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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のオブジェクトを予め定められた所定間隔で整列表示する表示部と、
　前記表示部に対して設けられ、ユーザーがタッチしている複数のタッチ位置を検知する
ためのタッチパネル部と、を備え、
　前記表示部は、前記複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の少なくとも１
点を含む２点のタッチ後に２点の間隔を広げる操作である間隔拡張操作が前記タッチパネ
ル部に対して行われたとき、タッチ位置に表示していた前記オブジェクトを含む互いに隣
接する２つの前記オブジェクト間の間隔を前記所定間隔よりも拡張し、
　前記タッチパネル部は、前記２つのオブジェクト間の間隔が拡張された状態で、移動対
象の前記オブジェクトの移動先となり得る位置をタッチすることでタッチ位置を移動先と
して確定するための操作である移動先確定操作を受け付けることを特徴とする表示入力装
置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記移動先確定操作が前記タッチパネル部に対して行われたとき、確定
した移動先に移動対象の前記オブジェクトが配されるように前記複数のオブジェクトの並
び順を変更し、前記複数のオブジェクトを前記所定間隔で整列表示することを特徴とする
請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記間隔拡張操作が前記タッチパネル部に対して行われて以降、２点の
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タッチ後に２点の間隔を狭める操作である間隔縮小操作が前記タッチパネル部に対して行
われれば、前記複数のオブジェクトの並び順を変更することなく前記複数のオブジェクト
を前記所定間隔で整列表示することを特徴とする請求項２に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記間隔拡張操作が前記タッチパネル部に対して行われて以降、前記タ
ッチパネル部に対する操作が行われないまま予め定められた所定時間が経過すれば、前記
複数のオブジェクトの並び順を変更することなく前記複数のオブジェクトを前記所定間隔
で整列表示することを特徴とする請求項２または３に記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記タッチパネル部は、前記間隔拡張操作が行われて以降、前記移動先確定操作が行わ
れるまでの間、移動対象となり得る前記オブジェクトの表示位置をタッチすることでタッ
チ位置に表示されていた前記オブジェクトを移動対象として確定するための操作である移
動対象確定操作を何回でも受け付けることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
表示入力装置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記間隔拡張操作が前記タッチパネル部に対して行われたとき、前記複
数のオブジェクトのうち１つ以上の前記オブジェクトを、前記複数のオブジェクトを前記
所定間隔で整列表示していたオブジェクト表示領域内からオブジェクト表示領域外にずら
すことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の表示入力装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記間隔拡張操作が前記タッチパネル部に対して行われたとき、前記複
数のオブジェクトのうち１つ以上の前記オブジェクトを、他の前記オブジェクトに重ねる
ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の表示入力装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記間隔拡張操作が前記タッチパネル部に対して行われたとき、タッチ
された２点の間隔が広げられた方向に、前記２つのオブジェクト間の間隔を拡張すること
を特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の表示入力装置。
【請求項９】
　前記タッチパネル部は、前記複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の１点
を含む２点のタッチ後に２点のタッチ位置の両方を互いに離間する方向にスライドさせる
操作を前記間隔拡張操作として受け付けることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記
載の表示入力装置。
【請求項１０】
　前記タッチパネル部は、前記複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の１点
を含む２点のタッチ後に２点のうち一方のタッチ位置を固定したまま他方のタッチ位置を
一方のタッチ位置から離間する方向にスライドさせる操作を前記間隔拡張操作として受け
付けることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の表示入力装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の表示入力装置を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、表示入力装置および画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コピー機能、スキャン機能およびファックス機能など複数種の機能を搭載した画
像形成装置が知られている。そして、画像形成装置には、複数種の機能のうち使用する機
能の選択指示、および、使用する機能の設定指示などを受け付けるための表示入力装置が
備えられるのが一般的である。
【０００３】
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　画像形成装置の表示入力装置には、ハードキーなどの他に、種々のオブジェクトを表示
するタッチパネル付きの表示部が設けられる場合がある。このような表示入力装置が表示
するオブジェクトとしては、たとえば、各種設定を受け付けるためのソフトキーや、画像
データの保存場所を示すフォルダアイコンなどである。
【０００４】
　表示入力装置は、オブジェクトを複数表示するとき、予め定められた並び順（画面レイ
アウト）で複数のオブジェクトを整列配置する。しかし、ユーザーによっては、複数のオ
ブジェクトの並び順を変更したい場合がある。したがって、通常では、複数のオブジェク
トを整列表示している状態で、複数のオブジェクトのうちのいずれかを移動させることで
複数のオブジェクトの並び順を変更することができるようになっている。
【０００５】
　たとえば、互いに隣接する２つのオブジェクト間に別のオブジェクトを移動させる場合
には、移動対象のオブジェクトの表示位置をタッチし、タッチしたままタッチ位置を互い
に隣接する２つのオブジェクト間の間隔内に移動させた後（互いに隣接する２つのオブジ
ェクト間の間隔内をタッチした後）、タッチを解除することにより、互いに隣接する２つ
のオブジェクト間に移動対象のオブジェクトを移動させることができる。すなわち、ドラ
ッグアンドドロップ操作によってオブジェクトを移動させることができる。このようなド
ラッグアンドドロップ操作によってオブジェクトを移動させる方法は、たとえば、特許文
献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－７０４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　有効表示領域が比較的大きい表示入力装置では、互いに隣接するオブジェクト間の間隔
をそれほど狭くしなかったとしても、一画面に数多くのオブジェクトを表示することがで
きる（互いに隣接するオブジェクト間の間隔を広くとることができる）。したがって、互
いに隣接する２つのオブジェクト間に別のオブジェクトを移動させるとき、互いに隣接す
る２つのオブジェクト間の間隔内を適切にタッチすることができる。
【０００８】
　しかしながら、有効表示領域が小さい表示入力装置では、一画面に数多くのオブジェク
トを表示するためには、互いに隣接するオブジェクト間の間隔を狭くしなければならない
。したがって、ユーザーによっては、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔内を適
切にタッチすることができない場合がある。たとえば、互いに隣接する２つのオブジェク
ト間の間隔内をタッチしているつもりが、実際には、オブジェクトの表示位置をタッチし
ている場合がある。そして、このように、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔内
を適切にタッチすることができなければ、移動対象のオブジェクトを互いに隣接する２つ
のオブジェクト間に移動させることができない。すなわち、ユーザーは、互いに隣接する
２つのオブジェクト間の間隔内を適切にタッチできるまで、オブジェクトの移動操作を何
度も繰り返さなければならない。したがって、ユーザーからすると、利便性が悪い。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、表示部に表示されるオブ
ジェクトを移動させるための操作において、ユーザーの利便性を向上させることが可能な
表示入力装置および画像形成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】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の表示入力装置は、複数のオブジェクトを予め定
められた所定間隔で整列表示する表示部と、表示部に対して設けられ、ユーザーがタッチ
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している複数のタッチ位置を検知するためのタッチパネル部と、を備えている。そして、
表示部は、複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の少なくとも１点を含む２
点のタッチ後に２点の間隔を広げる操作である間隔拡張操作がタッチパネル部に対して行
われたとき、タッチ位置に表示していたオブジェクトを含む互いに隣接する２つのオブジ
ェクト間の間隔を所定間隔よりも拡張する。また、タッチパネル部は、２つのオブジェク
ト間の間隔が拡張された状態で、移動対象のオブジェクトの移動先となり得る位置をタッ
チすることでタッチ位置を移動先として確定するための操作である移動先確定操作を受け
付ける。
【００１１】
　本発明の構成では、上記のように、表示部は、複数のオブジェクトのうちのいずれかの
表示位置内の少なくとも１点を含む２点のタッチ後に２点の間隔を広げる操作である間隔
拡張操作がタッチパネル部に対して行われたとき、タッチ位置に表示していたオブジェク
トを含む互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を所定間隔よりも拡張する。また、
タッチパネル部は、２つのオブジェクト間の間隔が拡張された状態で、移動対象のオブジ
ェクトの移動先となり得る位置をタッチすることでタッチ位置を移動先として確定するた
めの操作である移動先確定操作を受け付ける。これにより、ユーザーからすると、互いに
隣接する２つのオブジェクト間を移動対象のオブジェクトの移動先として確定するとき、
互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔内を容易にミスなくタッチすることができる
（互いに隣接する２つのオブジェクトのうちのいずれかの表示位置を誤ってタッチしてし
まうというミスを減らすことができる）ので、オブジェクトの移動操作を一からやり直さ
なければならないという不都合の発生が抑制され、利便性が良い。また、オブジェクトの
移動操作の受け付けを行う専用の画面に遷移する必要がないので、オブジェクトの移動操
作に入るまでの操作が少なくて済む。さらに、複数のオブジェクトの並び順を確認しなが
らオブジェクトの移動操作を行うことができるので、操作性が良くなる。また、２点のタ
ッチ後に２点の間隔を広げることで互いに隣接するオブジェクト間の間隔が拡張するので
、互いに隣接するオブジェクト間の間隔を拡張するための操作が直感的で分かり易い。こ
れらの結果、本発明の構成では、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるための操
作において、ユーザーの利便性が向上する。
【００１２】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、移動先確定操作がタッチパネル部に対し
て行われたとき、確定した移動先に移動対象のオブジェクトが配されるように複数のオブ
ジェクトの並び順を変更し、複数のオブジェクトを所定間隔で整列表示する。これにより
、ユーザーからすると、移動先確定操作をタッチパネル部に対して行うだけで、複数のオ
ブジェクトの並び順が変更され、複数のオブジェクトが所定間隔で整列表示されるので、
利便性が良い。
【００１３】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、間隔拡張操作がタッチパネル部に対して
行われて以降、２点のタッチ後に２点の間隔を狭める操作である間隔縮小操作がタッチパ
ネル部に対して行われれば、複数のオブジェクトの並び順を変更することなく複数のオブ
ジェクトを所定間隔で整列表示する。このように、間隔拡張操作を行って以降であっても
、複数のオブジェクトの並び順を変更することなく複数のオブジェクトを所定間隔で整列
表示させることができるようになっていれば、誤って間隔拡張操作を行ってしまったユー
ザーからすると、利便性が良い。
【００１４】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、間隔拡張操作がタッチパネル部に対して
行われて以降、タッチパネル部に対する操作が行われないまま予め定められた所定時間が
経過すれば、複数のオブジェクトの並び順を変更することなく複数のオブジェクトを所定
間隔で整列表示する。これにより、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔が長時間
に渡って拡張されたまま放置されるのを抑制することができる。
【００１５】
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　上記の構成において、好ましくは、タッチパネル部は、間隔拡張操作が行われて以降、
移動先確定操作が行われるまでの間、移動対象となり得るオブジェクトの表示位置をタッ
チすることでタッチ位置に表示されていたオブジェクトを移動対象として確定するための
操作である移動対象確定操作を何回でも受け付ける。これにより、ユーザーからすると、
２つ以上のオブジェクトをまとめて移動対象として確定することができる（２つ以上のオ
ブジェクトをまとめて移動させることができる）ので、利便性が良い。
【００１６】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、間隔拡張操作がタッチパネル部に対して
行われたとき、複数のオブジェクトのうち１つ以上のオブジェクトを、複数のオブジェク
トを所定間隔で整列表示していたオブジェクト表示領域内からオブジェクト表示領域外に
ずらす。これにより、オブジェクト表示領域内に余分なスペース（互いに隣接する２つの
オブジェクト間の間隔を拡張するのに必要なスペース）が殆ど無かったとしても、容易に
、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を拡張することができる。
【００１７】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、間隔拡張操作がタッチパネル部に対して
行われたとき、複数のオブジェクトのうち１つ以上のオブジェクトを、他のオブジェクト
に重ねる。これにより、容易に、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を拡張する
ことができる。
【００１８】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、間隔拡張操作がタッチパネル部に対して
行われたとき、タッチされた２点の間隔が広げられた方向に、２つのオブジェクト間の間
隔を拡張する。たとえば、タッチした２点の間隔を左右方向に広げれば、２つのオブジェ
クト間の間隔が左右方向に拡張し、タッチした２点の間隔を上下方向に広げれば、２つの
オブジェクト間の間隔が上下方向に拡張する。すなわち、ユーザーからすると、自身の所
望する方向に２つのオブジェクト間の間隔を拡張することができ、利便性が良い。
【００１９】
　上記の構成において、好ましくは、タッチパネル部は、複数のオブジェクトのうちのい
ずれかの表示位置内の１点を含む２点のタッチ後に２点のタッチ位置の両方を互いに離間
する方向にスライドさせる操作を間隔拡張操作として受け付ける。さらに、タッチパネル
部は、複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の１点を含む２点のタッチ後に
２点のうち一方のタッチ位置を固定したまま他方のタッチ位置を一方のタッチ位置から離
間する方向にスライドさせる操作を間隔拡張操作として受け付ける。このような種々の操
作を間隔拡張操作としてタッチパネル部が受け付けるようになっていれば、ユーザーの利
便性が向上する。
【００２０】
　また、本発明の画像形成装置は、上記の表示入力装置を備えている。このような画像形
成装置では、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるための操作において、ユーザ
ーの利便性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように、本発明によれば、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるための
操作において、ユーザーの利便性を向上させることが可能な表示入力装置および画像形成
装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態による表示入力装置を備えた画像形成装置の概略図
【図２】図１に示した画像形成装置の表示入力装置の詳細図
【図３】図１に示した画像形成装置のハードウェア構成を示したブロック図
【図４】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（メインメニュー画
面）の一例を示した図
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【図５】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（コピー機能の設定
画面）の一例を示した図
【図６】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（ボックス機能の設
定画面）の一例を示した図
【図７】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動するとき
（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作およびそのときに表示される画面を説
明するための図
【図８】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてレイアウト編集モードに切り
替わったときの画面を説明するための図
【図９】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてレイアウト編集モードに切り
替わったときの画面を説明するための図
【図１０】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の操作およびそのときに表示される画
面を説明するための図
【図１１】図１に示した画像形成装置の表示入力装置において複数のオブジェクトの並び
順（画面レイアウト）が変更された後の画面を説明するための図
【図１２】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の操作およびそのときに表示される画
面を説明するための図
【図１３】図１に示した画像形成装置の表示入力装置において複数のオブジェクトの並び
順（画面レイアウト）が変更された後の画面を説明するための図
【図１４】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてレイアウト編集モードを解
除するときの操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１５】図１に示した画像形成装置の表示入力装置において表示するオブジェクトを減
らしたときの画面を説明するための図
【図１６】図１に示した画像形成装置の表示入力装置において表示するオブジェクトを減
らしたときの画面を説明するための図
【図１７】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作およびそのときに表示される画面を
説明するための図
【図１８】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてレイアウト編集モードに切
り替わったときの画面を説明するための図
【図１９】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の操作およびそのときに表示される画
面を説明するための図
【図２０】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の操作およびそのときに表示される画
面を説明するための図
【図２１】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作を説明するための図
【図２２】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作を説明するための図
【図２３】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作を説明するための図
【図２４】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作を説明するための図
【図２５】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えるとき）の操作を説明するための図
【図２６】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えて複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の
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動作を説明するためのフローチャート
【図２７】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
き（レイアウト編集モードに切り替えて複数のオブジェクトの並び順を変更するとき）の
動作を説明するためのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（画像形成装置の全体構成）
　以下、コピー機能、送信（スキャン）機能、ファックス機能およびボックス機能などの
複数種の機能の実行が可能な画像形成装置（複合機）を例にとって説明する。なお、ボッ
クス機能というのは、予め登録されたボックスと称される保存領域（たとえば、後述する
記憶部１１３に設けられたフォルダ）に画像データを蓄積したり、蓄積した画像データに
基づく印刷を行ったりする機能である。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態の画像形成装置１００は、操作パネル１０１（「表示入
力装置」に相当）、原稿搬送部１０２Ａ、画像読取部１０２Ｂ、給紙部１０３、用紙搬送
部１０４、画像形成部１０５、定着部１０６および後処理部１０７などを備える。
【００２５】
　操作パネル１０１は、たとえば、装置正面側に配置される。この操作パネル１０１は、
図２に示すように、表示面上にタッチパネル部１１が設けられた液晶表示部１２（「表示
部」に相当）を有する。タッチパネル部１１は、ユーザーがタッチした複数のタッチ位置
を同時に検知可能なマルチタッチパネルである。液晶表示部１２は、ユーザーから入力操
作を受け付けるためのソフトキーやメッセージなどを配した画面を表示する。なお、液晶
表示部１２に表示される画面については、後に詳細に説明する。そして、液晶表示部１２
の表示面を覆うタッチパネル部１１は、ユーザーが指定したソフトキー（タッチパネル部
１１を介してユーザーがタッチしたソフトキー）を検知するために設けられている。また
、操作パネル１０１には、ハードキーとして、数値入力を受け付けるためのテンキー１３
や、機能実行の開始指示を受け付けるためのスタートキー１４などが設けられている。
【００２６】
　図１に戻って、原稿搬送部１０２Ａは、画像読取部１０２Ｂの装置背面側に設けられた
回転軸（図示せず）を支点として開閉可能に取り付けられている。この原稿搬送部１０２
Ａは、原稿セットトレイ２１にセットされた原稿Ｄを引き出し、搬送読取用コンタクトガ
ラス２０ａの上方に送って原稿排出トレイ２２に排出する。また、原稿搬送部１０２Ａは
、載置読取用コンタクトガラス２０ｂに載置された原稿Ｄを押える機能も有する。
【００２７】
　画像読取部１０２Ｂは、原稿Ｄを読み取って画像データを生成する。この画像読取部１
０２Ｂには、図示しないが、露光ランプ、ミラー、レンズおよびイメージセンサーなどの
光学系部材が設けられている。そして、画像読取部１０２Ｂは、搬送読取用コンタクトガ
ラス２０ａを通過する原稿Ｄまたは載置読取用コンタクトガラス２０ｂに載置される原稿
Ｄに光を照射し、その原稿Ｄからの反射光を受けたイメージセンサーの出力値をＡ／Ｄ変
換することによって、画像データを生成する。これにより、画像読取部１０２Ｂによる原
稿Ｄの読み取り動作（スキャン）によって得られた画像データに基づき印刷を行うことが
できる。また、スキャンによって得られた画像データを蓄積することもできる。
【００２８】
　給紙部１０３は、用紙Ｐを収容するカセット３１を複数有し、それら複数のカセット３
１に収容された用紙Ｐを用紙搬送部１０４に供給する。この給紙部１０３には、収容され
た用紙Ｐを引き出すピックアップローラー３２や、用紙Ｐの重送を抑制するための分離ロ
ーラー対３３が設けられている。
【００２９】
　用紙搬送部１０４は、画像形成装置１００の内部において用紙Ｐを搬送する。具体的に
言うと、給紙部１０３から供給された用紙Ｐは、用紙搬送部１０４が搬送することによっ
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て、画像形成部１０５および定着部１０６をこの順番で通過する。この用紙搬送部１０４
には、用紙Ｐを搬送するための複数の搬送ローラー対４１が設けられている。さらに、用
紙Ｐを画像形成部１０５の手前で待機させ、タイミングを合わせて画像形成部１０５に送
り出すレジストローラー対４２も設けられている。
【００３０】
　画像形成部１０５は、画像データに基づきトナー像を形成し、そのトナー像を用紙Ｐに
転写する。画像形成部１０５は、感光体ドラム５１、帯電装置５２、露光装置５３、現像
装置５４、転写ローラー５５およびクリーニング装置５６などを含んでいる。
【００３１】
　トナー像の形成プロセスおよびトナー像の転写プロセスとしては、まず、感光体ドラム
５１を回転駆動させ、その感光体ドラム５１の表面を帯電装置５２で所定電位に帯電させ
る。また、露光装置５３は、画像データに基づき光ビームＬを出力し、感光体ドラム５１
の表面を走査露光する。これにより、感光体ドラム５１の表面に静電潜像を形成する。現
像装置５４は、感光体ドラム５１の表面に形成された静電潜像にトナーを供給して現像す
る。
【００３２】
　転写ローラー５５は、感光体ドラム５１の表面に圧接して回転可能となっている。さら
に、転写ローラー５５には所定の電圧が印加されている。この状態で、レジストローラー
対４２がタイミングを計り、転写ローラー５５と感光体ドラム５１との間に用紙Ｐを進入
させる。これによって、感光体ドラム５１の表面のトナー像が用紙Ｐに転写される。そし
て、トナー像の転写プロセスが終わると、クリーニング装置５６は、感光体ドラム５１の
表面に残留するトナーなどを除去する。
【００３３】
　定着部１０６は、用紙Ｐに転写されたトナー像を加熱・加圧して定着させる。この定着
部１０６は、発熱源を内蔵する定着ローラー６１と、定着ローラー６１に圧接される加圧
ローラー６２とを含んでいる。そして、トナー像が転写された用紙Ｐは、定着ローラー６
１と加圧ローラー６２との間を通過することで、加熱・加圧される。これにより、用紙Ｐ
にトナー像が定着され、印刷が完了する。
【００３４】
　後処理部１０７は、定着部１０６から印刷済みの用紙Ｐを受け取り、仕分け処理、ステ
ープル処理およびパンチ処理などの後処理を行う。そして、後処理部１０７は、印刷済み
の用紙Ｐに対して後処理を施した後、用紙Ｐを排出トレイ７１に排出する。
【００３５】
　（画像形成装置のハードウェア構成）
　画像形成装置１００は、図３に示すように、主制御部１１０を備える。主制御部１１０
は、中央演算処理装置であるＣＰＵ１１１、画像処理部１１２および記憶部１１３などを
含む。画像処理部１１２は、画像処理専用のＡＳＩＣやメモリーなどからなっており、画
像データに対して各種画像処理（拡大／縮小、濃度変換およびデータ形式変換など）を施
す。記憶部１１３は、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびＨＤＤなどからなり、たとえば、機能の実行
に必要なプログラムおよびデータがＲＯＭに記憶され、それらプログラムおよびデータが
ＲＡＭに展開される。
【００３６】
　主制御部１１０は、原稿搬送部１０２Ａ、画像読取部１０２Ｂ、給紙部１０３、用紙搬
送部１０４、画像形成部１０５、定着部１０６および後処理部１０７などと接続される。
そして、主制御部１１０は、記憶部１１３に記憶されたプログラムおよびデータに基づき
、全体制御、画像処理制御、および、各種回転体を回転させるモーターの駆動制御などを
行う。
【００３７】
　主制御部１１０には、操作パネル１０１も接続される。操作パネル１０１は、主制御部
１１０と接続される表示制御部１５を含む。この表示制御部１５は、ＣＰＵなどからなり
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、主制御部１１０から指示を受け、操作パネル１０１の表示動作を制御する。たとえば、
表示制御部１５は、液晶表示部１２に表示されたソフトキーがタッチパネル部１１を介し
てユーザーによってタッチされると、タッチパネル部１１の出力に基づきタッチ位置の座
標を検知する。すなわち、表示制御部１５は、ユーザーがタッチパネル部１１を介してタ
ッチしたソフトキー（ユーザーが指定したソフトキー）を検知する。この表示制御部１５
には、記憶部１６が接続される。そして、タッチパネル部１１の出力とタッチ位置の座標
との対応を示すデータは、記憶部１６に記憶される。
【００３８】
　また、主制御部１１０は、通信部１２０と接続される。通信部１２０は、たとえば、外
部のコンピューター２００とネットワークを介して通信可能に接続される。これにより、
コンピューター２００から送信された画像データに基づき印刷を行うことができ、スキャ
ンによって得られた画像データをコンピューター２００に送信することもできる。また、
通信部１２０にモデムなどを内蔵してもよく、この場合、電話回線などのネットワークを
介して、外部のファックス装置３００とファックス通信を行うことができる。
【００３９】
　（操作パネルの表示画面）
【００４０】
　操作パネル１０１は、主電源が投入されると、図４に示すようなメインメニュー画面Ｍ
Ｓを初期画面として表示する。メインメニュー画面ＭＳには、複数種の機能のうちから使
用する機能の選択指示をユーザーから受け付けるため、複数種の機能にそれぞれ対応する
複数のソフトキーＫ（「オブジェクト」に相当）が配される。
【００４１】
　たとえば、操作パネル１０１は、予め定められたオブジェクト表示領域Ａ１（破線で囲
まれた領域）内に、複数のソフトキーＫを互いに予め定められた所定間隔で整列表示する
。なお、複数のソフトキーＫの並び順は予め定められており、複数のソフトキーＫの表示
位置に関する位置情報（複数のソフトキーＫの並び順に関する情報）が記憶部１６に記憶
される。そして、操作パネル１０１は、メインメニュー画面ＭＳを表示するとき、記憶部
１６に記憶された位置情報に基づき、複数のソフトキーＫを配列する。
【００４２】
　このようなメインメニュー画面ＭＳの表示中に、複数のソフトキーＫのうちのいずれか
の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッチされたとき、操作パネ
ル１０１は、タッチされた位置に表示していたソフトキーＫをユーザーが指定したと判断
する。たとえば、ユーザーは、所望のソフトキーＫの表示位置をタッチした後にタッチを
解除する操作（タップ操作）を行うことで、所望のソフトキーＫを指定することができる
。その後、操作パネル１０１は、指定のソフトキーＫに対応する機能の設定指示を受け付
けるための設定画面（たとえば、図５に示すような画面）を表示する。
【００４３】
　具体的には、ソフトキーＫ１の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによっ
てタッチ（タップ）されると、操作パネル１０１は、図５に示すように、コピー機能の設
定指示を受け付けるための設定画面ＳＣを表示する。コピー機能の設定画面ＳＣには、コ
ピー機能に関する複数の設定項目にそれぞれ対応する複数の設定キーＦＫが配される。図
５には、一例として、用紙選択、縮小／拡大、濃度、両面／分割およびページ集約の各設
定項目にそれぞれ対応する複数の設定キーＦＫが配された設定画面ＳＣを図示している。
複数の設定キーＦＫのそれぞれには、対応する設定項目の現時点の設定値が表記される。
そして、操作パネル１０１は、複数の設定キーＦＫのうちのいずれかがタッチパネル部１
１を介してユーザーによってタッチされ指定されると、指定の設定キーＦＫに対応する設
定項目の設定値を入力するための画面（図示せず）を表示する。これにより、ユーザーは
、コピー機能に関する複数の設定項目のそれぞれの現時点の設定値を認識することができ
、かつ、それら各設定値を変更することもできる。
【００４４】
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　図４に戻って、ソフトキーＫ２の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによ
ってタッチされると、操作パネル１０１は、送信（スキャン）機能の設定指示を受け付け
るための設定画面（図示せず）を表示する。この送信（スキャン）機能の設定画面では、
スキャンによって得られた画像データの送信先（保存先）の指定などを行うことができる
。また、ソフトキーＫ３の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッ
チされると、操作パネル１０１は、ファックス機能の設定指示を受け付けるための設定画
面（図示せず）を表示する。このファックス機能の設定画面では、ファックス番号の入力
などを行うことができる。
【００４５】
　また、ソフトキーＫ４～Ｋ６のうちのいずれかの表示位置がタッチパネル部１１を介し
てユーザーによってタッチされると、操作パネル１０１は、図６に示すように、ボックス
機能の設定指示を受け付けるための設定画面ＳＢを表示する。ボックス機能の設定画面Ｓ
Ｂには、たとえば、登録されたボックスを示すフォルダアイコンＦ（「オブジェクト」に
相当）が配される。なお、複数のボックスが登録されている場合には、複数のボックスを
それぞれ示す複数のフォルダアイコンＦが設定画面ＳＢに配される。この場合、操作パネ
ル１０１は、予め定められたオブジェクト表示領域Ａ２（破線で囲まれた領域）内に、複
数のフォルダアイコンＦを予め定められた所定間隔で整列表示する。
【００４６】
　そして、操作パネル１０１は、図６に示したボックス機能の設定画面ＳＢを表示するこ
とで、ユーザーから所望のボックスの指定を受け付ける。たとえば、操作パネル１０１は
、複数のフォルダアイコンＦのうちのいずれかの表示位置がタッチパネル部１１を介して
ユーザーによってタッチ（タップ）されると、タッチ位置に表示していたフォルダアイコ
ンＦに対応するボックスが指定されたと判断する。
【００４７】
　ところで、図４に示したメインメニュー画面ＭＳのソフトキーＫ４～Ｋ６にそれぞれ対
応する各ボックス機能のうち、ソフトキーＫ４に対応するボックス機能は、スキャンによ
って得られた画像データを蓄積したり、蓄積した画像データに基づく印刷を行ったりする
機能（ユーザーボックス機能）である。ソフトキーＫ５に対応するボックス機能は、画像
データをコンピューター２００から画像形成装置１００に送信して蓄積したり、その蓄積
した画像データに基づく印刷を行ったりする機能（ジョブボックス機能）である。ソフト
キーＫ６に対応するボックス機能は、通信部１２０が受信したファックスデータを蓄積し
たり、その蓄積したファックスデータに基づく印刷を行ったりする機能（ファックスボッ
クス機能）である。
【００４８】
　また、ソフトキーＫ７の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッ
チされると、操作パネル１０１は、外部メモリーを利用した機能の設定指示を受け付ける
ための設定画面（図示せず）を表示する。外部メモリーを利用した機能というのは、外部
メモリーに保存した画像データに基づく印刷を行ったり、外部メモリーに画像データを保
存したりする機能のことである。
【００４９】
　なお、ソフトキーＫ８はプログラム機能に対応するソフトキーＫであり、ソフトキーＫ
８の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッチされると、操作パネ
ル１０１は、登録されたプログラムのうちから呼び出すプログラムの選択指示をユーザー
から受け付けるためのプログラム選択画面（図示せず）を表示する。ところで、プログラ
ム機能というのは、コピー機能や送信（スキャン）機能などに関する複数の設定項目のう
ち、ユーザーによって予め選択された１つ以上の設定項目（設定値）をプログラムとして
登録しておく機能である。
【００５０】
　（画面レイアウトの編集方法）
　本実施形態では、複数のオブジェクトを整列配置した画面の表示中に、複数のオブジェ
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クトのうちのいずれかを移動することで複数のオブジェクトの並び順（画面レイアウト）
を変更することができる。たとえば、図４に示したメインメニュー画面ＭＳにおいて、複
数のソフトキーＫの並び順を変更することができる。また、図６に示したボックス機能の
設定画面ＳＢにおいて、複数のフォルダアイコンＦの並び順を変更することもできる。以
下、図４に示したメインメニュー画面ＭＳを例にとって説明する。
【００５１】
　このメインメニュー画面ＭＳにおいて、複数のソフトキーＫの並び順を変更したいユー
ザーは、移動対象のソフトキーＫの表示位置をタッチし、タッチしたままタッチ位置を所
望の移動先にスライドさせ、その所望の移動先でタッチを解除する（ドラッグアンドドロ
ップ操作を行う）。
【００５２】
　たとえば、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間にソフトキーＫ７を移動させたいユ
ーザーは、移動対象のソフトキーＫ７の表示位置をタッチし、タッチしたままタッチ位置
をソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔内にスライドさせ、ソフトキーＫ３とソ
フトキーＫ４との間の間隔内でタッチを解除する（ドラッグアンドドロップ操作を行う）
。このような操作を受け、操作パネル１０１は、複数のソフトキーＫの並び順を変更し、
複数のソフトキーＫを予め定められた所定間隔で整列表示する。なお、図６に示したボッ
クス機能の設定画面ＳＢであっても、同様の操作により、複数のフォルダアイコンＦの並
び順を変更することができる。
【００５３】
　しかし、複数のソフトキーＫが予め定められた所定間隔で整列表示された状態では、互
いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔は比較的狭い。したがって、ユーザーによって
は、互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔内を適切にタッチすることができない場
合がある。たとえば、互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔内をタッチしているつ
もりが、実際には、ソフトキーＫの表示位置をタッチしている場合がある。そして、この
ように、互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔内を適切にタッチしていなければ、
移動対象のソフトキーＫを所望の移動先（互いに隣接する２つのソフトキーＫ間）に移動
させることができない。なお、図６に示したボックス機能の設定画面ＳＢにおいては、互
いに隣接する２つのフォルダアイコンＦ間の間隔内を適切にタッチできず、フォルダアイ
コンＦの表示位置をタッチしてしまうと、タッチ位置に表示されていたフォルダアイコン
Ｆの階層下に移動対象のフォルダアイコンＦが移動してしまうことがある。
【００５４】
　このような不都合を解消するため、本実施形態では、互いに隣接する２つのオブジェク
ト間の間隔を予め定められた所定間隔よりも拡張することができるようになっている。以
下、図４に示したメインメニュー画面ＭＳを例にとって詳細に説明するが、以下の説明で
は、便宜上、移動対象をソフトキーＫ７とし、移動先をソフトキーＫ３とソフトキーＫ４
との間とする。なお、以下の説明で参照する図面において、白抜きの丸印はタッチ位置を
示し、白抜きの矢印はタッチ位置の移動方向を示す。
【００５５】
　まず、液晶表示部１２が複数のソフトキーＫを予め定められた所定間隔で整列表示して
いる状態（図４に示した状態）では、タッチパネル部１１は、複数のソフトキーＫのうち
のいずれかの表示位置内の少なくとも１点を含む２点のタッチ後に２点の間隔を広げる操
作である間隔拡張操作が行われることで、タッチ位置に表示されていたソフトキーＫを含
む互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔を予め定められた所定間隔よりも拡張させ
る旨を受け付ける。
【００５６】
　したがって、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間を移動先としたい（ソフトキーＫ
３とソフトキーＫ４との間の間隔を拡張したい）ユーザーは、図７に示すように、ソフト
キーＫ３およびＫ４のうちのいずれかの表示位置内の少なくとも１点を含む２点のタッチ
後に２点の間隔を広げる操作（間隔拡張操作）をタッチパネル部１１に対して行う。なお
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、図７には、間隔拡張操作の一例として、ソフトキーＫ３およびＫ４の各表示位置を１点
ずつ（合計２点）タッチし、２点のタッチ位置の両方を互いに離間する方向（画面横方向
）にスライドさせる操作を図示している。
【００５７】
　間隔拡張操作がタッチパネル部１１に対して行われると、液晶表示部１２は、タッチ位
置に表示していたソフトキーＫを含む互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の間隔を予め
定められた所定間隔よりも拡張する。すなわち、液晶表示部１２は、ソフトキーＫ３とソ
フトキーＫ４との間の間隔を拡張する。たとえば、液晶表示部１２は、図８に示すように
、ソフトキーＫ４を画面右方向に移動させる（オブジェクト表示領域Ａ１内からオブジェ
クト表示領域Ａ外にソフトキーＫ４をずらす）ことにより、ソフトキーＫ３とソフトキー
Ｋ４との間の間隔を拡張する。
【００５８】
　また、別の例として、図９に示すように、ソフトキーＫ３を画面左方向に移動させるこ
とにより、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔を拡張させてもよい。この場合
には、ソフトキーＫ３をソフトキーＫ２に重ねてもよい。あるいは、図示しないが、ソフ
トキーＫ３およびＫ４の両方を互いに離間する方向に移動させてもよい（ソフトキーＫ３
を画面左方向に移動させ、かつ、ソフトキーＫ４を画面右方向に移動させてもよい）。
【００５９】
　また、表示制御部１５は、間隔拡張操作がタッチパネル部１１に対して行われると、複
数のソフトキーＫの並び順（画面レイアウト）の変更指示を受け付けるためのレイアウト
編集モードに切り替える。すなわち、間隔拡張操作は、レイアウト編集モードに切り替え
るための操作でもある。なお、レイアウト編集モードでは、複数のソフトキーＫのうちの
いずれかの表示位置をユーザーがタッチしたとしても、タッチ位置に表示されていたソフ
トキーＫに対応する設定画面に遷移しない。
【００６０】
　レイアウト編集モードに切り替わると、タッチパネル部１１は、２つのソフトキーＫ間
の間隔が拡張された状態で、移動対象のソフトキーＫの移動先となり得る位置をタッチす
ることでタッチ位置を移動先として確定するための操作である移動先確定操作（複数のソ
フトキーＫの並び順を変更するための画面レイアウト編集操作）を受け付ける。
【００６１】
　具体的には、タッチパネル部１１は、まず、移動対象となり得るソフトキーＫの表示位
置をタッチすることでタッチ位置に表示されていたソフトキーＫを移動対象として確定す
るための操作である移動対象確定操（複数のソフトキーＫの並び順を変更するための画面
レイアウト編集操作）を受け付ける。そして、タッチパネル部１１は、移動対象確定操作
が行われた後で、移動先確定操作を受け付ける。
【００６２】
　したがって、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間にソフトキーＫ７を移動させたい
ユーザーは、ソフトキーＫ７の表示位置をタッチし、ソフトキーＫ７を移動対象として確
定する。その後、ユーザーは、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔内をタッチ
し、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間を移動対象のソフトキーＫ７の移動先として
確定する。たとえば、ユーザーは、図１０に示すように、ソフトキーＫ７の表示位置をタ
ッチしたまま、タッチ位置をソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔内に移動させ
た後（ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔内をタッチした後）、ソフトキーＫ
３とソフトキーＫ４との間の間隔内でタッチを解除する。あるいは、ソフトキーＫ７の表
示位置をタッチした後でタッチを解除し、その後、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との
間の間隔内をタッチした後でタッチを解除してもよい。
【００６３】
　移動先確定操作がタッチパネル部１１に対して行われると、表示制御部１５は、複数の
ソフトキーＫの表示位置に関する位置情報（複数のソフトキーＫの並び順に関する情報）
を更新する。そして、表示制御部１５は、液晶表示部１２の表示動作を制御し、図１１に
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示すように、確定した移動先に移動対象のソフトキーＫが配されるように複数のソフトキ
ーＫの並び順を変更させた上で、複数のソフトキーＫを予め定められた所定間隔で整列表
示させる。すなわち、液晶表示部１２は、従前にソフトキーＫ４を表示していた位置にソ
フトキーＫ７を表示する。このとき、レイアウト編集モードは解除される。
【００６４】
　ここで、ユーザーによっては、２つ以上のソフトキーＫをまとめて移動させたい場合が
ある。このため、タッチパネル部１１は、レイアウト編集モードに切り替わって以降（間
隔拡張操作が行われて以降）、移動先確定操作が行われるまでの間、移動対象確定操作を
何回でも受け付ける。たとえば、ソフトキーＫ５～Ｋ７をまとめて移動させる場合には、
図１２に示すように、移動先確定操作を行うまでの間に、ソフトキーＫ５～Ｋ７の各表示
位置を順次タッチすることで、ソフトキーＫ５～Ｋ７をまとめて移動対象として確定する
ことができる。この後は、所望の移動先をタッチする操作である移動先確定操作を行えば
よい。たとえば、所望の移動先がソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間であれば、最後
にタッチしたソフトキーＫ７の表示位置でのタッチを維持したまま、タッチ位置をソフト
キーＫ３とソフトキーＫ４との間の間隔内に移動させればよい。これにより、図１３に示
すような順番で複数のソフトキーＫが整列表示される。
【００６５】
　また、ユーザーによっては、レイアウト編集モードに切り替わった後（間隔拡張操作を
行った後）、複数のソフトキーＫの並び順を変更せずにレイアウト編集モードを強制的に
解除したい場合もある。このため、レイアウト編集モードを強制的に解除するためのキャ
ンセル操作が存在する。たとえば、タッチパネル部１１は、レイアウト編集モードに切り
替わって以降（間隔拡張操作が行われて以降）、図１４に示すように、２点のタッチ後に
２点の間隔を狭める操作である間隔縮小操作（キャンセル操作）が行われることで、レイ
アウト編集モードを強制的に解除する旨を受け付ける。なお、この場合のタッチ位置は特
に限定されない。図１４には、間隔縮小操作の一例として、互いの間隔が拡張された２つ
のソフトキーＫのうちのいずれかの表示位置内の少なくとも１点を含む２点をタッチし、
２点のタッチ位置の両方を互いに接近する方向（画面横方向）にスライドさせる操作を図
示している。あるいは、操作パネル１０１に設けられたハードキーの１つであるリセット
キー１７（図２参照）を押下した場合にも、レイアウト編集モードを強制的に解除するこ
とができる。
【００６６】
　そして、液晶表示部１２は、レイアウト編集モードに切り替わって以降（間隔拡張操作
がタッチパネル部１１に対して行われて以降）、間隔縮小操作などのキャンセル操作が行
われれば、複数のソフトキーＫの並び順を変更することなく、複数のソフトキーＫを予め
定められた所定間隔で整列表示する。なお、液晶表示部１２は、レイアウト編集モードに
切り替わって以降（間隔拡張操作がタッチパネル部１１に対して行われて以降）、タッチ
パネル部１１に対する操作が行われないまま予め定められた所定時間が経過した場合であ
っても、複数のソフトキーＫの並び順を変更することなく、複数のソフトキーＫを予め定
められた所定間隔で整列表示する。
【００６７】
　ところで、一画面に表示するソフトキーＫの個数は変更可能である。たとえば、図１５
に示すように、一画面に表示するフトキーＫの個数を減らすことができる。図１５には、
一例として、一画面に表示するソフトキーＫを６個に減らした場合を図示している。この
場合、たとえば、パネル面を指ではらうような操作（フリック操作）をタッチパネル部１
１に対して行うことにより、図１６に示すように、表示するソフトキーＫを切り替えるこ
とができる。
【００６８】
　図１５および図１６に示した画面レイアウトにおいて、たとえば、ソフトキーＫ２とソ
フトキーＫ３との間にソフトキーＫ７を移動させる場合には、まず、図１７に示すように
、間隔拡張操作を行うことによって、ソフトキーＫ２とソフトキーＫ３との間の間隔を拡
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張し、レイアウト編集モードに切り替える（図１８に示す画面にする）。続いて、図１９
に示すように、ソフトキーＫ７を配した画面に切り替え、移動対象確定操作を行うことに
よって、ソフトキーＫ７を移動対象として確定する。その後、図２０に示すように、互い
の間隔が拡張されたソフトキーＫ２およびＫ３を配した画面に切り替え、移動先確定操作
を行うことによって、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間を移動先として確定する。
これにより、ソフトキーＫ３とソフトキーＫ４との間にソフトキーＫ７が移動する。
【００６９】
　（レイアウト編集モードへの切替方法）
　レイアウト編集モードに切り替えるための操作である間隔拡張操作としては、タッチし
た２点のタッチ位置の両方を互いに離間する方向（画面横方向）にスライドさせるという
操作（図７参照）以外にも種々ある。
【００７０】
　たとえば、タッチパネル部１１は、図２１に示すように、複数のソフトキーＫのうちの
いずれかの表示位置内の１点を含む２点をタッチし、一方のタッチ位置を固定したまま他
方のタッチ位置を画面右方向にスライドさせる操作（一方のタッチ位置から離間する方向
に他方のタッチ位置をスライドさせる操作）が行われた場合にも、その操作を間隔拡張操
作として受け付ける。また、タッチパネル部１１は、図２２に示すように、複数のソフト
キーＫのうちのいずれかの表示位置内の１点を含む２点をタッチし、一方のタッチ位置を
固定したまま他方のタッチ位置を画面左方向にスライドさせる操作（一方のタッチ位置か
ら離間する方向に他方のタッチ位置をスライドさせる操作）が行われた場合にも、その操
作を間隔拡張操作として受け付ける。
【００７１】
　ところで、ユーザーによっては、画面上下方向に互いに隣接するソフトキーＫ間の間隔
を拡張することで、レイアウト編集モードに切り替えたい場合もある。このため、タッチ
パネル部１１は、図２３に示すように、複数のソフトキーＫのうちのいずれかの表示位置
内の１点を含む２点をタッチし、２点のタッチ位置の両方を画面上下方向にスライドさせ
る操作（２点のタッチ位置の両方を互いに離間する方向にスライドさせる操作）が行われ
た場合にも、その操作を間隔拡張操作として受け付ける。
【００７２】
　また、タッチパネル部１１は、図２４に示すように、複数のソフトキーＫのうちのいず
れかの表示位置内の１点を含む２点をタッチし、一方のタッチ位置を固定したまま他方の
タッチ位置を画面上方向にスライドさせる操作（一方のタッチ位置から離間する方向に他
方のタッチ位置をスライドさせる操作）が行われた場合にも、その操作を間隔拡張操作と
して受け付ける。さらに、タッチパネル部１１は、図２５に示すように、複数のソフトキ
ーＫのうちのいずれかの表示位置内の１点を含む２点をタッチし、一方のタッチ位置を固
定したまま他方のタッチ位置を画面下方向にスライドさせる操作（一方のタッチ位置から
離間する方向に他方のタッチ位置をスライドさせる操作）が行われた場合にも、その操作
を間隔拡張操作として受け付ける。
【００７３】
　なお、図２３～図２５に示した間隔拡張操作が行われた場合には、液晶表示部１２は、
タッチ位置に表示されていたソフトキーＫを含む互いに隣接する２つのソフトキーＫ間の
間隔を上下方向に拡張する。
【００７４】
　（画面レイアウトを編集するときの流れ）
　以下に、図２６および図２７に示すフローチャートを参照し、液晶表示部１２が複数の
オブジェクトを整列配置した画面を表示している最中に、複数のオブジェクトのうちのい
ずれかを移動させることで複数のオブジェクトの並び順（画面レイアウト）を変更すると
きの流れについて説明する。なお、複数のオブジェクトを整列配置した画面というのは、
たとえば、図４に示したメインメニュー画面ＭＳ（この場合は、ソフトキーＫがオブジェ
クトに相当する）であり、図６に示したボックス機能の設定画面ＳＢ（この場合は、フォ
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ルダアイコンＦがオブジェクトに相当する）である。以下の説明では、ソフトキーＫおよ
びフォルダアイコンＦを総じて単にオブジェクトと称する。
【００７５】
　まず、図２６のフローチャートのスタート時点では、液晶表示部１２が複数のオブジェ
クトを予め定められた所定間隔で整列表示しているとする。この状態で、複数のオブジェ
クトのうちのいずれかの表示領域内の少なくとも１点を含む２点をタッチする操作がタッ
チパネル部１１に対して行われたとき、図２６のフローチャートがスタートする。
【００７６】
　ステップＳ１において、表示制御部１５は、タッチパネル部１１の２点がタッチされた
後、２点をタッチしたまま２点の間隔を広げる操作（間隔拡張操作）が行われたか否かを
判断する。判断の結果、２点のタッチ後に２点の間隔を広げる操作が行われていれば、ス
テップＳ２に移行する。
【００７７】
　ステップＳ２に移行すると、表示制御部１５は、レイアウト編集モードに切り替える。
このレイアウト編集モードでは、液晶表示部１２は、タッチ位置に表示していたオブジェ
クトを含む互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を予め定められた所定間隔よりも
拡張する。そして、タッチパネル部１１は、２つのオブジェクト間の間隔が拡張された状
態で、移動対象を確定するための移動対象確定操作、および、移動先を確定するための移
動先確定操作を受け付ける。
【００７８】
　ステップＳ３において、表示制御部１５は、移動対象確定操作（移動先となり得るオブ
ジェクトの表示位置をタッチする操作）がタッチパネル部１１に対して行われたか否かを
判断する。判断の結果、移動対象確定操作が行われていれば、ステップＳ４に移行する。
ステップＳ４に移行すると、表示制御部１５は、タッチ位置に表示されていたオブジェク
トを移動対象として確定する。
【００７９】
　ステップＳ５において、表示制御部１５は、移動先確定操作（互いの間隔が拡張された
２つのオブジェクト間の間隔内をタッチする操作）がタッチパネル部１１に対して行われ
たか否かを判断する。判断の結果、移動先確定操作が行われていれば、ステップＳ６に移
行し、移動先確定操作が行われていなければ、ステップＳ３に移行する。
【００８０】
　ステップＳ６に移行すると、表示制御部１５は、複数のオブジェクトの表示位置に関す
る位置情報（複数のオブジェクトの並び順に関する情報）を更新する。そして、ステップ
Ｓ７において、表示制御部１５は、レイアウト編集モードを解除する。レイアウト編集モ
ードが解除されると、液晶表示部１２は、確定した移動先に移動対象のオブジェクトが配
されるように複数のオブジェクトの並び順を変更し、複数のオブジェクトを予め定められ
た所定間隔で整列表示させる。
【００８１】
　なお、ステップＳ３において、移動対象確定操作が行われていなければ、ステップＳ８
に移行する。ステップＳ８に移行すると、表示制御部１５は、レイアウト編集モードを強
制的に解除するキャンセル操作が行われたか否かを判断する。すなわち、表示制御部１５
は、タッチパネル部１１の２点がタッチされた後に２点の間隔を狭める操作である間隔縮
小操作が行われたか否か、あるいは、リセットキー１７が押下されたか否か、を判断する
。判断の結果、キャンセル操作が行われていれば、ステップＳ９に移行し、キャンセル操
作が行われていなければ、ステップＳ１０に移行する。
【００８２】
　ステップＳ９に移行すると、表示制御部１５は、レイアウト編集モードを強制的に解除
する。レイアウト編集モードが強制的に解除されると、液晶表示部１２は、複数のオブジ
ェクトの並び順を変更することなく、複数のオブジェクトを予め定められた所定間隔で整
列表示する。
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【００８３】
　一方で、ステップＳ１０に移行すると、表示制御部１５は、レイアウト編集モードに切
り替えて以降（間隔拡張操作がタッチパネル部１１に対して行われて以降）、タッチパネ
ル部１１に対する操作が行われないまま予め定められた所定時間が経過したか否かを判断
する。判断の結果、所定時間が経過していれば、ステップＳ９に移行し、所定時間が経過
していなければ、ステップＳ３に移行する。
【００８４】
　また、ステップＳ１において、タッチパネル部１１の２点がタッチされた後、２点をタ
ッチしたまま２点の間隔を広げる操作（間隔拡張操作）が行われていない場合には、ステ
ップＳ１１に移行する。ステップＳ１１に移行すると、表示制御部１５は、タッチパネル
部１１に対するタッチが解除されたか否かを判断する。判断の結果、タッチが解除されて
いれば、表示制御部１５は、レイアウト編集モードに切り替えない。一方で、タッチが解
除されていなければ、表示制御部１５は、ステップＳ１の判断を続ける。
【００８５】
　本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２（「表示部」に相当）は、複数のオブ
ジェクト（ソフトキーＫやフォルダアイコンＦなど）のうちのいずれかの表示位置内の少
なくとも１点を含む２点のタッチ後に２点の間隔を広げる操作である間隔拡張操作がタッ
チパネル部１１に対して行われたとき、タッチ位置に表示していたオブジェクトを含む互
いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を所定間隔よりも拡張する。また、タッチパネ
ル部１１は、２つのオブジェクト間の間隔が拡張された状態で、移動対象のオブジェクト
の移動先となり得る位置をタッチすることでタッチ位置を移動先として確定するための操
作である移動先確定操作を受け付ける。これにより、ユーザーからすると、互いに隣接す
る２つのオブジェクト間を移動対象のオブジェクトの移動先として確定するとき、互いに
隣接する２つのオブジェクト間の間隔内を容易にミスなくタッチすることができる（互い
に隣接する２つのオブジェクトのうちのいずれかの表示位置を誤ってタッチしてしまうと
いうミスを減らすことができる）ので、オブジェクトの移動操作を一からやり直さなけれ
ばならないという不都合の発生が抑制され、利便性が良い。また、オブジェクトの移動操
作の受け付けを行う専用の画面に遷移する必要がないので、オブジェクトの移動操作に入
るまでの操作が少なくて済む。さらに、複数のオブジェクトの並び順を確認しながらオブ
ジェクトの移動操作を行うことができるので、操作性が良くなる。また、２点のタッチ後
に２点の間隔を広げることで互いに隣接するオブジェクト間の間隔が拡張するので、互い
に隣接するオブジェクト間の間隔を拡張するための操作が直感的で分かり易い。これらの
結果、本実施形態では、液晶表示部１２に表示されるオブジェクトを移動させるための操
作において、ユーザーの利便性が向上する。
【００８６】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、移動先確定操作がタッチパ
ネル部１１に対して行われたとき、確定した移動先に移動対象のオブジェクトが配される
ように複数のオブジェクトの並び順を変更し、複数のオブジェクトを所定間隔で整列表示
する。これにより、ユーザーからすると、移動先確定操作をタッチパネル部１１に対して
行うだけで、複数のオブジェクトの並び順が変更され、複数のオブジェクトが所定間隔で
整列表示されるので、利便性が良い。
【００８７】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、間隔拡張操作がタッチパネ
ル部１１に対して行われて以降、２点のタッチ後に２点の間隔を狭める操作である間隔縮
小操作がタッチパネル部１１に対して行われれば、複数のオブジェクトの並び順を変更す
ることなく複数のオブジェクトを所定間隔で整列表示する。このように、間隔拡張操作を
行って以降であっても、複数のオブジェクトの並び順を変更することなく複数のオブジェ
クトを所定間隔で整列表示させることができるようになっていれば、誤って隔拡張操作を
行ってしまったユーザーからすると、利便性が良い。
【００８８】
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　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、間隔拡張操作がタッチパネ
ル部１１に対して行われて以降、タッチパネル部１１に対する操作が行われないまま予め
定められた所定時間が経過すれば、複数のオブジェクトの並び順を変更することなく複数
のオブジェクトを所定間隔で整列表示する。これにより、互いに隣接する２つのオブジェ
クト間の間隔が長時間に渡って拡張されたまま放置されるのを抑制することができる。
【００８９】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部１１は、間隔拡張操作が行われ
て以降、移動先確定操作が行われるまでの間、移動対象となり得るオブジェクトの表示位
置をタッチすることでタッチ位置に表示されていたオブジェクトを移動対象として確定す
るための操作である移動対象確定操作を何回でも受け付ける。これにより、ユーザーから
すると、２つ以上のオブジェクトをまとめて移動対象として確定することができる（２つ
以上のオブジェクトをまとめて移動させることができる）ので、利便性が良い。
【００９０】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、間隔拡張操作がタッチパネ
ル部１１に対して行われたとき、複数のオブジェクトのうち１つ以上のオブジェクトを、
複数のオブジェクトを所定間隔で整列表示していたオブジェクト表示領域Ａ１内からオブ
ジェクト表示領域Ａ１外にずらす。これにより、オブジェクト表示領域内に余分なスペー
ス（互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を拡張するのに必要なスペース）が殆ど
無かったとしても、容易に、互いに隣接する２つのオブジェクト間の間隔を拡張すること
ができる。
【００９１】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、間隔拡張操作がタッチパネ
ル部１１に対して行われたとき、複数のオブジェクトのうち１つ以上のオブジェクトを、
他のオブジェクトに重ねる。これにより、容易に、互いに隣接する２つのオブジェクト間
の間隔を拡張することができる。
【００９２】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、間隔拡張操作がタッチパネ
ル部１１に対して行われたとき、タッチされた２点の間隔が広げられた方向に、２つのオ
ブジェクト間の間隔を拡張する。たとえば、タッチした２点の間隔を左右方向に広げれば
、２つのオブジェクト間の間隔が左右方向に拡張し、タッチした２点の間隔を上下方向に
広げれば、２つのオブジェクト間の間隔が上下方向に拡張する。すなわち、ユーザーから
すると、自身の所望する方向に２つのオブジェクト間の間隔を拡張することができ、利便
性が良い。
【００９３】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部１１は、複数のオブジェクトの
うちのいずれかの表示位置内の１点を含む２点のタッチ後に２点のタッチ位置の両方を互
いに離間する方向にスライドさせる操作を間隔拡張操作として受け付ける。さらに、タッ
チパネル部１１は、複数のオブジェクトのうちのいずれかの表示位置内の１点を含む２点
のタッチ後に２点のうち一方のタッチ位置を固定したまま他方のタッチ位置を一方のタッ
チ位置から離間する方向にスライドさせる操作を間隔拡張操作として受け付ける。このよ
うな種々の操作を間隔拡張操作としてタッチパネル部１１が受け付けるようになっていれ
ば、ユーザーの利便性が向上する。
【００９４】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によっ
て示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
る。
【符号の説明】
【００９５】
　　１１　タッチパネル部
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　　１２　液晶表示部（表示部）
　　１００　画像形成装置
　　１０１　操作パネル（表示入力装置）
　　Ａ１、Ａ２　オブジェクト表示領域
　　Ｆ　フォルダアイコン（オブジェクト）
　　Ｋ　ソフトキー（オブジェクト）

【図１】 【図２】
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【図１７】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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