示内容、又は、操作者に対するメッセージ等の表示部における表示内容
を順次切り換えるとともに、表示部における表示内容とタッチパネルにおける操作位置と
に基づいて操作者の指示内容を決定するようにし、操作者の指示内容と無関係の内容を表
示しないようにして情報処理装置の各機能に関する指示入力を容易にしている。
【特許文献１】特開平６－３５２８２号公報
【特許文献２】実開昭６１－１８８１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の情報処理装置では、操作者の選択操作のみに基づいて表示部にお
ける表示内容を切り換えるようにしているため、操作者が情報処理装置の各機能の内容を
熟知していない場合には、情報処理装置が有する多数の機能を有効に活用することができ
ない問題があった。
【０００６】
　この問題を解消するものとして、特許文献２には、装置が有する各機能の内容や利用方
法を案内するガイダンス機能を備えた構成が開示されているが、この構成では操作者が選
択した機能についてのガイダンスを行うものであるため、装置が有する全ての機能の内容
を認識するためには操作者は各機能について選択操作を繰り返す必要があり、装置が有す
る機能数の増加にともなって操作者の操作が煩雑化し、操作者が所望する処理結果を得る
ために必要な機能を容易に選択することができない問題がある。
【０００７】
　この発明の目的は、操作者が情報処理装置の各機能の内容を熟知していない場合であっ
ても、多数の機能を有効に活用することができる情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は以下の構成を備えている。
【０００９】
　この発明は、入出力される情報に対して実行される複数の処理機能を備え、各処理機能
についての案内、選択入力、及び、処理条件の設定入力に関する表示画面を表示する表示
部を備えた情報処理装置において、
　動作の開始の指示を待機している間に原稿台にセットされた原稿のサイズ、または給紙
すべき記録用紙のサイズを検出する検出手段と、原稿や記録用紙に対して実行される上記
複数の処理機能の中から、前記検出手段が検出した原稿のサイズや給紙すべき記録用紙の
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サイズに応じて、この原稿や記録用紙に対して実行することができる複数の処理機能を選
択して利用者に対して選択された処理機能の存在をヒント情報として表示し、且つ実行で
きない処理機能を表示しない表示手段と、この表示手段に表示されたヒント情報の表示要
求がなされると実行することができる複数の処理機能を表示させ、その中から希望する処
理機能を選択する選択手段と、を備えたことを特徴とする。
　この発明においては、原稿台にセットされた原稿のサイズ、または給紙すべき記録用紙
のサイズを検出し、この検出結果に応じてこの原稿や記録用紙に対して実行することがで
きる複数の処理機能を選択して利用者に対して選択された処理機能の存在をヒント情報と
して表示し、且つ実行できない処理機能を表示しない。このため、操作者が情報処理装置
の各処理機能の内容を熟知していない場合であっても、装置が有する多数の処理機能が有
効に活用される。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、装置に入出力される情報に対して実行可能な複数の処理機能のそれ
ぞれについての案内、選択入力、及び、処理条件の設定入力に関する表示形態を、原稿台
にセットされた原稿のサイズ、または給紙すべき記録用紙のサイズに応じて変更すること
により、操作者が情報処理装置の各処理機能の内容を熟知していない場合であっても、装
置が有する多数の処理機能を有効に活用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、この発明の実施形態をディジタル複写機を例にあげて説明する。なお、この発
明は、ディジタル複写機に限らず、多数の機能を備えた情報処理装置に一般的に実施する
ことができる。
【００１２】
　図１は、この発明の実施形態に係るディジタル複写機の構成を示す図である。この発明
の実施形態に係るディジタル複写機３０は、原稿画像についての複写モード、パーソナル
コンピュータ等の外部装置において作成された画像データについてのプリンタモード、及
び、公衆電話回線網を介して送信されたファクシミリ画像についてのファクスモード等の
各モードによる画像形成処理を実行する。
【００１３】
　ディジタル複写機３０は、スキャナ部３１とレーザ記録部３２とに大別される。スキャ
ナ部３１は、透明ガラス体の原稿台３５、原稿台３５の上面に原稿を給送する自動両面原
稿送り装置（ＲＡＤＦ）３６、原稿台３５の上面に載置された原稿の画像を読み取るスキ
ャナユニット４０によって構成されている。スキャナ部３１において読み取られた原稿の
画像データは、レーザ記録部３２に出力される。
【００１４】
　ＲＡＤＦ３６は、図外の原稿トレイから原稿台３５を経由して図外の排出トレイに至る
片面原稿給送路、スキャナユニット４０による片面の画像の読取が完了した原稿の表裏面
を反転して再度原稿台３５に導く両面原稿給送路、オペレータの選択に応じて片面原稿給
送路又は両面原稿給送路のいずれかを有効にする給送路切換手段、各給送路中において原
稿に給送力を与える給送ローラ及び給送ベルト、並びに、給送路中における原稿の給送状
態を検出するセンサ等を備えている。
【００１５】
　スキャナユニット４０は、ランプリフレクタアセンブリ４１、ミラー４２ａ～４２ｃ、
レンズ４３及び光電変換素子４４を備えている。ランプリフレクタアセンブリ４１はミラ
ー４２とともに第１ミラーベース４０ａに搭載されており、ミラー４２ｂ及び４２ｃは第
２ミラーベース４０ｂに搭載されている。第１ミラーベース４０ａは、原稿台３５の下面
を所定速度で移動し、原稿台３５に載置された原稿の画像面の全面をランプリフレクタア
センブリ４１から照射される光によって走査する。第２ミラーベース４０ｂは、原稿台３
５の下面を第１ミラーベース４０ａの移動速度の１／２の速度で移動し、原稿の画像面に
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おける反射光を光路長を変化させることなくレンズ４３に配光する。レンズ４３は、原稿
の画像面における反射光を光電変換素子４４の受光面に結像させる。光電変換素子４４は
、原稿の画像面における反射光を電気信号に変換し、後述する画像処理部に出力する。
【００１６】
　レーザ記録部３２は、記録用紙を搬送する用紙搬送部５０、レーザ書込ユニット４６及
び電子写真プロセス部４７を備えている。用紙搬送部５０は、手差しトレイ５４及び給紙
カセット５１，５２から電子写真プロセス部４７を経由して複写機３０の排紙側の側面に
装着された後処理装置３４に至る用紙搬送路を構成する給紙ローラ、搬送ローラ、搬送ベ
ルト及び排紙ローラを備えている。また、用紙搬送部５０は、記録用紙の両面に画像を形
成する両面複写モード時、又は、記録用紙の片面に複数の原稿の画像を形成する多重複写
モード時に、定着ローラ４９を通過した記録用紙を表裏面を反転して、又は、表裏面を反
転せずに中間トレイ５３を経由して再度電子写真プロセス部４７に導く副搬送路を備えて
いる。
【００１７】
　レーザ書込ユニット４６は、画像処理部から供給される画像データに基づいてレーザ光
を照射する半導体レーザ、半導体レーザから照射された光を電子写真プロセス部４７の感
光体ドラム４８の表面に主走査方向に配光するポリゴンミラー、及び、ポリゴンミラーに
おいて配光されたレーザ光を等角速度偏光するｆ－θレンズを備えている。この構成によ
り、レーザ書込ユニット４６は、画像処理部において画像処理を施された画像データに基
づく画像光を感光体ドラム４８の表面に配光する。
【００１８】
　電子写真プロセス部４７は、回転自在に支持された感光体ドラム４８の周囲に、帯電チ
ャージャ、現像装置、転写チャージャ、剥離チャージャ、クリーナ及び除電器等を配置し
て構成されている。感光体ドラム４８の表面は、レーザ書込ユニット４６による画像光の
配光に先立って、帯電チャージャにより単一極性の電荷が均一に付与されており、画像光
が配光されると光導電作用により静電潜像が形成される。この静電潜像に対して現像装置
からトナーが供給され、トナー画像に顕像化される。
【００１９】
　用紙搬送部５０は、感光体ドラム４８の回転に同期して記録用紙を感光体ドラム４８と
転写チャージャとの間に導き、転写チャージャのコロナ放電により感光体ドラム４８の表
面に担持されたトナー画像が記録用紙の表面に転写される。トナー画像が転写された記録
用紙は、剥離チャージャのコロナ放電により感光体ドラム４８の表面から剥離された後に
定着ローラ４９に導かれ、加熱及び加圧を受け、トナー画像が溶融して記録用紙の表面に
定着する。トナー画像を記録用紙に転写した感光体ドラム４８の表面は、クリーナによる
残留トナーの除去、及び、除電器による残留電荷の除去を受けた後、再度帯電チャージャ
による電荷の付与を受け、電子写真プロセスに繰り返し使用される。
【００２０】
　図２は、上記複写機の制御部の構成を示すブロック図である。複写機３０の制御部は、
メイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１により、ユニット毎に配置された
ボードに搭載されたＣＰＵを介して各ユニットを構成する機器を統括して制御する。即ち
、複写機３０の制御部は、複写機３０の上面に設けられた操作パネルを管理するオペレー
ションパネルボード１００、複写機３０内の各機器を管理するマシンコントロールボード
２００、光電変換素子４４を周辺部品とともに搭載したＣＣＤボード３００、画像データ
に対して基本的な各種の画像処理を施すＣＰＵ４１を周辺部品とともに搭載したメイン画
像処理ボード４００、メイン画像処理ボード４００における画像処理後の画像データに対
して種々の画像処理を選択的に施すサブ画像処理ボード５００、並びに、複写機３０のプ
リンタ機能やファクシミリ機能等の拡張機能に対応したプリンタボード６０１、機能拡張
ボード６０２及びファクシミリボード６０３等の拡張ボード群６００によって構成されて
いる。
【００２１】
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　オペレーションパネルボード１００は、メイン画像処理ボード４００のＣＰＵ４０１を
マスタＣＰＵとするスレーブＣＰＵであるＣＰＵ１０１をメモリ１０２とともに搭載して
いる。ＣＰＵ１０１は、操作パネル１０３に配置された液晶表示装置（以下、表示装置と
言う。）６に供給する表示データ、及び、操作キー１０５の操作データを管理し、ＣＰＵ
１０１に入出力されるデータをメモリ１０２に一時格納する。ＣＰＵ１０１はＣＰＵ４０
１との間でデータの通信を行い、操作キー１０５の操作によるオペレータの動作指示の内
容を表すデータをＣＰＵ４０１に送信するとともに、ＣＰＵ４０１から送信されるデータ
に基づいて表示装置６に複写機３０の動作状態に応じた表示を行う。
【００２２】
　マシンコントロールボード２００は、メイン画像処理ボード４００のＣＰＵ４０１をマ
スタＣＰＵとするスレーブＣＰＵであるＣＰＵ２０１をメモリ２０２とともに搭載してい
る。ＣＰＵ２０１は、後処理装置３４、ＲＡＤＦ３６、スキャナ部３１、電子写真プロセ
ス部４７及び用紙搬送部５０のそれぞれを管理する。　ＣＣＤボード３００は、光電変換
素子４４、光電変換素子４４を駆動するゲートアレイ３０２、光電変換素子４４の出力信
号のゲイン調整等を行うアナログ回路３０３、及び、アナログ回路３０３の出力信号をデ
ィジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換回路３０４を搭載している。これらの光電変換素子
４４及び各回路３０２～３０４は、メイン画像処理ボード４００に搭載されているＣＰＵ
４０１によって管理される。
【００２３】
　メイン画像処理ボード４００は、ＣＰＵ４０１、多値画像処理部４０２、メモリ４０３
及びレーザコントロール部４０４を搭載している。多値画像処理部４０２は、ＣＣＤボー
ド３００のＡ／Ｄ変換回路３０４を介して入力された画像データに対して、画像の階調性
を所望の状態で表現するためのシェーディング補正、濃度補正、領域分離、フィルタ処理
、ＭＴＦ補正、解像度変換、変倍処理及びγ補正等の多値の画像データに対する画像処理
を実行する。メモリ４０３は、画像処理後の画像データを画像処理手順管理のための制御
データとともに記憶する。レーザコントロール部４０４は、画像処理後の画像データによ
ってレーザ書込ユニット４６の半導体レーザを駆動する。
【００２４】
　サブ画像処理ボード５００は、メイン画像処理ボード４００とコネクタ４０５，５０５
を介して接続されており、メイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１によっ
て制御される２値画像処理部５０１、メモリ５０２、ハードディスク５０３及びＳＣＳＩ
５０４が搭載されている。２値画像処理部５０１は、多値画像データを２値画像データに
変換する変換処理部、画像を回転する回転処理部、及び、２値画像データの倍率変換を行
う変倍処理部等の処理部とともに、ファクシミリ画像の送受信を行うファクシミリインタ
フェースを備えている。また、メモリ５０２、ハードディスク５０３及びＳＣＳＩ５０４
に対するデータの入出力は、ゲートアレイを介して行われる。
【００２５】
　拡張ボード６００には、パーソナルコンピュータ等の外部装置からの画像データの入力
を受け付けるプリンタボード６０１、複写機３０が有する編集機能を用いて編集した画像
データを外部装置において活用するための機能拡張ボード６０２、及び、画像データを公
衆電話回線網を介して送受信するためのファクシミリボード６０３等がある。
【００２６】
　以下に、複写機３０におけるコピーモード、プリンタモード及びファクシミリモードの
それぞれにおける画像データの処理について説明する。
【００２７】
　通常のコピーモード時には、ＲＡＤＦ３６を介して原稿台３５に給送された原稿の画像
がスキャナユニット４０によって順次読み取られ、８ビットの画像データとしてメイン画
像処理ボード４００に送られ、多値画像処理部４０２において所定の画像処理が施された
後、レーザコントロール部４０４を介してレーザ書込ユニット４６に供給される。これに
よって、記録部３２において階調性のあるコピー画像が記録用紙上に形成されて出力され
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る。
【００２８】
　電子ＲＤＨ機能によるコピーモード時には、ＲＡＤＦ３６を介して原稿台３５に給送さ
れた原稿の画像がスキャナユニット４０によって順次読み取られ、８ビットの画像データ
としてメイン画像処理ボード４００に送られ、多値画像処理部４０２において所定の画像
処理が施された後、サブ画像処理ボード５００に供給される。サブ画像処理ボード５００
では、２値画像処理部５０１において、８ビットの画像データに対して誤差拡散等の処理
を含む２値化処理を行い、１ビットの画像データとして原稿１枚毎にハードディスク５０
３に格納される。これらの処理がＲＡＤＦ３６にセットされた全ての原稿について実行さ
れる。ハードディスク５０３に格納された複数枚の画像データは、ゲートアレイの制御に
よりページ順に読み出す処理が設定部数回だけ繰り返して実行され、メイン画像処理ボー
ド４００において所定の画像処理の後にレーザコントロール部４０４を介してレーザ書込
ユニット４６に供給される。したがって、各原稿の画像を複数部ずつ画像形成する場合に
も、各原稿の画像についての読取動作を１回のみ行うだけでよい。また、この電子ＲＤＨ
機能によるコピーモードでは、ＲＡＤＦ３６にセットされた全ての原稿の画像を一旦ハー
ドディスク５０３に格納する際に、画像データを２値化するため、ハードディスク５０３
として多量のメモリ容量が必要となることがない。さらに、この２値化処理時に誤差拡散
等の処理を実行するため、画質の著しい低下を招くこともない。なお、１部目の画像形成
処理時には、ハードディスク５０３への書込と同時に２値化処理後の画像データをメイン
画像処理ボード４００に出力するようにしてもよい。
【００２９】
　プリンタモード時には、パーソナルコンピュータ等の外部装置から入力された画像デー
タはプリンタボード６０１においてページ単位の画像として展開された後、ＳＣＳＩ５０
４から一旦サブ画像処理ボード５００に供給されてハードディスク５０３に格納される。
この時、サブ画像処理ボード５００において２値化処理は行わない。ハードディスク５０
３に格納された画像データは、所定のページ順となるように読み出されてメイン画像処理
ボード４００に出力され、γ補正等の処理の後にレーザコントロール部４０４を介してレ
ーザ書込ユニット４６に供給される。
【００３０】
　ファクシミリモード時の処理としては、画像データを送信する処理と受信する処理とが
ある。原稿の画像データを送信する際には、ＲＡＤＦ３６にセットされた送信原稿が１枚
ずつ原稿台３５に給送され、スキャナユニット４０による読取処理を受ける。スキャナユ
ニット４０によって読み取られた送信原稿の画像データは、８ビットの画像データとして
メイン画像処理ボード４００の多値画像処理部４０２において所定の画像処理が施された
後にサブ画像処理ボード５００に転送され、２値画像処理部５０１において誤差拡散処理
を含む２値化処理、及び、所定の形式による圧縮処理を施された後にメモリ５０２に格納
される。次いで、公衆電話回線網に対して送信先のファクシミリ番号を発呼し、送信可能
な状態が確保されると、メモリ５０２に格納されている画像データを読み出してファクシ
ミリボード６０３において圧縮形式の変更等の必要な処理を施した後、送信先のファクシ
ミリ装置に送信する。
【００３１】
　公衆電話回線網を介して送信された画像データを受信する際には、ファクシミリボード
６０３において受信した画像データをファクシミリインタフェースを介して２値画像処理
部５０１に転送し、２値画像処理部５０１において伸長処理を施してページ画像に再現す
る。ページ単位の画像として再現された画像データは、メイン画像処理ボード４００に転
送され、γ補正等の画像処理後にレーザコントロール部４０４を介してレーザ書込ユニッ
ト４６に供給される。
【００３２】
　以上のように、複写機３０では、多値画像データを処理するメイン画像処理ボード４０
０と２値画像データを処理するサブ画像処理ボード５００とに分割して画像処理部を構成
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しており、スキャナ部３１において読み取られた原稿の画像は、メイン画像処理ボード４
００において多値画像データとして画像処理してレーザ書込ユニット４６に供給すること
により、原稿の画像の特徴を損なうことなく記録用紙上に複写画像を形成することができ
るとともに、大量の原稿の画像を多量部数出力する場合には、サブ画像処理ボード５００
において２値画像データとして画像処理することにより、処理の高速化を図ることができ
る。また、画像処理部を分散させることによって複写機の機能の多様化に対応することが
できる。さらに、メイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１によってサブ画
像処理ボード５００に搭載されている各部を制御するようにしているため、メイン画像処
理ボード４００及びサブ画像処理ボード５００において連続して画像データを処理する際
に画像データ及び処理の流れを円滑に行うことができ、画像データの損失を生じることが
ない。
【００３３】
　図３は、上記複写機に備えられる操作パネルの平面図である。操作パネル７５の中央部
には、タッチパネルを備えた表示装置６が配置されており、表示装置６における基本スタ
ート画面には、複写機３０の概略図とともに、コピー濃度を設定するための濃度設定キー
７、用紙サイズを設定する用紙サイズ設定キー８、及び、複写倍率を設定する倍率設定キ
ー９が設けられている。表示装置６の左右側面の近傍には、液晶表示装置６の表示画面に
、画像編集機能の設定のための編集モード設定画面を表示させる特別機能モードキー１０
、両面複写機能の設定のための両面複写モード設定画面を表示させる両面複写モードキー
１１、ソータ処理やステープル処理等の後処理機能の設定のための後処理設定画面を表示
させるソータ／ステープルキー１２、現在設定されているモードの内容を確認するための
設定確認キー１３、操作方法等のガイダンスを表示させる操作ガイドキー１４、ガイダン
スの表示内容をスクロールさせるスクロールキー１４１及び１４２、並びに、外部装置と
の通信状況を確認するための通信状況確認キー２３が設置されている。
【００３４】
　また、操作パネル７５における表示装置６の右側には、複写枚数等の数値情報を入力す
るためのテンキー１５、複写動作の実行中に別の複写モードに係る複写動作を割込処理さ
せるための割込キー１６、テンキー１５等による設定内容を消去するクリアキー１７、複
写機３０に対する全ての設定内容を標準状態に復帰させる全解除キー１８、及び、複写動
作の開始を指示するためのスタートキー１９が配置されている。さらに、操作パネル７５
における表示装置６の左側には、複写機３０の動作モードをファクシミリモード、プリン
タモード及びコピーモードのそれぞれに切り換えるためのモード切換キー２０～２２が配
置されている。
【００３５】
　なお、上述した操作パネル７５における表示装置やキーの配置状態は一例を示すもので
あり、複写機３０が有する機能に応じて配置されるキーや表示装置６における表示内容も
変化する。
【００３６】
　図４は、上記複写機の操作パネルに配置された表示装置の表示画面の詳細を示す図であ
る。複写機３０の表示装置６は、上面に透明のタッチパネル１０１を積層配置して備えて
いる。なお、タッチパネル１０１は、表示装置６の上面のみならず表示装置６の近傍のパ
ネル面に表記されたキーの上面をも被覆しており、表示装置６に表示されたキーの操作状
態（操作内容）とともにパネル面に表記されたキーの操作状態をもタッチパネル１０１に
よって検出する。標準状態における複写機３０の表示装置６に表示される基本画面の中央
部には、複写機３０の外観図１０２が表示される。この概略図１０２には、複写機３０の
本体１０３やソータ１０４とともに用紙給紙装置１０５が含まれ、用紙給紙装置１０５に
準備されている記録用紙のサイズ等が表示される。
【００３７】
　図５は、上記複写機の表示装置における両面複写機能の設定画面の表示状態を示す図で
ある。図４に示す表示画面において外観図１０２における本体１０３の表示位置、又は、
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両面コピーキー１１の表記位置を押圧操作すると、表示装置６の表示画面は、図５（Ａ）
に示す両面複写機能の設定画面に移行する。この両面複写機能の設定画面では、表示装置
６に図４の基本画面に表示されていた外観図１０２における本体１０３が表示されるとと
もに、両面複写機能における処理内容を設定するための設定キーが表示される。
【００３８】
　即ち、表示装置６において、本体１０３の左側には片面原稿から片面コピーを作成する
標準状態のモードを指示するためのキー１０６が表示される。また、本体１０３の下側に
は、偶数枚の片面原稿から両面コピーを作成するモードを指示するためのキー１０７、奇
数枚の片面原稿から両面コピーを作成するモードを指示するためのキー１０８、両面原稿
から両面コピーを作成するモードを指示するためのキー１０９、及び、両面原稿から片面
コピーを作成するモードを指示するためのキー１１０が、それぞれのモードの内容を示す
アイコンとともに表示される。さらに、本体１０３の右側には、処理すべき片面原稿が偶
数枚であるか奇数枚であるかが不明である場合に原稿の枚数を計数する処理を行わせる際
に操作するキー１１１、及び、両面複写モードの表示画面の表示を終了させる際に操作す
るキー１１３が表示される。
【００３９】
　図５（Ａ）に示す表示画面において、キー１０６～キー１１０のいずれかが押圧操作さ
れると、表示画面中の本体１０３内に指示された処理内容を示すアイコンが表示される。
例えば、図５（Ａ）に示す表示画面において偶数枚の片面原稿から両面コピーを作成する
モードを指示するキー１０７が押圧操作されると、図５（Ｂ）に示すように、キー１０７
内に表示されているものと同じアイコン１１２が本体１０３内に表示される。この状態か
らキー１１３が押圧操作されると、偶数枚の片面原稿から両面コピーを作成するモードの
設定が確定し、図５（Ｃ）に示すように、本体１０３内にアイコン１１２を表示した状態
で、標準状態の表示画面に戻る。
【００４０】
　図６は、上記複写機の表示装置におけるアウトプット機能の設定画面の表示状態を示す
図である。図４に示す基本画面において外観図１０２における後処理装置１０４の表示位
置、又は、ソータ／ステープルキー１２の表記位置を押圧操作すると、表示装置６の表示
画面は、図６（Ａ）に示すアウトプット機能の設定画面に移行する。このアウトプット機
能の設定画面では、表示装置６の表示画面に図４の基本画面に表示されていた外観図１０
２における後処理装置１０４が表示されるとともに、アウトプット機能における処理内容
を設定するための設定キーが表示される。
【００４１】
　即ち、表示装置６の表示画面において、本体１０３の右側には、コピー済みの用紙を丁
合した状態で複数の部数に仕分けるソート機能を指示するためのキー１１４、コピー済み
の用紙に対するステープル処理を施すステープル機能を指示するためのキー１１５、及び
、コピー済みの用紙を丁合した状態で各部毎に異なる位置に排出するオフセット機能を指
示するキー１１６が、それぞれの機能の内容を示すアイコンとともに表示される。また、
本体１０３の右側の上部には、アウトプット機能の表示画面の表示を終了させる際に操作
するキー１１３が表示される。
【００４２】
　図６（Ａ）に示す表示画面において、キー１１４～キー１１６のいずれかが押圧操作さ
れると、表示画面中の後処理装置１０４内に指示された処理内容を示すアイコンが表示さ
れる。例えば、図６（Ａ）に示す表示画面においてソート機能を指示するキー１１４が押
圧操作されると、図６（Ｂ）に示すように、キー１１４内に表示されているものと同じア
イコン１１８が後処理装置１０４内に表示される。また、図６（Ａ）に示す表示画面にお
いて、キー１１４～キー１１６のうち、重複して設定することができる複数の機能に係る
複数のキーが押圧操作された場合には、重複して設定された複数の機能を示すアイコンを
後処理装置１０４内に表示するようにしてもよい。例えば、ソート機能とステープル機能
とが重複して設定された場合には、図６（Ｃ）に示すように、キー１１４及び１１５のア
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イコンを組み合わせたアイコン１１９を後処理装置１０４内に表示する。図６（Ｂ）又は
（Ｃ）に示す状態からキー１１３が押圧操作されると、ソート機能又はソート機能とステ
ープル機能の設定が確定し、図６（Ｄ）に示すように、後処理装置１０４内にアイコン１
１８又は１１９を表示した状態で基本画面に戻る。
【００４３】
　図７は、上記複写機の表示装置における用紙選択機能の設定画面の表示状態を示す図で
ある。図４に示す基本画面において外観図１０２における給紙装置１０５の表示位置、又
は、用紙サイズ設定キー８の表示位置を押圧操作すると、表示装置６の表示画面は、図７
（Ａ）に示す用紙選択機能の設定画面に移行する。この用紙選択機能の設定画面では、表
示装置６の表示画面に実際の給紙装置における用紙の装着位置を一致させた状態で給紙位
置を選択するためのキー１２０ａ～１２０ｈが表示される。
【００４４】
　図７（Ａ）に示す表示画面において、キー１２０ａ～１２０ｈのいずれかが押圧操作さ
れると、操作されたキーが反転表示される。キー１２０ａ～１２０ｈの押圧操作による用
紙の選択が確定すると、図７（Ｂ）に示すように、外観図１０２の給紙装置１０５におい
て給紙すべき用紙として選択された用紙の位置を反転表示した状態で、基本画面に戻る。
【００４５】
　図８は、上記複写機の表示装置における特別機能の選択画面の表示状態を示す図である
。操作パネル７５上に配置された特別機能キー１０が押圧操作されると、表示装置６には
、複写機３０において設定可能な各種の特別機能の選択画面が表示される。この選択画面
において表示装置６に表示される特別機能としては、例えば、記録用紙に綴じ代を形成す
る綴じ代機能や原稿の周囲の画像を消去する枠消去機能等があり、表示装置６には、各機
能の実行を選択するためのキー１２１ａ～１２１ｇ等が表示される。これらキー１２１ａ
～１２１ｇのうちで押圧操作されたキーが反転表示される。
【００４６】
　また、機能によっては詳細な条件の設定が必要になるものもあり、詳細な条件の設定が
必要な機能が選択された場合には、表示装置６にはその機能に係る条件の設定入力を受け
付ける条件設定画面が表示される。例えば、図８に示す機能選択画面において綴じ代キー
１２１ａが押圧操作されると、図９（Ａ）又は（Ｂ）に示す条件設定画面が表示され、記
録用紙において綴じ代を形成すべき位置、及び、綴じ代量の設定入力を受け付ける。図９
（Ａ）は記録用紙の左側に綴じ代を形成する場合であり、図９（Ｂ）は記録用紙の上側に
綴じ代を形成する場合である。また、図８に示す機能選択画面において枠消去キー１２１
ｂが押圧操作されると、図１０（Ａ）～（Ｃ）に示す条件設定画面が表示され、原稿の画
像において消去すべき枠の位置、及び、消去幅の設定入力を受け付ける。図１０（Ａ）は
原稿画像の周囲を消去する場合、図１０（Ｂ）は原稿画像の中央部を消去する場合、図１
０（Ｃ）は原稿画像の周囲及び中央部を消去する場合である。
【００４７】
　次に、上記ディジタル複写機の制御部で実施される処理手順について説明する。以下の
第１～第１３の処理手順のうち、本発明の実施例に対応するものは、第１、第２、第８、
及び第９の処理手順であり、他の処理手順は参考例である。
【００４８】
　図１１は、上記複写機の制御部の第１の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図１１に示す処理は、複写機３０の状態に基づいてオペレータの所望する使用状況を推定
し、推定した使用状況に応じた機能を表示装置６における表示によってオペレータに認識
させるものである。複写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１
は、スタートキー１９の押圧操作による複写動作の開始の指示を待機している間において
他のキーが操作されたか否か、及び、原稿台３５の上面が開放されたか否かの判別を行い
（ｓ１～ｓ３）、ＲＡＤＦ３６の揺動による原稿台３５の開放状態を検出すると、原稿台
３５上に原稿がセットされているか否かの判別を行う（ｓ４）。
【００４９】
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　原稿台３５上に原稿がセットされた状態で原稿台３５の上面が開放されている場合には
、ＣＰＵ４０１は、オペレータが原稿の背面を覆うことなく原稿の画像を読み取ろうとし
ているか、又は、ＲＡＤＦ３６によって原稿の背面を覆うことができない本等の厚みの大
きい原稿の画像を読み取ろうとしていると判断し、これらの読取処理に適した枠消去機能
及び１セット２コピー機能が存在することをオペレータに表示するヒント表示を行う（ｓ
５，ｓ６）。
【００５０】
　このヒント表示は、例えば図１２に示すように、表示装置６における表示画面の余白部
分に、複写機３０の状態に基づいて判断したオペレータによる使用状況に適した機能名１
３１，１３２を「ヒント」の文字１３０とともに表示する。オペレータが機能名１３１又
は１３２の表示位置を押圧操作すると、押圧操作した機能の内容を説明するガイダンスを
例えば図１３（Ａ），（Ｂ）に示すように表示する（ｓ７，ｓ８）。このガイダンスには
、その機能を選択しない場合に操作する戻りキー１４１及びその機能を選択する場合に操
作する選択キー１４２が含まれ、ＣＰＵ４０１は、戻りキー１４１が押圧操作された場合
には表示装置６の表示内容を基本画面にしてスタートキー１９の押圧操作を待機する（ｓ
９，ｓ１０）。
【００５１】
　図１３（Ａ）又は（Ｂ）に示すガイダンス画面において選択キー１４２が押圧操作され
た場合には、ＣＰＵ４０１は、その機能に設定すべき詳細情報があるか否かを判別し（ｓ
１１，ｓ１２）、枠消去モードのように詳細情報の設定が必要なモードが選択された場合
には、図１０に示した条件設定画面を表示装置６に表示して詳細な条件の設定入力を受け
付ける（ｓ１３，ｓ１４）。１セット２コピーモードのように詳細な条件の設定が必要で
ないモードが選択された場合には、そのモードを設定して表示装置６に基本画面を表示し
た状態でスタートキー１９の押圧操作を待機する（ｓ１５→ｓ１０→ｓ１）。スタートキ
ー１９が押圧操作されると、ＣＰＵ４０１は、設定されているモードの内容にしたがって
複写動作を実行する（ｓ１→ｓ１６）。また、スタートキー１９以外のキーが押圧操作さ
れた場合には（ｓ２）、操作されたキーに応じた処理を実行する。
【００５２】
　なお、上記ｓ６のヒント表示の処理において表示する機能は枠消去モード及び１セット
２コピーモードに限定するものではなく、複写機３０の状態から推定されるオペレータの
使用状況に応じて、複写機３０が有する他の機能を表示することもできる。
【００５３】
　以上の処理により、オペレータの指示のみならず、複写機３０の状態に基づいてオペレ
ータが所望する複写機３０の使用状況を推定し、推定した使用状況に適した機能をオペレ
ータに認識させることができ、複写機３０が有する機能を有効に活用することができる。
【００５４】
　図１４は、上記複写機の制御部の第２の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図１４に示す処理は、オペレータが設定した機能の内容に基づいてオペレータの所望する
使用状況を推定し、推定した使用状況に応じた機能を表示装置６における表示によってオ
ペレータに認識させるものである。複写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭載され
たＣＰＵ４０１は、スタートキー１９の押圧操作による複写動作の開始の指示を待機して
いる間において、オペレータがソータ／ステープル機能及び綴じ代機能を選択したことを
検出すると（ｓ２１～ｓ２３）、オペレータが複数枚の記録用紙を綴じる処理を所望して
いるものと判断し、より適切な機能として製本機能が選択可能であることをヒント表示す
る（ｓ２４）。
【００５５】
　このヒント表示では、図１５に示すように、表示装置６に表示されている基本画面にお
ける余白部分に、製本機能を表す文字１５１を「ヒント」の文字１３０とともに表示する
。図１５に示す表示画面において製本機能の文字１５１の表示位置が押圧操作されると、
図１６（Ａ）に示すように、製本機能のうち、ステープル機能及び綴じ代機能が現在設定



(11) JP 4159522 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

されている旨とともに、表紙挿入機能が選択可能である旨を示す第１のガイダンス画面を
表示する（ｓ２５，ｓ２６）。図１６（Ａ）に示す第１のガイダンス画面において確認キ
ー１５２が押圧操作されると、図１６（Ｂ）に示すように、表紙挿入機能の内容を示す第
２のガイダンス画面を表示装置６に表示する（ｓ２７，ｓ２８）。さらに、図１６（Ｂ）
に示す第２のガイダンス画面において選択キー１５３が押圧操作されると、図１６（Ｃ）
に示す表紙挿入機能における設定画面を表示装置６に表示する（ｓ２９，ｓ３０）。
【００５６】
　図１６（Ｃ）に示す設定画面における設定が完了した後、又は、第１のガイダンス画面
若しくは第２のガイダンス画面において、戻りキー１５４，１５５が押圧操作された場合
には、表示装置６の表示内容を図４に示した基本画面に戻してスタートキー１９の押圧操
作を待機し（ｓ３０～ｓ３３→ｓ２１）、スタートキー１９が押圧操作されると、ＣＰＵ
４０１は、設定されている機能の内容にしたがって複写動作を実行する（ｓ２１→ｓ３４
）。
【００５７】
　なお、上記ｓ２６のヒント表示の処理において表示する機能は製本機能に限定するもの
ではなく、複写機３０の状態から推定されるオペレータの使用状況に応じて、複写機３０
が有する他の機能、例えば穿孔機能を表示することもできる。　以上の処理により、オペ
レータが選択した処理内容からオペレータが所望する複写機３０の使用状況を推定し、推
定した使用状況により適した機能の存在をオペレータに認識させることができ、複写機３
０が有する機能を有効に活用することができる。
【００５８】
　図１７は、上記複写機の制御部の第３の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図１７に示す処理は、複写機３０において実行した複写動作、即ち、オペレータによる複
写機３０の使用状態に基づいてオペレータの所望する最終的な出力結果を推定し、推定し
た最終的な出力結果に応じた機能を表示装置６における表示によってオペレータに認識さ
せるものである。このため、複写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰ
Ｕ４０１は、今回の複写動作における複写枚数を前回の複写枚数と比較し（ｓ４１）、両
者が一致する場合にはさらに今回の複写動作が手差し給紙トレイから給紙された記録用紙
に対して行われたか否かを判別する（ｓ４２）。ＣＰＵ４０１は、給紙部に装着された給
紙カセットから記録用紙を給紙して所定枚数の複写動作を行った後、手差し給紙トレイか
ら記録用紙を給紙して同一枚数の複写動作が行われた場合、オペレータが記録用紙の両面
に画像を形成する両面複写処理を行っているのではないかと判断し、表示装置６に表示し
ている基本画面の余白部分に図１８に示すように両面コピー機能を表す文字１６１をヒン
トの文字１６２とともに表示する（ｓ４３）。
【００５９】
　例えば、オペレータが両面コピー機能の存在を知らないオペレータが複数枚の両面原稿
の画像を複数部両面コピーする場合、オペレータは複数の原稿の表面についての複写動作
を給紙カセットから給紙された記録用紙について行った後に片面に画像を形成した記録用
紙を表裏面を反転して手差し給紙トレイから給紙して原稿の裏面についての複写動作を行
う作業を必要な部数回繰り返して行うことが考えられる。そこで、複数の給紙トレイのい
ずれかが選択され、複写倍率や複写濃度等の他の条件が設定された後にスタートキー１９
が押圧操作され、設定された条件にしたがって選択された給紙トレイから記録用紙を給紙
して所定回数の複写動作を実行した後、所定時間内に、手差し給紙トレイが選択され、同
一の複写条件が設定された後にスタートキー１９が押圧操作され、設定された条件にした
がって手差し給紙トレイから記録用紙を給紙して同一回数の複写動作を実行した場合には
、ＣＰＵ４０１は、オペレータが記録用紙の両面に複写画像を形成する両面複写作業を実
行しているものと判断し、片面に画像を形成した記録用紙の表裏面を反転して手差し給紙
トレイ上に載置する等の取扱が不要な両面コピー機能の存在をオペレータが認識できるよ
うに表示装置６に表示する。
【００６０】
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　上記ｓ４３の処理による表示装置６の表示内容において両面コピー機能の文字１６１の
表示部分が押圧操作されると（ｓ４４）、表示装置６に図１９に示す両面コピー機能の処
理内容を示すガイダンス画面を表示する（ｓ４５）。このガイダンス画面において選択キ
ー１６３が押圧操作されると表示装置６に図５（Ａ），（Ｂ）に示した両面コピー機能の
設定画面を表示し（ｓ４６，ｓ４７）、両面コピー機能に係る条件の設定入力を受け付け
る（ｓ４８）。この後、図５（Ｃ）に示したように、両面コピー機能が設定されている旨
を表示する基本画面を表示し（ｓ４９）、スタートキー１９が押圧操作されると、設定さ
れた条件による両面コピー機能の複写動作を実行する（ｓ５０，ｓ５１）。また、ガイダ
ンス画面において戻りキー１６４が押圧操作された場合には、図４に示した基本画面を表
示してスタートキー１９の押圧操作を待機する（ｓ５２→ｓ４９）。
【００６１】
　なお、上記ｓ４３におけるヒント表示は、複写機３０において両面コピー機能が実行可
能であることを確認した後に行うようにしてもよい。これによって、例えば、両面ユニッ
トが装着されていない場合や両面ユニットに故障を生じている場合に、誤って両面コピー
機能の複写動作が指示されることを未然に防止することができる。
【００６２】
　また、ｓ４３においてヒント表示する機能は両面コピー機能に限るものではなく、複写
機３０の使用状態から判断した最終的な出力結果を得るために最適な他の機能を表示する
ことができる。この場合に、複写機３０の複数回の使用状態において、同一内容の使用状
態が繰り返し実行されている場合に、その使用状態に適した機能の存在をオペレータに表
示するようにしてもよく、複写動作の実行中または待機中のいずれにおいても表示するこ
とができる。
【００６３】
　さらに、オペレータが最終的な出力結果として記録用紙の両面に対する画像の形成処理
を所望していることを判断する際に、給紙トレイから給紙した記録用紙のサイズと手差し
給紙トレイから給紙した記録用紙のサイズとが一致するか否か等の他の条件を付加するこ
とにより、判断の精度を向上することができる。
【００６４】
　加えて、複写機３０が図２０に示すように、複写処理毎に複写条件等を記憶した管理テ
ーブルを作成する場合には、この管理テーブルの内容に基づいて、同一内容の使用状態の
繰り返しを検出することができる。例えば、図２０に示す管理テーブルからは、管理ナン
バ３３及び３４、並びに、管理ナンバ３５及び３６の関係から、記録用紙の両面にコピー
を行っていることが判断できる。
【００６５】
　なお、管理テーブルの内容は、一定期間を経過する毎に一部又は全部をクリアしたり、
古いものから順にクリアして所定数の複写処理に係る情報のみを記憶したり、同一内容の
複写処理の繰り返しが現れない場合に一部又は全部をクリアすることができる。
【００６６】
　図２１は、上記複写機の制御部の第４の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図２１に示す処理は、複写機３０における各機能の使用状況に基づいて、各機能に係る条
件の設定方法を変更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処理
ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、オペレータがいずれかの機能を選択すると（
ｓ６１）、選択された機能についての使用状況を判断し（ｓ６２）、使用頻度が低い場合
には通常の設定状態とする一方（ｓ６３，ｓ６５）、使用頻度が高い場合には条件をより
詳細に設定できるようにし（ｓ６３→ｓ６４）、オペレータによる条件の設定入力を受け
付ける（ｓ６６）。
【００６７】
　例えば、綴じ代機能が選択された場合、それまでの複写処理において綴じ代機能の使用
頻度が低い場合には、図２２に示すように、綴じ代の設定を０ｍｍ、５ｍｍ又は１０ｍｍ
の３段階のいずれかから選択するようにし、綴じ代モードの使用頻度が高い場合には、図
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９に示したように、０～２０ｍｍの範囲で１ｍｍ間隔で設定できるようにする。
【００６８】
　なお、各機能の使用頻度の判別は、例えば、図２３に示す管理テーブルにおいて各機能
の使用状況を管理し、この管理テーブルの内容を参照して行うことができる。また、オペ
レータ毎に各機能の使用頻度を管理し、各オペレータにおける使用頻度に応じて各機能に
係る条件の設定方法を変更することもできる。
【００６９】
　図２４は、上記複写機の制御部の第５の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図２４に示す処理は、複写機３０における各機能の使用状況に基づいて機能選択画面にお
ける各機能の表示状態を変更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン
画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、特別機能キー１０が操作されると、
例えば図２５に示す状態で各機能の使用状態を記憶した管理テーブルを参照し（ｓ７１，
ｓ７２）、管理テーブルの内容に基づいて機能選択画面における各機能の表示状態を変更
し（ｓ７３）、各機能の表示状態を変更した後の機能選択画面を表示装置６に表示する（
ｓ７４）。
【００７０】
　例えば、ＣＰＵ４０１は、図２６に示すように、機能選択画面において使用頻度の高い
機能の選択キーを大きく、使用頻度の低い機能の選択キーを小さく表示する。また、図２
７に示すように機能選択画面において使用頻度の高い機能の選択キーを強調表示したり、
図２８に示すように機能選択画面において使用頻度の高い機能の選択キーをオペレータの
目に付き易い中央部に表示したり、図２９に示すように機能選択画面において使用頻度の
高い機能の選択キーを操作パネル７５において他の操作頻度の高いキーにより近い位置に
表示することができる。さらに、図３０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、各機能を使用頻
度に応じてグループ化し、使用頻度の高いグループから順に機能選択画面を階層表示する
ようにしてもよい。また、図３１に示すように、機能選択画面において使用頻度の低い機
能の選択キーを見難い状態で表示することもできる。
【００７１】
　なお、複写機３０を設置した後の所定期間において各機能の使用回数を累積的に集計し
、この集計結果に基づいて機能選択画面における各機能の選択キーの表示状態を決定する
ようにしもよい。また、複写処理に欠かすことのできない複写倍率、複写濃度及び用紙サ
イズ等の重要な機能については、使用頻度の高低に拘らず表示状態を固定し、これら以外
の機能についてのみ使用頻度に応じて表示状態を変更するようにしてもよい。
【００７２】
　図３２は、上記複写機の制御部の第６の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図３２に示す処理は、複写機３０における各機能の使用状況に基づいてガイダンス画面に
おける表示形態を変更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処
理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、特別機能キー１０の操作に基づいて機能選
択画面を表示中にいずれかの機能に係る選択キーが押圧操作されると（ｓ８１，ｓ８２）
、予め記憶しているガイダンス情報を読み出すとともに（ｓ８３）、例えば図２５に示す
状態で各機能の使用状態を記憶した管理テーブルを参照し（ｓ８４）、選択キーの押圧操
作によって選択された機能の使用頻度が高い場合には読み出したガイダンス情報のサイズ
を縮小して表示装置６に表示する（ｓ８５～ｓ８７）。一方、選択された機能の使用頻度
が低い場合には読み出したガイダンス情報をそのままのサイズで表示装置６に表示する（
ｓ８５→ｓ８７）。　例えば、ＣＰＵ４０１は、選択された機能の使用頻度が高い場合に
は、オペレータがその機能の内容について熟知していると判断し、選択された機能につい
てのガイダンス情報を図３３（Ａ）に示すように小さく表示するとともに、選択された機
能の使用頻度が低い場合には、オペレータがその機能の内容を正確に認識していないと判
断し、選択された機能についてのガイダンス情報を図３３（Ｂ）に示すように大きいサイ
ズで見易く表示する。
【００７３】
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　また、各機能毎に図３３（Ｂ）に示す通常のガイダンス情報と図３４に示す詳細なガイ
ダンス情報とを準備しておき、使用頻度の高い機能が選択された場合には通常のガイダン
ス情報を表示し、使用頻度の低い機能が選択された場合には詳細なガイダンス情報を表示
するようにしてもよい。なお、詳細なガイダンス表示の内容が表示装置６の表示面積を越
える場合には、図３５に示すように、表示装置６の画面の一部にスクロールキー１７１を
設け、スクロールキー１７１の操作によってガイダンス情報の全体を表示装置６にスクロ
ール表示するようにしてもよい。なお、詳細なガイダンス情報には、その機能の設定入力
を受け付けるキーを含めることができる。
【００７４】
　さらに、管理テーブルにおいて各機能の使用頻度をオペレータ毎に記憶しておき、各オ
ペレータの使用頻度に応じて各機能のガイダンス情報の表示形態を変更するようにしても
よい。
【００７５】
　図３６は、上記複写機の制御部の第７の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図３６に示す処理は、オペレータの複写機３０に対する習熟度に応じてガイダンス画面に
おける表示形態を変更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処
理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、特別機能キー１０の操作に基づいて機能選
択画面を表示中にいずれかの機能に係る選択キーが押圧操作されると（ｓ９１，ｓ９２）
、予め記憶しているガイダンス情報を読み出すとともに（ｓ９３）、オペレータの複写機
３０に対する習熟度の判定結果を参照し（ｓ９４）、オペレータの習熟度が高い場合には
読み出したガイダンス情報のサイズを縮小して表示装置６に表示する（ｓ９５～ｓ９７）
。一方、オペレータの習熟度が低い場合には読み出したガイダンス情報をそのままのサイ
ズで表示装置６に表示する（ｓ８５→ｓ８７）。
【００７６】
　例えば、ＣＰＵ４０１は、複写機３０を操作中のオペレータの習熟度が高い場合には、
オペレータがその機能の内容についても熟知していると判断し、選択された機能について
のガイダンス情報を図３３（Ａ）に示したように小さく表示するとともに、オペレータの
習熟度が低い場合には、オペレータがその機能の内容を正確に認識していないと判断し、
選択された機能についてのガイダンス情報を図３３（Ｂ）に示したように大きいサイズで
見易く表示する。
【００７７】
　ＣＰＵ４０１は、例えば、スタートキー１９の操作によってクリアされ操作パネル７５
におけるキー操作回数を計数するカウンタＣ、及び、スタートキー１９の操作後の最初の
キー操作によって起動するタイマＴを備え、オペレータによりキー操作がされる毎にタイ
マＴの計時時間をカウンタＣの計数値によって除算してキー操作の時間間隔ｔを算出し、
算出したキー操作の時間間隔を閾値と比較することより、複写機３０の操作に対するオペ
レータの習熟度を判定する。
【００７８】
　また、ＣＰＵ４０１が、複写機３０の前面におけるオペレータの有無を検出するセンサ
を備え、このセンサがオペレータを検出した後に最初にキー操作がされるまでの経過時間
を計時し、この経過時間を閾値と比較することにより複写機３０の操作に対するオペレー
タの習熟度を判定するようにしてもよい。
【００７９】
　さらに、オペレータによる最初のキー操作からの経過時間、又は、ガイダンス情報を表
示した時からの経過時間に基づいて、複写機３０の操作に対するオペレータの習熟度を判
定することもでき、ガイダンス情報を表示した時からの経過時間に基づいてオペレータの
習熟度が低いと判断した場合に、ガイダンス情報の表示形態を変更するようにしてもよい
。
【００８０】
　加えて、オペレータ毎の複写機３０の使用回数又は使用頻度を記憶しておき、この記憶
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内容に基づいて複写機３０の操作に対する各オペレータの習熟度を判定するようにしても
よい。この場合には、オペレータの最初のキー操作からスタートキー１９の操作までに要
する時間に基づいて習熟度を判定し、この判定結果を記憶しておくこともできる。
【００８１】
　また、機能の設定内容に基づいてオペレータの習熟度を判定することもできる。例えば
、複写機３０において選択できる複数の機能を、条件の設定が比較的簡単な第１の機能群
と条件の設定が複雑な第２の機能群とに分類しておき、第２のの機能群に含まれる機能を
設定したか否かに応じてオペレータの習熟度を判断するようにしてもよい。
【００８２】
　なお、各機能毎に図３３（Ｂ）に示した通常のガイダンス情報と図３４に示した詳細な
ガイダンス情報とを準備しておき、オペレータの習熟度が高い場合には通常のガイダンス
情報を表示し、オペレータの習熟度が低い場合には詳細なガイダンス情報を表示するよう
にしてもよい。この場合に、詳細なガイダンス表示の内容が表示装置６の表示面積を越え
る場合には、図３５に示したように、表示装置６の画面の一部にスクロールキー１７１を
設け、スクロールキー１７１の操作によってガイダンス情報の全体を表示装置６にスクロ
ール表示するようにしてもよい。また、詳細なガイダンス情報には、その機能の設定入力
を受け付けるキーを含めることができる。
【００８３】
　図３７は、上記複写機の制御部の第８の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図３７に示す処理は、処理対象の画像情報である原稿台３５に載置された原稿の特徴に応
じて機能選択画面における表示内容を変更するようにしたものである。このため、複写機
３０のメイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、原稿台３５に原稿がセ
ットされると、原稿台３５にセットされた原稿のサイズを検出し（ｓ１０１，ｓ１０２）
、原稿のサイズがＢ５又はＡ４等の比較的小さいサイズである場合には、これらのサイズ
の原稿に対して実行することができない機能を除いた機能選択画面を表示装置６に表示す
る（ｓ１０３～ｓ１０５）。
【００８４】
　例えば、１セット２コピー機能及びＡ２コピー機能については、Ｂ５又はＡ４サイズの
原稿について実行することはできないため、原稿台３５にセットされた原稿のサイズがＢ
５又はＡ４である場合には図３８に示すように機能選択画面において１セット２コピー機
能及びＡ２コピー機能に係る選択キーを表示しないようにする。これに対して、原稿台３
５にセットされた原稿のサイズがＢ４又はＡ３である場合には図８に示したように機能選
択画面において１セット２コピー機能及びＡ２コピー機能に係る選択キーを含めて表示す
る。これによって、複写動作を実行すべき原稿のサイズに適した機能のみを機能選択画面
に表示することができ、オペレータによる機能の選択を容易にすることができる。
【００８５】
　また、原稿台３５にセットされた原稿の特徴に応じて各機能についての条件の設定内容
を変更するようにしてもよい。例えば、枠消去機能において、Ｂ５又はＡ４サイズの原稿
については原稿の周囲に生じる影の消去のみ行うことができ、Ｂ４又はＡ３サイズの原稿
については原稿の周囲に生じる影の消去のみならず原稿の中央に生じる影の消去も行うこ
とができる。そこで、オペレータが枠消去機能を選択した際に、原稿台３５にセットされ
た原稿のサイズがＢ５又はＡ４である場合には図３９に示すように原稿の周囲についての
み枠消去の条件の設定を受け付ける条件設定画面を表示装置６に表示し、原稿台３５にセ
ットされた原稿のサイズがＢ４又はＡ３である場合には図１０に示したように原稿の周囲
だけでなく原稿の中央部についても枠消去の条件の設定を受け付ける条件設定画面を表示
装置６に表示する。
【００８６】
　さらに、原稿台３５にセットされた原稿の特徴として、原稿の画像が写真画像等の多値
画像であるか文字原稿等の２値画像であるか、又は、原稿の画像がカラー画像であるかモ
ノクロ画像であるかを抽出し、この抽出結果に基づいて条件設定画面の表示内容を変更す
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ることもできる。例えば、図４に示した基本画面からコピー濃度キーが操作された場合に
、原稿台３５にセットされた原稿の画像が写真画像であると判断した場合には図４０（Ａ
）に示すように写真モードの濃度設定画面を表示装置６に表示し、原稿台３５にセットさ
れた原稿の画像が文字画像であると判断した場合には図４０（Ｂ）に示すように文字モー
ドの濃度設定画面を表示装置６に表示する。これによって、コピー濃度の設定時にオペレ
ータが原稿の種類に応じて写真モード又は文字モードを選択する必要がなく、濃度設定作
業を簡略化できる。
【００８７】
　また、図４に示した基本画面からコピー濃度キーが操作された場合に、原稿台３５にセ
ットされた原稿の画像がカラー画像であると判断した場合には図４１（Ａ）に示すように
明度設定及び色度設定を受け付ける設定画面を表示装置６に表示し、原稿台３５にセット
された原稿の画像がモノクロ画像であると判断した場合には図４１（Ｂ）に示すように濃
度設定のみを受け付ける設定画面を表示装置６に表示する。
【００８８】
　以上の処理によって、コピー濃度の設定時にオペレータが原稿の種類に応じて写真モー
ド若しくは文字モード、又は、カラーモード若しくはモノクロモードを選択する必要がな
く、濃度設定作業を簡略化できる。
【００８９】
　なお、原稿から抽出した特徴に応じて設定画面の表示形態を変更するとともに、画像処
理内容も原稿の特徴に応じて変更される。
【００９０】
　図４２は、上記複写機の制御部の第９の処理手順の一部を示すフローチャートである。
図４２に示す処理は、処理結果の出力対象である記録用紙の特徴に応じて機能選択画面に
おける表示内容を変更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処
理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、オペレータが給紙すべき記録用紙を選択す
ると、選択された記録用紙のサイズを検出し（ｓ１１１，ｓ１１２）、記録用紙のサイズ
がＢ５又はＡ４等の比較的小さいサイズである場合には、これらのサイズの原稿に対して
実行することができない機能を除いた機能選択画面を表示装置６に表示する（ｓ１１３～
ｓ１１５）。
【００９１】
　例えば、紙折り機能、袋綴じ機能及び記録用紙の中央部に対するステープル機能につい
ては、Ｂ５又はＡ４サイズの原稿について実行することはできないため、選択された記録
用紙のサイズがＢ５又はＡ４である場合には、図４３（Ａ）に示すように後処理機能の選
択画面において紙折り機能、袋綴じ機能及び記録用紙の中央部に対するステープル機能に
係る選択キーを表示しないようにする。これに対して、選択された記録用紙のサイズがＢ
４又はＡ３である場合には図４３（Ｂ）に示したように後処理機能の選択画面において紙
折り機能、袋綴じ機能及び記録用紙の中央部に対するステープル機能に係る選択キーを含
めて表示する。これによって、複写動作に使用する記録用紙のサイズに適した機能のみを
機能選択画面に表示することができ、オペレータによる機能の選択を容易にすることがで
きる。
【００９２】
　図４４は、上記複写機の制御部の第１０の処理手順の一部を示すフローチャートである
。図４４に示す処理は、複写機３０の設置場所に応じて表示装置６における表示内容を変
更するようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭
載されたＣＰＵ４０１は、複写動作の待機中において、予め入力されている複写機３０の
設置場所を読み出し（ｓ１２１）、複写機３０が特定のオペレータによって操作されるオ
フィス等に設置されている場合には図４に示した通常の基本画面を表示装置６に表示し（
ｓ１２２→ｓ１２３→ｓ１２５）、不特定のオペレータによって操作される店舗等に設置
されている場合には図４５に示す簡易表現状態の基本画面を表示装置６に表示する（ｓ１
２２→ｓ１２４，ｓ１２５）。
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【００９３】
　例えば、オフィス等に設置された複写機３０を操作するオペレータは特定人に限定され
る可能性が高く、複写機３０の表示内容に専門的な用語を含む場合であってもオペレータ
がその内容を認識することができる。一方、コンビニエンスストア等の店舗等に設置され
た複写機３０は、不特定の顧客によって操作されることから、オペレータが表示装置６に
表示された専門的な用語を理解することができない場合を生じ得る。そこで、複写機３０
の設置場所を予め記憶しておき、設置場所の記憶内容に応じて表示装置６の表示内容を変
更することにより、常にオペレータが表示内容を容易に理解できるようにして、複写機３
０の機能が有効に活用されるようにすることができる。
【００９４】
　上記の例では、複写機３０の設置場所に応じて基本画面の表示形態を変更するようにし
ているが、複写機３０の設置場所に応じて機能選択画面の表示形態を変更するようにして
もよい。例えば、複写機３０が不特定人によって操作される可能性のある店舗等に設置さ
れている場合には、図８に示した通常の表示形態の機能選択画面に代えて、図４６に示す
ように、各機能の内容の説明を付した機能選択画面を表示する。
【００９５】
　また、複写機３０の設置場所に応じてガイダンス画面の表示形態を変更することもでき
る。例えば、枠消去機能についてのガイダンス表示に関して、複写機３０が特定のオペレ
ータによって操作される場所に設置されている場合には図３３（Ａ）に示す状態でガイダ
ンス情報を表示するとともに、複写機３０が不特定のオペレータによって操作される場所
に設置されている場合には図３３（Ｂ）に示した状態でガイダンス情報を表示する。また
、複写機３０が特定のオペレータによって操作される場所に設置されている場合には図３
３（Ｂ）に示した状態でガイダンス情報を表示するとともに、複写機３０が不特定のオペ
レータによって操作される場所に設置されている場合には図３４に示した状態でガイダン
ス情報を表示する。
【００９６】
　さらに、複写機３０が設置されるコンビニエンスストア等の店舗の立地条件、季節、時
間帯等に応じて複写機３０の操作者の傾向が変化することが考えられる。例えば、ビジネ
ス街の店舗では主としてビジネスマンが複写機３０を操作し、学生街の店舗では主として
学生が複写機３０を操作する。また、学生街の店舗では、長期休暇中においては学生が複
写機３０を操作する可能性は低くなる。そこで、複写機３０が設置されている場所の立地
条件、季節及び時間帯等に応じて表示装置６における表示形態を変更するようにしてもよ
い。
【００９７】
　加えて、複写機３０の設置場所等に基づいて特定される操作者のタイプに応じて使用す
る機能が変化することが明らか場合には、複写機３０の設置場所等に基づいて機能選択画
面の構成を変更するようにしてもよい。
【００９８】
　また、表示装置６における表示形態の変更に際しては、表示に使用する文字を漢字とか
な文字との間での変更、記号や図形の追加又は削除、音声等によるメッセージの追加又は
削除、及び、表示切換速度の変更等が考えられる。
【００９９】
　図４７は、上記複写機の制御部の第１１の処理手順の一部を示すフローチャートである
。図４７に示す処理は、複写機３０が有する複数の機能のうち、使用する可能性の全くな
い機能を予め指定しておき、指定された機能に係る選択キーや条件設定キーが機能選択画
面等に表示されないようにし、表示装置６における表示形態を複写機３０毎の使用状態に
応じた表示形態とするようにしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処理ボ
ード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、特別機能キー１０が押圧操作された際に、使用
する可能性のある機能として予め設定された機能の記憶内容を参照し（ｓ１３１，ｓ１３
２）、この記憶内容に基づいて機能選択画面を構成して表示装置６に表示する（ｓ１３３



(18) JP 4159522 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

，ｓ１３４）。
【０１００】
　この処理によって複写機３０の表示装置６に表示される機能選択画面は、その複写機３
０において使用される可能性のある機能に係る選択キーのみによって構成され、使用され
る可能性のない機能に係る選択キーは表示されないため、複写動作において使用する機能
の選択処理を簡略化することができる。
【０１０１】
　なお、上記の処理では、予め設定された内容に基づいて機能選択画面の表示内容を構成
するようにしたが、予め設定された内容に基づいて各機能に係る条件設定画面の表示形態
を変更するようにしてもよい。また、使用する可能性のない機能についての設定内容をオ
ペレータ毎に記憶しておき、複写機３０を操作するオペレータに応じて機能選択画面等の
表示内容を変更することもできる。この場合に、複写動作の割込処理時に、通常の表示状
態に復元したり、割込処理を行うオペレータに応じて機能選択画面等の表示内容を変更す
ることもできる。
【０１０２】
　また、表示装置６における表示形態を、予め設定された内容や使用状況等に応じて変更
する場合に、各表示形態の使用履歴を記憶しておき、この使用履歴に基づいて表示装置６
における表示形態をさらに変更するようにしてもよい。例えば、図４８に示すように、表
示装置６における表示形態毎に、その表示形態の設定日時、設定者及び利用回数等を記憶
しておき、この記憶内容に基づいて今回の表示装置６における表示形態を決定する。
【０１０３】
　例えば、設定日時と利用回数とから各表示形態について単位期間当たりの利用回数を利
用頻度として求めることができ、最後に設定された表示形態の利用頻度が他の表示形態の
利用頻度に比較して少ない場合に、表示装置６の表示形態を利用頻度の高い表示形態に戻
すことが考えられる。また、現在設定されている表示形態の設定者が今回の複写動作に係
るオペレータと異なる場合であって、今回の複写動作に係るオペレータが過去に設定した
表示形態が記憶さている場合には、今回の表示装置６における表示形態をそのオペレータ
が設定した表示形態に変更することが考えられる。
【０１０４】
　図４９は、上記複写機の制御部の第１２の処理手順の一部を示すフローチャートである
。図４９に示す処理は、複写機３０が有する複数の機能の内容を複写機３０が複写動作を
実行している間にオペレータに案内する表示を行うようにしたものである。このため、複
写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭載されたＣＰＵ４０１は、複写動作が開始さ
れると予め記憶している各機能の案内メッセージを読み出して、例えば、図５０に示すよ
うに表示装置６に表示する（ｓ１４１～ｓ１４４）。ＣＰＵ４０１は、上記ｓ１４２，ｓ
１４３の処理を複写動作が終了するまで継続して行い（ｓ１４４，ｓ１４５）、複数の機
能のそれぞれの案内メッセージを順次表示する。　この処理により、オペレータが複写機
３０の近傍に存在する可能性が高い複写動作中において、複写機３０が有する複数の機能
のそれぞれの内容をオペレータに認識させることができ、後の複写作業において複写機３
０が有する機能が有効に活用されるようにすることができる。
【０１０５】
　なお、各機能の案内メッセージを表示するタイミングは、オペレータが表示装置６の表
示内容にしたがって機能の選択や条件の設定のための操作を行っている時に、表示装置６
の一部のエリアにおいて行うことができ、今回の複写動作においてオペレータが選択した
機能以外の機能についてのみ案内メッセージを表示するようにしてもよい。また、図５１
に示すように、複写機３０が有する各機能についての使用回数を記憶しておき、使用回数
の多い機能、又は、使用回数が少ない機能から順に案内メッセージを表示するようにしも
よい。
【０１０６】
　また、オペレータが複写動作の開始前において機能の選択を行っている間に、オペレー
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タが選択した機能についての案内メッセージを表示するようにしてもよい。さらに、オペ
レータが選択していない機能についての案内メッセージを表示する際に、図５２に示すよ
うに、案内メッセージの表示エリア１８１内に、より詳細な案内情報の表示の指示を受け
付ける詳細確認キー１８２、及び、その機能の選択を受け付ける採用キー１８３を表示し
、それぞれのキーの押圧操作により、より詳細な案内情報を表示したり、その機能に係る
条件設定画面を表示するようにしもよい。
【０１０７】
　さらに、オペレータによる機能の選択の有無に拘らず、複写機３０が有する全ての機能
について案内メッセージを表示する場合には、その案内メッセージが既に選択されている
機能に関するものであるか、又は、選択されていない機能に関するものであるかをオペレ
ータが識別できるようにし、案内メッセージの内容に基づいて必要な機能のみを正確に選
択したか否かを確認できるようにしてもよい。
【０１０８】
　加えて、複写動作を実行中に各機能の案内メッセージを表示する場合には、図５３に示
すように、現在実行中の複写動作に対して割込処理が可能な機能についての案内メッセー
ジを表示するようにしてもよい。また、図５４に示すように、複写動作中に操作パネル７
５上に設けられている割込キー１６が操作された際に、実行中の複写動作に対して割込処
理が可能な機能を一覧表示するようにしてもよい。この場合に、案内メッセージを表示中
の表示装置６において何れかの機能を選択できるようにすることが考えられ、何れかの機
能が選択された時に、実行中の複写動作を中止するようにしてもよい。
【０１０９】
　また、複写機３０が複数の処理を並行して実行できる場合に、何れかの処理に係る動作
の実行中に、自動的に、又は、オペレータの指示に基づいて、並行して実行可能な他の処
理を図５５に表示することもできる。例えば、複写機３０は、原稿から読み取った画像を
複写する処理だけでなく、ファクシミリ装置又はプリンタ装置としても機能する。したが
って、原稿の画像の読取処理を含む複写動作を実行中においては、外部装置からのファク
シミリ画像やプリントデータの受信処理等の画像読取処理及び画像形成処理を含まない処
理を並行して行うことができる。また、例えば、読取処理が終了した原稿の画像について
のマルチコピー時には、次の複写動作に係る原稿の画像の読取処理や外部装置に送信すべ
き画像の読取処理等の画像読取処理を含む処理を並行して行うことができる。そこで、何
れかの処理に係る動作を実行中の複写機３０において並行して実行可能な他の処理を案内
表示するようにし、複数の処理を素早く完了することができる。
【０１１０】
　なお、オペレータによる並行して実行可能な処理の案内表示の指示は、例えば、操作パ
ネル７５に設置されている割込キー１６の押圧操作によるものとすることができる。この
ように、オペレータの指示に基づいて変更して実行可能な処理を案内表示することにより
、並行処理を所望するオペレータに対して並行して実行可能な処理を確実に認識させるこ
とができ、実行中の動作が不要に中断することがない。
【０１１１】
　図５６は、上記複写機の制御部の第１３の処理手順の一部を示すフローチャートである
。図５６に示す処理は、複写機３０が有する何れかの機能において、その機能を実行する
ために複数の条件が設定される必要がある場合に、条件設定画面において表示した複数の
条件のうち、設定すべき条件を順次視覚的にオペレータに認識させる誘導表示を行うよう
にしたものである。このため、複写機３０のメイン画像処理ボード４００に搭載されたＣ
ＰＵ４０１は、表示装置６に表示している機能選択画面において何れかの機能に係る選択
キーが押圧操作されると、選択キーが操作された機能に係る条件設定画面を表示し（ｓ１
５１，ｓ１５２）、予め決定されている操作順序にしたがって、最初に設定すべき条件か
ら順に条件設定画面における各条件の表示位置を点滅表示し、点滅表示している表示位置
に表示している条件の設定入力を受け付ける（ｓ１５３～１５７）。
【０１１２】
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　例えば、複写機３０にファクシミリ機能における送信時刻設定機能を実行させるために
は、送信曜日及び送信時刻の２つの条件を設定する必要がある。このため、ＣＰＵ４０１
は、操作パネル７５においてファクシミリモードキー２０が押圧操作されて表示装置６に
図５７に示すファクシミリモードの基本画面を表示している間に特別機能キー１０が押圧
操作されると、図５８に示すファクシミリモードの機能選択画面を表示装置６に表示する
。ＣＰＵ４０１は、この機能選択画面において時刻設定機能の選択キーが押圧操作される
と、図５９に示す条件設定画面を表示して送信曜日及び送信時刻の２つの条件の設定入力
を受け付ける。このとき、時刻設定機能の条件設定画面における操作順序として、送信曜
日→送信時刻→ＯＫキーの順に操作すべきことが予め決定されているとすると、ＣＰＵ４
０１は、先ず、図５９に示す表示エリア１を点滅表示し、送信曜日の設定操作を待機する
。次いで、オペレータが送信曜日の設定操作を完了すると、ＣＰＵ４０１は図５９に示す
表示エリア２を点滅表示し、送信時刻の設定操作を待機する。さらに、オペレータが送信
時刻の設定操作を完了すると、ＣＰＵ４０１は図５９に示す表示エリア３を点滅表示し、
ＯＫキーの操作を待機する。
【０１１３】
　このようにして、条件設定画面においてオペレータが設定操作すべき複数の条件を同時
に表示する場合に、予め決定されている操作順序にしたがってオペレータが次に設定操作
すべき表示位置をその他の部分の表示状態と異なる表示状態で表示することにより、次に
操作すべき条件をオペレータに視覚的に誘導することができ、オペレータが条件の設定操
作に習熟していない場合でも、複数の条件についての設定操作を所定の順序で正確かつ迅
速に行わせることができる。
【０１１４】
　なお、ＣＰＵ４０１は、例えば、条件設定画面を表示した後にオペレータが何れかの表
示位置を押圧操作することなく所定時間が経過したか否か等によってオペレータの習熟度
を判別し、オペレータがその機能についての設定操作に習熟していないと判断した場合に
のみ、ｓ１５３～ｓ１５７の処理による誘導表示を行うようにしてもよい。
【０１１５】
　また、表示装置６において次に操作すべき表示位置を他の部分と異なる表示状態で表示
する誘導表示方法は、少なくとも１回の点滅表示に限るものではなく、次に操作すべき表
示位置のみを反転表示等するようにしてもよい。
【０１１６】
　さらに、複数の条件についての設定操作の順序が必ずしも一義的でない場合に、オペレ
ータが表示操作６において誘導表示をしている表示エリア以外の部分を押圧操作して他の
条件を設定した際には、オペレータが条件の設定操作について認識していると判断して後
の誘導表示を行わないようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】この発明の実施形態に係るディジタル複写機の構成を示す図である。
【図２】上記複写機の制御部の構成を示すブロック図である。
【図３】上記複写機の操作パネルの平面図である。
【図４】上記複写機の操作パネルに配置された表示装置の表示画面の詳細を示す図である
。
【図５】上記表示装置における両面複写機能の設定画面の表示状態を示す図である。
【図６】上記表示装置におけるアウトプット機能の設定画面の表示状態を示す図である。
【図７】上記表示装置における用紙選択機能の設定画面の表示状態を示す図である。
【図８】上記表示装置における特別機能の選択画面の表示状態を示す図である。
【図９】上記表示装置における綴じ代機能に係る処理条件の設定画面の表示状態を示す図
である。
【図１０】上記表示装置における枠消去機能に係る処理条件の設定画面の表示状態を示す
図である。
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【図１１】上記複写機の制御部の第１の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図１２】上記第１の処理手順におけるヒント表示の表示状態を示す図である。
【図１３】上記第１の処理手順におけるガイダンス画面の表示状態を示す図である。
【図１４】上記複写機の制御部の第２の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図１５】上記第２の処理手順におけるヒント表示の表示状態を示す図である。
【図１６】上記第２の処理手順におけるガイダンス画面の表示状態を示す図である。
【図１７】上記複写機の制御部の第３の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図１８】上記第３の処理手順における基本画面の表示状態を示す図である。
【図１９】上記第３の処理手順における両面コピー機能のガイダンス画面の表示状態を示
す図である。
【図２０】上記複写機の処理動作毎の複写条件等を記憶する管理テーブルの内容を示す図
である。
【図２１】上記複写機の制御部の第４の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図２２】上記第４の処理手順における綴じ代機能の処理条件の設定画面を示す図である
。
【図２３】上記複写機における各処理機能の使用状況の管理テーブルの内容を示す図であ
る。
【図２４】上記複写機の制御部の第５の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図２５】上記複写機における各処理機能の使用状態の管理テーブルの内容を示す図であ
る。
【図２６】上記第５の処理手順における機能選択画面の第１の表示状態を示す図である。
【図２７】上記第５の処理手順における機能選択画面の第２の表示状態を示す図である。
【図２８】上記第５の処理手順における機能選択画面の第３の表示状態を示す図である。
【図２９】上記第５の処理手順における機能選択画面の第４の表示状態を示す図である。
【図３０】上記第５の処理手順における機能選択画面の第５の表示状態を示す図である。
【図３１】上記第５の処理手順における機能選択画面の第６の表示状態を示す図である。
【図３２】上記複写機の制御部の第６の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図３３】上記第６の処理手順におけるガイダンス情報の第１の表示状態を示す図である
。
【図３４】上記第６の処理手順におけるガイダンス情報の第２の表示状態を示す図である
。
【図３５】上記第６の処理手順におけるガイダンス情報の第３の表示状態を示す図である
。
【図３６】上記複写機の制御部の第７の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図３７】上記複写機の制御部の第８の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図３８】上記第８の処理手順における機能選択画面の表示状態を示す図である。
【図３９】上記第８の処理手順における枠消去機能に係る条件設定画面の表示状態を示す
図である。
【図４０】上記第８の処理手順における濃度調整機能に係る条件設定画面の第１の表示状
態を示す図である。
【図４１】上記第８の処理手順における濃度調整機能に係る条件設定画面の第２の表示状
態を示す図である。
【図４２】上記複写機の制御部の第９の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図４３】上記第９の処理手順における後処理機能の機能選択画面の表示状態を示す図で
ある。
【図４４】上記複写機の制御部の第１０の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図４５】上記第１０の処理手順における簡易表現状態の基本画面を示す図である。
【図４６】上記第１０の処理手順における機能選択画面の表示状態を示す図である。
【図４７】上記複写機の制御部の第１１の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図４８】上記複写機における表示形態の管理テーブルの内容を示す図である。
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【図４９】上記複写機の制御部の第１２の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図５０】上記第１２の処理手順における処理機能の案内メッセージの第１の表示状態を
示す図である。
【図５１】上記複写機における各処理機能の使用回数の管理テーブルの内容を示す図であ
る。
【図５２】上記第１２の処理手順における処理機能の案内メッセージの第２の表示状態を
示す図である。
【図５３】上記第１２の処理手順における処理機能の案内メッセージの第３の表示状態を
示す図である。
【図５４】上記第１２の処理手順における処理機能の案内メッセージの第４の表示状態を
示す図である。
【図５５】上記第１２の処理手順における処理機能の案内メッセージの第５の表示状態を
示す図である。
【図５６】上記複写機の制御部の第１３の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図５７】上記第１３の処理手順におけるファクシミリモードの基本画面を示す図である
。
【図５８】上記ファクシミリモードの機能選択画面を示す図である。
【図５９】上記ファクシミリモードの条件設定画面を示す図である。
【符号の説明】
【０１１８】
　６－表示装置（表示部）
　３０－ディジタル複写機（情報処理装置）
　７５－操作パネル

【図１】 【図２】
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