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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作対象の機器の操作画面を、遠隔操作を行なう端末装置に表示するための表示制御装
置であって、
　前記操作対象の機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操作用の操作画面と
して前記端末装置に表示させるための画面データを生成するための画面データ生成手段と
、
　前記遠隔操作用の操作画面に含まれるアイコンごとに、当該アイコンの表示に応じてそ
の選択を検出するための検出領域を特定するための検出領域特定手段と、
　前記端末装置に表示された前記遠隔操作用の操作画面上にて位置の指定を受け付けるこ
とによって、前記端末装置からその位置を表わす座標データの入力を受け付けるための入
力手段と、
　前記座標データに表わされる位置と前記検出領域とを比較することで指示内容を決定す
るための決定手段とを備え、
　前記検出領域特定手段は、前記アイコンが前記遠隔操作用の操作画面の周辺部の所定範
囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を、当該アイコンの表示領域よりも前記遠
隔操作用の操作画面の内側に拡大し、
　前記決定手段は、前記遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出範囲が前
記検出領域特定手段によって拡大された結果、前記遠隔操作用の操作画面に含まれる第２
のアイコンの検出範囲と重複する場合に、前記遠隔操作用の前記操作画面における前記重
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複した範囲を開始点とする連続的な操作に基づいて、前記第１のアイコンと前記第２のア
イコンとのうちのいずれのアイコンに対する操作であるかを特定して指示内容を決定する
、表示制御装置。
【請求項２】
　前記画面データ生成手段は、前記端末装置の表示領域のサイズおよび／または解像度が
所定以下である場合に、前記一部領域を拡大して前記端末装置に表示させるための前記画
面データを生成し、
　前記検出領域特定手段は、前記一部領域に含まれるアイコンが前記遠隔操作用の操作画
面の周辺部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を当該アイコンの表示
領域よりも前記遠隔操作用の操作画面の内側に拡大する、請求項１に記載の表示制御装置
。
【請求項３】
　前記決定手段によって決定された指示内容に応じた処理によって、前記操作対象の機器
の操作画面を特定するための操作画面特定手段をさらに備え、
　前記画面データ生成手段は、前記操作画面特定手段で特定される操作画面ごとに前記少
なくとも一部領域についての前記画面データを生成し、
　前記検出領域特定手段は、前記操作画面特定手段で特定される操作画面ごとに、当該操
作画面の遠隔操作用の操作画面に含まれるアイコンについての前記検出領域を特定する、
請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記画面データ生成手段は、前記操作対象の機器の操作画面ごとに予め規定された前記
一部領域について前記画面データを生成する、請求項１～３のいずれかに記載の表示制御
装置。
【請求項５】
　前記画面データ生成手段は、前記端末装置の表示領域のサイズおよび／または解像度に
応じて前記操作対象の機器の操作画面についての前記一部領域を特定するための領域特定
手段を含む、請求項１～３のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記一部領域は、前記操作対象の機器の操作画面に含まれるアイコンの少なくとも一部
を含む領域である、請求項１～５のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記端末装置で指定された位置が、前記遠隔操作用の操作画面において一部のみアイコ
ンが表示されている周辺部に対応した範囲である場合に、前記画面データ生成手段は、前
記一部領域を、前記周辺部の外側に存在する操作画面を含む領域に更新して前記画面デー
タを生成する、請求項１～６のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項８】
　操作対象の機器と、
　前記操作対象の機器の操作画面を、遠隔操作を行なう端末装置に表示するための、請求
項１～７のいずれかに記載の表示制御装置とを備える、遠隔操作システム。
【請求項９】
　操作対象の機器を端末装置にて遠隔操作する方法であって、
　前記操作対象の機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操作用の操作画面と
して前記端末装置に表示させるための画面データを生成するステップと、
　前記遠隔操作用の操作画面に含まれるアイコンごとに、当該アイコンの表示に応じてそ
の選択を検出するための検出領域を特定するステップと、
　前記画面データに基づく遠隔操作用の操作画面を、前記端末装置に表示するステップと
、
　前記端末装置に表示された前記遠隔操作用の操作画面上にて位置の指定を受け付けるこ
とによって、前記端末装置からその位置を表わす座標データの入力を受け付けるステップ
と、
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　前記座標データに表わされる位置と前記検出領域とを比較することで指示内容を決定す
るステップとを備え、
　前記検出領域を特定するステップは、前記アイコンが前記遠隔操作用の操作画面の周辺
部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を、当該アイコンの表示領域よ
りも前記遠隔操作用の操作画面の内側に拡大することを含み、
　前記決定するステップは、前記遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出
範囲が前記検出領域を特定するステップによって拡大された結果、前記遠隔操作用の操作
画面に含まれる第２のアイコンの検出範囲と重複する場合に、前記遠隔操作用の前記操作
画面における前記重複した範囲を開始点とする連続的な操作に基づいて、前記第１のアイ
コンと前記第２のアイコンとのうちのいずれのアイコンに対する操作であるかを特定して
指示内容を決定することを含む、遠隔操作方法。
【請求項１０】
　操作対象の機器を端末装置にて遠隔操作する処理をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムであって、
　前記操作対象の機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操作用の操作画面と
して前記端末装置に表示させるための画面データを生成するステップと、
　前記遠隔操作用の操作画面に含まれるアイコンごとに、当該アイコンの表示に応じてそ
の選択を検出するための検出領域を特定するステップと、
　前記画面データに基づく遠隔操作用の操作画面を、前記端末装置に表示するステップと
、
　前記端末装置に表示された前記遠隔操作用の操作画面上にて位置の指定を受け付けるこ
とによって、前記端末装置からその位置を表わす座標データの入力を受け付けるステップ
と、
　前記座標データに表わされる位置と前記検出領域とを比較することで指示内容を決定す
るステップとを前記コンピュータに実行させ、
　前記検出領域を特定するステップは、前記アイコンが前記遠隔操作用の操作画面の周辺
部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を、当該アイコンの表示領域よ
りも前記遠隔操作用の操作画面の内側に拡大することを含み、
　前記決定するステップは、前記遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出
範囲が前記検出領域を特定するステップによって拡大された結果、前記遠隔操作用の操作
画面に含まれる第２のアイコンの検出範囲と重複する場合に、前記遠隔操作用の前記操作
画面における前記重複した範囲を開始点とする連続的な操作に基づいて、前記第１のアイ
コンと前記第２のアイコンとのうちのいずれのアイコンに対する操作であるかを特定して
指示内容を決定することを含む、遠隔操作プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は表示制御装置、遠隔操作システム、遠隔操作方法、および遠隔操作プログラ
ムに関し、特に、機器の遠隔操作を行なう表示制御装置、遠隔操作システム、遠隔操作方
法、および遠隔操作プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な機器に、操作入力を受け付けるための操作入力装置として大型のＬＣＤ（
Liquid Crystal Display）と静電型タッチパネルとが導入されている。このような操作入
力装置では、意匠設計の狭額縁化やフラットデザイン化が図られ、ハードウェアキーが極
力廃止される傾向にある。そのため、このような操作入力装置ではスマートフォンやタブ
レット端末での操作に代表されるタッチ操作が主体となってきている。
【０００３】
　機器の操作入力装置の分野では、誤操作を回避するための様々な提案がされている。た
とえば、特開２００９－１１６５８３号公報（以下、特許文献１）は、操作画面を表示す
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る表示装置に対する指等の操作手段の近接を検出することによって最も近い指示項目（ア
イコン）を抽出して他の指示項目と識別可能な表示に変更すること、さらに近接すると該
当指示項目（アイコン）を拡大表示することにより、操作指示を容易にする技術を提案し
ている。
【０００４】
　また、特開２０１１－２３２９８８号公報（以下、特許文献２）は、指等の入力媒体の
接触が２以上の反応領域において同時に検出された場合、各々の接触面積を算出し、最も
接触面積が大きい反応領域に対応する表示ボタンを同時検出された他の表示ボタンと異な
る表示をさせてユーザーに容易に識別させる技術を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１１６５８３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３２９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年、静電型タッチパネルは機器の操作入力装置への普及が著しく、上述の
、操作入力の近接やタッチ検出後のボタン表示の改良で誤操作を回避しようとする技術で
は、静電型タッチパネルを用いた操作入力での誤操作をすべて回避することが難しいとい
う問題があった。
【０００７】
　なぜなら、静電型タッチパネルではその検出アルゴリズムの特性上、操作入力するタッ
チ位置の周辺に複数の検出電極が存在しなければ正しい座標位置を検出することができな
いためである。その理由は、使用するタッチセンサＩＣや透明電極パターン（ＩＴＯ（In
dium Tin Oxide：酸化インジウムスズ））構造に依存するものの、片側の周囲電極が存在
しないため、一般的にタッチパネル周辺領域の座標については位置の検出精度が低下する
傾向にあるためである。
【０００８】
　また、普及が著しいタブレット端末やスマートフォン等の端末装置を用いて機器の遠隔
操作を行ないたいという需要が増している。操作入力装置が操作対象の機器に対して専用
の操作入力装置として固定された機器の場合はアイコンの配置やタッチパネルの構造的な
対応を施すことで操作上の支障は回避することはできるものの、他の用途にも用いられる
不特定な端末装置を用いて対象機器の遠隔操作を行なう場合には、端末装置によっては個
々の端末のタッチパネル性能に依存して周辺領域のタッチ位置の検出精度が悪いものがあ
り、最外周領域に不感応領域が存在するものがある、という問題があった。
【０００９】
　さらに、機器の操作入力装置ではすべての操作入力をタッチパネルに集約する傾向から
、ＬＣＤサイズの大型化が進んでいる。大型化された機器の操作画面をタブレット端末や
スマートフォンなどの小型の端末装置に表示して遠隔操作する場合であっても、対象機器
の操作画面と操作を統一させるため、端末装置の画面も機器の操作画面と同じ画面が好ま
しいとされている。
【００１０】
　しかしながら、大型のＬＣＤ用の操作画面を端末装置の小型の表示装置で表示させよう
とすると、画面サイズが縮小されるためにアイコンや文字が小さくなり、操作性が著しく
劣る、という問題がある。さらに、端末装置の表示装置の解像度が機器の操作入力装置の
解像度より小さい場合には、文字品位が劣化することにより可読性が損なわれる場合もあ
る、という問題があった。
【００１１】
　また、前述のタッチパネルでのタッチ位置の検出に関しては、周辺領域での検出精度が
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悪かったり不感応領域があったりする問題に加えて、座標位置を検出するための分解能が
不足するという問題がある。なぜなら、小さく表示されたアイコンは、操作する指の大き
さに比べ著しく小さくなるためである。そのため、ユーザーが意図したアイコンが選択さ
れずに誤操作に繋がる、といった問題が発生する。
【００１２】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、機器の遠隔操作を行なうシス
テムにおいて、遠隔操作での使い勝手を向上することのできる表示制御装置、遠隔操作シ
ステム、遠隔操作方法、および遠隔操作プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、表示制御装置は、操作対象の
機器の操作画面を、遠隔操作を行なう端末装置に表示するためのものであって、操作対象
の機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操作用の操作画面として端末装置に
表示させるための画面データを生成するための画面データ生成手段と、遠隔操作用の操作
画面に含まれるアイコンごとに、当該アイコンの表示に応じてその選択を検出するための
検出領域を特定するための検出領域特定手段と、端末装置に表示された遠隔操作用の操作
画面上にて位置の指定を受け付けることによって、端末装置からその位置を表わす座標デ
ータの入力を受け付けるための入力手段と、座標データに表わされる位置と検出領域とを
比較することで指示内容を決定するための決定手段とを備える。検出領域特定手段は、ア
イコンが遠隔操作用の操作画面の周辺部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検
出範囲を、当該アイコンの表示領域よりも遠隔操作用の操作画面の内側に拡大する。決定
手段は、遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出範囲が検出領域特定手段
によって拡大された結果、遠隔操作用の操作画面に含まれる第２のアイコンの検出範囲と
重複する場合に、遠隔操作用の操作画面における重複した範囲を開始点とする連続的な操
作に基づいて、第１のアイコンと第２のアイコンとのうちのいずれのアイコンに対する操
作であるかを特定して指示内容を決定する。
【００１４】
　好ましくは、画面データ生成手段は、端末装置の表示領域のサイズおよび／または解像
度が所定以下である場合に、上記一部領域を拡大して端末装置に表示させるための画面デ
ータを生成し、検出領域特定手段は、上記一部領域に含まれるアイコンが遠隔操作用の操
作画面の周辺部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を当該アイコンの
表示領域よりも遠隔操作用の操作画面の内側に拡大する。
【００１５】
　好ましくは、表示制御装置は、決定手段によって決定された指示内容に応じた処理によ
って、操作対象の機器の操作画面を特定するための操作画面特定手段をさらに備え、画面
データ生成手段は、操作画面特定手段で特定される操作画面ごとに少なくとも一部領域に
ついての画面データを生成し、検出領域特定手段は、操作画面特定手段で特定される操作
画面ごとに、当該操作画面の遠隔操作用の操作画面に含まれるアイコンについての検出領
域を特定する。
【００１６】
　好ましくは、画面データ生成手段は、操作対象の機器の操作画面ごとに予め規定された
一部領域について画面データを生成する。
【００１７】
　好ましくは、画面データ生成手段は、端末装置の表示領域のサイズおよび／または解像
度に応じて操作対象の機器の操作画面についての一部領域を特定するための領域特定手段
を含む。
【００１９】
　好ましくは、上記一部領域は、操作対象の機器の操作画面に含まれるアイコンの少なく
とも一部を含む領域である。
【００２０】
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　好ましくは、端末装置で指定された位置が、遠隔操作用の操作画面において一部のみア
イコンが表示されている周辺部に対応した範囲である場合に、画面データ生成手段は、上
記一部領域を周辺部の外側に存在する操作画面を含む領域に更新して画面データを生成す
る。
【００２１】
　本発明の他の局面に従うと、遠隔操作システムは、操作対象の機器と、操作対象の機器
の操作画面を、遠隔操作を行なう端末装置に表示するための上述の表示制御装置とを備え
る。
【００２２】
　本発明のさらに他の局面に従うと、遠隔操作方法は操作対象の機器を端末装置にて遠隔
操作する方法であって、操作対象の機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操
作用の操作画面として端末装置に表示させるための画面データを生成するステップと、遠
隔操作用の操作画面に含まれるアイコンごとに、当該アイコンの表示に応じてその選択を
検出するための検出領域を特定するステップと、画面データに基づく遠隔操作用の操作画
面を、端末装置に表示するステップと、端末装置に表示された遠隔操作用の操作画面上に
て位置の指定を受け付けることによって、端末装置からその位置を表わす座標データの入
力を受け付けるステップと、座標データに表わされる位置と検出領域とを比較することで
指示内容を決定するステップとを備え、検出領域を特定するステップは、アイコンが遠隔
操作用の操作画面の周辺部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を、当
該アイコンの表示領域よりも遠隔操作用の操作画面の内側に拡大することを含む。決定す
るステップは、遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出範囲が検出領域を
特定するステップによって拡大された結果、遠隔操作用の操作画面に含まれる第２のアイ
コンの検出範囲と重複する場合に、遠隔操作用の操作画面における重複した範囲を開始点
とする連続的な操作に基づいて、第１のアイコンと第２のアイコンとのうちのいずれのア
イコンに対する操作であるかを特定して指示内容を決定することを含む。
【００２３】
　本発明のさらに他の局面に従うと、遠隔操作プログラムは操作対象の機器を端末装置に
て遠隔操作する処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、操作対象の
機器の操作画面のうちの少なくとも一部領域を遠隔操作用の操作画面として端末装置に表
示させるための画面データを生成するステップと、遠隔操作用の操作画面に含まれるアイ
コンごとに、当該アイコンの表示に応じてその選択を検出するための検出領域を特定する
ステップと、画面データに基づく遠隔操作用の操作画面を、端末装置に表示するステップ
と、端末装置に表示された遠隔操作用の操作画面上にて位置の指定を受け付けることによ
って、端末装置からその位置を表わす座標データの入力を受け付けるステップと、座標デ
ータに表わされる位置と検出領域とを比較することで指示内容を決定するステップとをコ
ンピュータに実行させ、検出領域を特定するステップは、アイコンが遠隔操作用の操作画
面の周辺部の所定範囲に存在する場合に、当該アイコンの検出範囲を、当該アイコンの表
示領域よりも遠隔操作用の操作画面の内側に拡大することを含む。決定するステップは、
遠隔操作用の操作画面に含まれる第１のアイコンの検出範囲が検出領域を特定するステッ
プによって拡大された結果、遠隔操作用の操作画面に含まれる第２のアイコンの検出範囲
と重複する場合に、遠隔操作用の操作画面における重複した範囲を開始点とする連続的な
操作に基づいて、第１のアイコンと第２のアイコンとのうちのいずれのアイコンに対する
操作であるかを特定して指示内容を決定することを含む。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によると、携帯電話機やスマートフォンなどの小型の携帯端末を用いて機器の
遠隔操作を行なう場合に、その使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施の形態にかかる遠隔操作システム（以下、システム）の構成の具体例を示す
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図である。
【図２】タンデム型のデジタルカラー複合機である画像形成装置の装置構成を示すための
概略断面図である。
【図３】画像形成装置のエンジン部分を詳細に説明するための図である。
【図４】タンデム型のデジタルカラー複合機である画像形成装置の制御構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】表示画面制御の具体例を表わした図である。
【図６】表示画面制御の具体例を表わした図である。
【図７】表示画面制御の具体例を表わした図である。
【図８】表示画面制御の具体例を表わした図である。
【図９】画像形成装置の操作パネル制御部の構成の具体例を表わすブロック図である。
【図１０】操作パネル制御部の機能構成の具体例を表わすブロック図である。
【図１１】画像形成装置での動作の流れを表わすフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、
同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じ
である。
【００２７】
　＜システム構成＞
　図１は、本実施の形態にかかる遠隔操作システム（以下、システム）の構成の具体例を
示す図である。
【００２８】
　図１を参照して、システムには、遠隔操作対象の装置としての画像形成装置１と、画像
形成装置１のクライアント端末としてのＰＣ（パーソナルコンピュータ）５０Ａ，５０Ｂ
，５０Ｃと、タブレット端末やスマートフォンなどの端末装置６０とが含まれる。ＰＣ５
０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃを代表させてＰＣ５０とも称する。
【００２９】
　画像形成装置１は通信機能を備える画像形成装置であればどのようなものであってもよ
い。一例として、以下の説明ではタンデム型のデジタルカラー複合機であるものとするが
、もちろん、他の装置であってもよい。デジタルカラー複合機は、セットされた原稿の画
像を読み取ってＨＤＤ（Hard Disk Drive）等に蓄積するスキャンジョブ、さらにそれを
用紙等に印刷（プリント）するコピージョブ、ＰＣ５０等の外部端末から印刷指示を受け
るとその指示に基づいて用紙に印刷するプリントジョブ、図示しないファクシミリ装置等
からファクシミリデータを受信してＨＤＤ等に蓄積するファクシミリジョブ、ＨＤＤ等か
ら画像を用紙等に印刷するジョブ等を実行する機能を有する、いわゆるデジタル複合機と
呼ばれる装置である。
【００３０】
　画像形成装置１とＰＣ５０とはＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワークに接続
されて、相互に通信可能である。上記ネットワークには、さらに無線アクセスポイント７
０が接続され、無線端末機器である端末装置６０と通信可能である。
【００３１】
　＜装置構成＞
　図２は、タンデム型のデジタルカラー複合機である画像形成装置１の装置構成を示すた
めの概略断面図であり、図３は、デジタルカラー複合機である画像形成装置１のエンジン
部分を詳細に説明するための図である。
【００３２】
　図２および図３を参照して、画像形成装置１は、本体の上部に原稿２を一枚ずつ分離し
た状態で自動的に搬送するための自動原稿搬送装置（ＡＤＦ：Auto Document Feeder）３
と、当該自動原稿搬送装置３によって搬送される原稿２の画像を読み取るための画像読取
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装置４とが配設される。
【００３３】
　画像読取装置４は、プラテンガラス５上に載置された原稿２を光源６によって照明し、
原稿２からの反射光像をフルレートミラーおよびハーフレートミラー８、９および結像レ
ンズ１０からなる縮小光学系を介してＣＣＤ（Charge Coupled Device）等からなる画像
読取素子１１上に走査露光して、画像読取素子１１によって原稿２の色材反射光像を所定
のドット密度（たとえば１６ドット／ｍｍ）で読み取るようになっている。
【００３４】
　画像読取装置４は、ファクシミリ送信原稿の読み取りやＳｃａｎ　ｔｏ　Ｅ－Ｍａｉｌ
と呼ばれる読み取りデータをメール送信する機能、Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｂｏｘ保存と呼ばれ
る読み取りデータを所定の記憶領域に記憶させる機能、などの複合機としての原稿読み取
り機能を備えている。
【００３５】
　画像読取装置４によって読み取られた原稿２の色材反射光像は、たとえば各８ｂｉｔの
赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の３色の原稿反射率データとして画像処理部１２に
送られる。画像処理部１２は、原稿２の反射率データに対してシェーディング補正、位置
ズレ補正、明度／色空間変換、カンマ補正、枠消し、色／移動編集等の所定の画像処理を
施す。画像処理部１２は、ＰＣ５０等から送られてくる画像データに対しても所定の画像
処理を行なうようになっている。そして、画像処理部１２で所定の画像処理が施された画
像データは、同じく画像処理部１２によって各８ｂｉｔのイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ
）、シアン（Ｃ）、および黒（Ｋ）の４色の原稿再現色材階調データに変換される。
【００３６】
　画像形成装置１の本体の内部には、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、
および黒（Ｋ）の各色の画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋが水平方向に
一定の間隔をおいて並列的に配置されている。これらの４つの画像形成ユニット１３Ｙ，
１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋはすべて同様に構成されており、所定の速度で回転駆動される像
担持体としての感光体ドラム１５と、感光体ドラム１５の表面を一様に帯電するための一
次帯電用の帯電ロール１６と、感光体ドラム１５上に形成された静電潜像を所定の色のト
ナーで現像するための現像器１７と、感光体ドラム１５の表面を清掃するためのクリーニ
ング装置１８とを含む。また、感光体ドラム１５の表面に所定の色に対応した画像を露光
して静電潜像を形成するための画像露光装置としてのプリントヘッド部１４が画像形成ユ
ニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋに共通に構成されている。なお、プリントヘッド
部１４は、複数の画像形成ユニットごとに個別に構成されてもよい。
【００３７】
　画像処理部１２で変換された原稿再現色材階調データはプリントヘッド部１４に送られ
る。プリントヘッド部１４は、図示しない４つの半導体レーザーを各色の原稿再現色材階
調データに応じて変調して、これらの半導体レーザーからレーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ
－Ｍ，ＬＢ－Ｃ，ＬＢ－Ｋを階調データに応じて出射する。
【００３８】
　４つの半導体レーザーそれぞれから出射されたレーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ－Ｍ，Ｌ
Ｂ－Ｃ，ＬＢ－Ｋは、１つの回転多面鏡１９に照射され、回転多面鏡１９によって偏向走
査される。その際、４つの半導体レーザーそれぞれから出射されたレーザービームＬＢ－
Ｙ，ＬＢ－Ｍ，ＬＢ－Ｃ，ＬＢ－ＫのうちレーザービームＬＢ－ＹとレーザービームＬＢ
－Ｍとは回転多面鏡１９の一方の側面に照射され、他のレーザービームＬＢ－Ｃとレーザ
ービームＬＢ－Ｋとは回転多面鏡１９の上記一方の面とは反対側の側面に照射される。そ
の結果、レーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ－ＭとレーザービームＬＢ－Ｃ，ＬＢ－Ｋとでは
、回転多面鏡１９によって偏向走査される方向が互いに逆方向となる。
【００３９】
　回転多面鏡１９によって偏向走査されたレーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ－Ｍ，ＬＢ－Ｃ
，ＬＢ－Ｋは、図示しないｆ－θレンズを介して複数枚の反射ミラー２０１～２０３によ
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って反射され、各画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋの感光体ドラム１５
上にウィンドウ２１を通して斜め下方から走査露光される。
【００４０】
　画像処理部１２からはプリントヘッド部１４に対して各色の画像データが順次出力され
る。プリントヘッド部１４から画像データに応じて出射されたレーザービームＬＢ－Ｙ，
ＬＢ－Ｍ，ＬＢ－Ｃ，ＬＢ－Ｋは対応する感光体ドラム１５の表面に走査露光され、その
表面に静電潜像を形成する。
【００４１】
　本実施の形態にかかる画像形成装置１では、図３に示されるように、図示しない４つの
半導体レーザーから出射された４本のレーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ－Ｍ，ＬＢ－Ｃ，Ｌ
Ｂ－Ｋを２つの画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍと他の２つの画像形成ユニット１３Ｃ，
１３Ｋとで回転多面鏡１９の反対側に位置する面に照射して偏向走査するものであるため
、回転多面鏡１９の片側に位置する面で偏向走査されるレーザービームＬＢ－Ｙ，ＬＢ－
Ｍと回転多面鏡１９の反対側に位置する面で偏向走査されるレーザービームＬＢ－Ｃ，Ｌ
Ｂ－Ｋとでは、感光体ドラム１５上に走査露光されるレーザービームの走査方向が互いに
反対方向となる。
【００４２】
　画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋの上方には中間転写ベルトユニット
２２が配置されている。中間転写ベルトユニット２２には中間転写ベルト２５が含まれる
。中間転写ベルト２５は、ドライブロール２７と、バックアップロール２８と、テンショ
ンロール２４との間に一定のテンションで掛け回されており、図示しない定速性に優れた
専用の駆動モーターによって回転駆動されるドライブロール２７により、矢印方向に所定
の速度で循環駆動されるようになっている。
【００４３】
　中間転写ベルト２５としては、たとえば、可視性を有するポリイミド等の合成樹脂フィ
ルムを帯状に形成し、帯状に形成された合成樹脂フィルムの両端を溶着等の手段によって
接続することにより無端ベルト状に形成したものが用いられる。
【００４４】
　中間転写ベルト２５の上方には、画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋそ
れぞれの現像器１７に対応するトナーを供給するためのトナーカードリッジ４４Ｙ，４４
Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋが配置されている。
【００４５】
　画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋそれぞれの感光体ドラム１５の上方
に、中間転写ベルト２５を間に挟んで、一次転写ロール２６Ｙ，２６Ｍ，２６Ｃ，２６Ｋ
が配置される。これらを代表させて一次転写ロール２６と称する。また、バックアップロ
ール２８の側方には二次転写ロール２９がバックアップロール２８に圧接可能に配置され
ている。バックアップロール２８および二次転写ロール２９の上方には定着器３１が配置
されている。
【００４６】
　感光体ドラム１５上に形成された静電潜像は現像器１７によって、それぞれイエロー（
Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、および黒（Ｋ）の各色のトナー像として現像され
る。画像形成ユニット１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋの感光体ドラム１５上に順次形成
されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、および黒（Ｋ）の各色のトナー
像は、中間転写ベルト２５上に一次転写ロール２６によって多重に転写される。
【００４７】
　本体の下部には転写用紙３０を格納するための給紙カセット３４が配置される。給紙カ
セット３４から所定のサイズの転写用紙３０が給紙ロール３５および用紙分離搬送用のロ
ール対３６により用紙搬送路３７を通ってレジストロール３８まで搬送され、一旦停止す
る。レジストロール３８は所定のタイミングで回転し、転写用紙３０を中間転写ベルト２
５の二次転写位置へ送出する。
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【００４８】
　中間転写ベルト２５上に多重に転写されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（
Ｃ）、および黒（Ｋ）の各色のトナー像は、バックアップロール２８に圧接する二次転写
ロール２９による圧接力および静電気力で、転写材としての転写用紙３０上に一括して二
次転写される。
【００４９】
　トナー像が転写された転写用紙３０は、上方に位置する定着器３１へと搬送され、定着
器３１での熱および圧力で定着処理を受ける。その後、排出ロール３２によって本体の上
部に設けられた排出トレイ３３上に排出される。
【００５０】
　なお、デジタルカラー複合機においてフルカラー等の両面コピーを行なう場合には、片
面に画像が定着された転写用紙３０を排出ロール３２によって排出トレイ３３上にそのま
ま排出せずに、図示しない切替ゲートによって搬送方向を切り替え、用紙搬送用のロール
対３９を介して両面用搬送ユニット４０へと搬送する。そして、両面用搬送ユニット４０
では、搬送経路４１に沿って設けられた図示しない搬送用のロール対により転写用紙３０
の表裏が反転された状態で再度レジストロール３８へと搬送され、今度は、当該転写用紙
３０の裏面に画像が転写・定着された後、排出トレイ３３上に排出される。
【００５１】
　図４は、デジタルカラー複合機である画像形成装置１の制御構成を示すブロック図であ
る。
【００５２】
　図４を参照して、画像形成装置１は、操作パネル１００、入力装置２００、認証装置３
００、および画像出力装置４００を含む。
【００５３】
　操作パネル１００には、たとえば液晶（ＬＣＤ）などの各種ディスプレイ装置とタッチ
パネルと制御ＣＰＵ（Central Processing Unit）とハードウェアキーとが含まれる。
【００５４】
　入力装置２００は図示しないキーボードやマウスなどを含む。
　認証装置３００は、接触型／非接触型のＩＣカード認証装置や、指静脈認証装置等のい
ずれか、またはこれらの組み合わせなどであってよい。
【００５５】
　画像出力装置４００は、プリンター出力機能に相当する。
　さらに図４を参照して、画像形成装置１はＣＰＵ１０１を含み、ＣＰＵ１０１のバスに
は、記憶装置としてのＲＯＭ（Read Only Memory）１０２、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）１０３、およびハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１０４が接続される。さらに、通
信制御部１０５、操作パネル制御部１０６、入力装置制御部１０７、認証装置制御部１０
８、および画像出力装置制御部１０９が接続されている。
【００５６】
　ＣＰＵ１０１は画像形成装置１全体の動作を統括制御し、その動作プログラムはＲＯＭ
１０２に格納されている。また、ＲＯＭ１０２には、予め各操作画面が記憶されている。
　
【００５７】
　ＲＡＭ１０３はＣＰＵ１０１が動作する際の作業領域を提供する。ＨＤＤ１０４はコピ
ー画像やＰＣ等のプリント指示端末からの画像データなどを一時的に格納したり、スキャ
ン画像等のデータをＢＯＸと呼ばれる記憶領域に保存したり、などの処理を行なう。
【００５８】
　通信制御部１０５はＬＡＮ等のネットワークに接続され、クライアント端末であるＰＣ
５０や、無線アクセスポイント７０を介した端末装置６０との通信を制御する。
【００５９】
　通信制御部１０５、操作パネル制御部１０６、入力装置制御部１０７、認証装置制御部
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１０８、および画像出力装置制御部１０９は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２に記憶される
動作プログラムを読み出して実行することで、主にＣＰＵ１０１上に形成される機能であ
ってもよいし、少なくとも一部が電気回路などのハードウェアで構成されてもよい。
【００６０】
　＜動作概要＞
　本実施の形態にかかるシステムでは、無線アクセスポイント７０を介してＬＡＮ等の無
線ネットワークに接続される端末装置６０から画像形成装置１のオペレーション操作を遠
隔で行なう。
【００６１】
　遠隔操作では、端末装置６０にて専用のアプリケーションを実行することで画像形成装
置１と通信して画像形成装置１の操作画面を表わす描画データを取得し、端末装置６０に
表示する。その操作画面での操作に基づいて検出された座標データが画像形成装置１に送
信される。画像形成装置１では端末装置６０からの座標データに基づいて操作画面を操作
された場合の処理を実行すると共に、操作画面を遷移して新たな画面のための描画データ
を端末装置６０に送信する。これにより、端末装置６０では画像形成装置１の本体パネル
と同等の操作を遠隔で実現できる。
【００６２】
　図５～図８は、本システムでの動作概要を説明するための、表示画面制御の具体例を表
わした図である。図５および図７において上方の画面は画像形成装置１本体パネルに表示
される操作画面を表わし、下方の画面は端末装置６０に表示される操作画面を表わしてい
る。図６は、図５の下方に表わされた端末装置６０の操作画面をさらに説明するための図
である。図８は、図７の下方に表わされた端末装置６０の操作画面の変化を説明するため
の図である。
【００６３】
　ここでは、画像形成装置１本体パネルに対して端末装置６０の操作パネル１００の表示
領域が著しく小さい場合を想定する。たとえば、画像形成装置１本体のＬＣＤを８００×
４８０ｄｏｔのいわゆる８．５型のＷＶＧＡ（ワイドビデオグラフィックスアレイ）であ
るものとし、端末装置６０の操作パネル１００のＬＣＤをスマートフォンの一般的なサイ
ズであるいわゆる４．３型とすると８００×４８０ｄｏｔの場合は解像度は同じであるも
のの表示サイズが対角寸法で約半分であるため、画像形成装置１本体のＬＣＤの表示サイ
ズと比べると約１／４の表示サイズとなる。そのため、画像形成装置１本体パネルに表示
される操作画面をそのまま端末装置６０の操作パネル１００で表示すると、各アイコンが
１／４サイズに小さくなって、人の指でのアイコン選択が困難となる。また、表示される
文字サイズも１／４サイズとなり、可読が困難となる。
【００６４】
　そこで、本システムでは、遠隔操作を行なう際に、画像形成装置１本体パネルに表示さ
れる操作画面のうちの一部領域を拡大して端末装置６０の操作パネル１００に表示させる
。この制御を拡大表示制御とも称する。また、上記一部領域を拡大領域とも称する。
【００６５】
　また、アイコンは本体表示と比較すると小さいサイズであり、タッチパネル周辺部の構
造的な不感応領域にアイコンが配置される場合がある。そこで、本システムでは、さらに
、画面周辺部にアイコンが配置される場合に、そのアイコンでの検出領域を表示中央方向
に拡大する。この制御を拡大検出制御とも称する。
【００６６】
　さらに、上述の拡大表示制御を行なうことで画像形成装置１本体パネルの操作画面の一
部が端末装置６０の操作パネル１００には表示し切れなくなる。そこで、本システムでは
、端末装置６０に操作パネル１００に表示されていない領域付近が操作された場合には上
記拡大領域をスライド（更新）して端末装置６０の操作パネル１００に表示させる。この
制御をスライド制御とも称する。
【００６７】
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　なお、拡大領域のスライドは、表示画面全体を表示させるためのズームの一例であり、
スライドのみに限定されるものではない。そのため、表示画面全体をズームできる制御で
あれば、スライド以外の方法であってもよい。
【００６８】
　以下、各制御について図を用いて詳しく説明する。
　（１）拡大表示制御
　画像形成装置１では、操作画面の描画データを端末装置６０に対して転送する際に、該
操作画面に対して予め拡大表示制御を実行する領域として規定されている領域（拡大領域
）を拡大して描画データを転送する。拡大領域は予め画面ごとに規定されており、図５お
よび図７の画像形成装置１本体パネルに表示される操作画面（上方の画面）において点線
で囲まれた領域が拡大領域を表わしている。
【００６９】
　図５の例の場合、上方の画面のうち点線で囲まれた領域を拡大した描画データを生成し
、その描画データを端末装置６０に転送する。そのため、図５下方の端末装置６０の表示
では、上方の画面で４．３型点線で囲まれた領域のみが表示されることになる。図７の例
も同様である。これにより、各装置の表示サイズに起因する使い勝手の悪さが緩和される
。
【００７０】
　拡大領域は、予め、操作画面ごとに、当該操作画面の重要な範囲であって、かつ、画像
形成装置１の表示サイズと一般的な端末装置の表示サイズとの比率や解像度の比率に応じ
て、端末装置の表示サイズで表示されると拡大される範囲が規定されている。
【００７１】
　なお、拡大領域は、予め規定されているものに限定されず、初期接続時に取得した端末
装置６０の表示装置の解像度またはサイズ情報などの表示装置情報に基づいて決定される
拡大倍率に基づいて特定されたり、変更されたりしてもよい。たとえば、画像形成装置１
本体の表示装置のサイズが上述の８．５型、端末装置６０の表示装置のサイズが上述の４
．３型であった場合には、画像形成装置１本体の表示装置のサイズに対して端末装置６０
の表示装置のサイズが著しく小さい。そのため、これら表示装置のサイズ比率から拡大倍
率を自動決定する。この例では８．５／４．３倍であることから、解像度変換処理が容易
な整数比に丸め込み処理を行なって縦横２倍のサイズに拡大すると決定することができる
。
【００７２】
　また、拡大倍率の決定方法の他の例として、さらに解像度に基づく方法であってもよい
。たとえば、端末装置６０のＬＣＤの解像度が１２８０×７２０ｄｏｔであり、画像形成
装置１のＬＣＤの解像度が８００×４８０ｄｏｔである場合には、ある程度の自動拡大で
も画質劣化を避けることができるが、縦横２倍の解像度を有しているわけではないため端
末装置６０の解像度情報から拡大倍率の制限を設ける必要がある。すなわち、長辺の解像
度比は１２８０／８００＝１．６倍、短辺の解像度比は７２０／４８０＝１．５倍である
ため、この例の場合には解像度の制約から縦横１．５倍の拡大倍率で表示するよう決定す
ることができる。
【００７３】
　上述の自動拡大倍率の決定方法は表示装置のサイズ情報と解像度情報との両方の情報を
元にした方法の一例であるが、表示装置サイズだけで決定したり、解像度情報だけで決定
したりしてもよい。
【００７４】
　さらに、画像形成装置１の表示サイズや解像度に対する端末装置６０の表示サイズや解
像度の比率が所定以下となった場合に、拡大倍率を決定して拡大領域を特定するようにし
てもよい。
【００７５】
　なお、拡大領域を特定する際には、好ましくは、図７の上方に点線で示されたように、
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アイコンの少なくとも一部を含むような領域とする。このようにすることで、図７の下方
に表わされたように端末装置６０のＬＣＤの周辺部にアイコンがユーザーが識別可能なよ
うに少なくとも一部分が表示されることになるからである。
【００７６】
　（２）拡大検出制御
　たとえば、図７の例では、上方の画面で点線で囲まれた領域を拡大することによって端
末装置６０の表示ではアイコンがタッチパネル周辺部の不感応領域に配置されることにな
る。そこで、本システムでは、これらアイコンでの図７下方の図において点線で囲まれた
領域に示されるように、画面中央方向に拡大する。これは、操作画面のデザインはそのま
までアイコンの検出領域（選択領域）の制御だけで実施できるため、容易に実現できる。
【００７７】
　しかしながらアイコンの検出領域を拡大することによって、近接するアイコンの検出領
域に影響する場合がある。図５の下方の画面では、タッチパネル周辺部に配置されたアイ
コンの検出領域を点線に表わされたように表示中央方向に拡大すると、操作画面の内側に
配置されたアイコンの検出領域に重なることになる。
【００７８】
　この場合、図６に表わされたように、ユーザーは、タッチパネル周辺部に配置されたア
イコンの検出領域と操作画面の内側に配置されたアイコンの検出領域との重なり部分をタ
ッチした場合には、タッチを解除する操作（リリース操作）までに選択したいアイコンが
表示されている方向に指を移動させる操作（スライドジェスチャー操作）を行なう。この
操作は、フリッグ操作やスクロール操作であってもよい。図６では、内側のアイコンを選
択する場合には上向きの矢印で表わされた方向、周辺部に配置されたアイコンを選択する
場合には下向きの矢印で表わされた方向に指を移動させることが示されている。
【００７９】
　本システムでは、ユーザーのジェスチャー（タッチを開始した位置からリリース位置ま
での方向である移動方向）に基づいて対象のアイコンを判別し、そのアイコンを選択状態
とする。これにより、アイコンの検出領域が重複した領域が存在しても、表示エリアが小
さな端末装置６０であっても確実なユーザー操作を実現することができる。
【００８０】
　（３）スライド制御
　上述の拡大表示制御によって操作画面の重要な領域を端末装置６０で拡大表示させるも
のとしているが、それによってタッチパネル周辺部に配置されることになった重要度の低
いと思われるアイコンの存在をユーザーに認識させる必要もある。そのため、先述のよう
に、拡大領域を特定する際にはアイコンの少なくとも一部を含むように領域が特定される
。
【００８１】
　図７の例において、表示拡大制御が行なわれることで上方の画面で点線で囲まれた領域
が拡大され、端末装置６０では下方の画面に表わされたように表示される。この例の場合
、端末装置６０の画面ではタッチパネル周辺部にアイコンの一部分のみが表示され、それ
よりも右側の領域が表示されていない。これにより、その位置にアイコンが存在すること
をユーザーが認識することができる。
【００８２】
　この場合、これらアイコンを選択しやすくさせるための制御の一つとして上述の検出拡
大制御が行なわれて、検出領域が図７の下方の画面で点線で表わされるように表示中央方
向に拡大される。
【００８３】
　他の制御としてスライド制御を行なって、端末装置６０の操作画面において周辺部が操
作された場合に拡大領域をその操作された周辺部に対応した方向にスクロール（移動）す
る。
【００８４】
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　図７の下方に表わされた画面の例において周辺部に配置されたアイコンの検出領域が操
作された場合には操作画面の右側が操作されたことになるため、拡大領域が横（右）方向
にスライドされることになる。ここでは、たとえばアイコン全体が拡大領域に入る程度ス
ライドすればよい。
【００８５】
　これにより、先の画面で周辺部に配置されていたアイコンの機能が明確にユーザーに判
別可能な状態となる。そのため、ユーザーは前述のスライドジェスチャー判別のように選
択したいアイコンが表示されている方向に指を移動させる操作を行なうことで意図したア
イコンを選択することができる。
【００８６】
　さらにその状態で他の周辺部が操作された場合には、再度、その周辺部に対応した方向
に拡大領域をスクロールするようにしてもよい。
【００８７】
　図８の上方に表わされた端末装置６０の操作画面において点線で表わされた右側の周辺
部が操作されると拡大領域が右側にスライドされ、下方に表わされたように、端末装置６
０の操作画面が右側にスライドするように変化する。
【００８８】
　逆に、図８の下方に表わされた端末装置６０の操作画面において点線で表わされた左側
の周辺部が操作されると拡大領域が左側にスライドされ、上方に表わされたように、端末
装置６０の操作画面が左側にスライドするように変化する。
【００８９】
　さらに、スライド制御と拡大検出制御とは、アイコンの表示具合に応じて実施し分けら
れてもよい。すなわち、アイコンの一部のみが拡大領域に含まれて端末装置６０の画面に
表示されている場合には、その検出領域を操作画面の内側に拡大させる拡大検出制御が実
行され、アイコンの全体が拡大領域に含まれて端末装置６０の画面に表示されている場合
には、そのアイコンの検出領域を拡大させることなく（拡大検出制御を無効として）、（
そのアイコンの配置されている）周辺部の操作を受け付けることでスライド制御が実行さ
れてもよい。
【００９０】
　このように制御されることでも、意図するアイコンが端末装置６０の操作画面において
周辺部に配置された場合であっても確実に選択することが可能となる。
【００９１】
　＜機能構成＞
　図９は、遠隔操作を行なうための画像形成装置１の操作パネル制御部１０６の構成の具
体例を表わすブロック図である。
【００９２】
　操作パネル制御部１０６は画像形成装置１の操作パネル１００と接続され、通常は操作
パネル１００に搭載されるタッチパネルや液晶モジュールおよびハードウェアキーやＬＥ
Ｄ（Light Emitting Diode）等の制御を行なっている。すなわち、操作入力に対する画面
遷移や液晶モジュールへ表示する描画データの生成と、操作パネルへの転送制御を行なっ
ている。
【００９３】
　図９を参照して、操作パネル制御部１０６は、操作画面制御部１０６－１、操作情報制
御部１０６－２、および画像転送制御部１０６－３を含む。
【００９４】
　遠隔操作時には、通信制御部１０５を経由して入力される端末装置６０からの操作座標
位置情報（座標データ）等は操作情報制御部１０６－２に入力される。また、端末装置６
０の表示装置に関する解像度やサイズ情報などの表示装置情報も同じ経路で操作情報制御
部１０６－２に入力される。操作画面制御部１０６－１はこの座標位置情報に基づいて画
面遷移させ、遠隔操作における描画画面を生成する。
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【００９５】
　生成された描画画面データは、画像転送制御部１０６－３にてハードウェア圧縮処理が
施されて通信制御部１０５を介してネットワーク経由で端末装置６０へ転送される。
【００９６】
　図１０は、さらに、上述の拡大表示制御、拡大検出制御、およびスライド制御を行なう
ための操作パネル制御部１０６の構成の具体例を表わすブロック図である。
【００９７】
　図１０を参照して、ＲＯＭ１０２等の記憶装置の所定領域には、予め操作画面ごとの画
面データを記憶するための記憶領域である画面データ記憶部１０２１が設けられている。
【００９８】
　さらに図１０を参照して、操作パネル制御部１０６は、端末装置６０の表示装置に関す
る解像度やサイズ情報などの表示装置情報の入力を受け付けるための表示装置情報入力部
６１と、端末装置６０の操作画面での操作位置を表わす座標データの入力を端末装置６０
から受け付けるための選択座標入力部６２と、端末装置６０の表示装置情報から拡大倍率
を決定するための拡大倍率決定部６３と、予め画面ごとに拡大領域を記憶しておき、端末
装置６０に表示させる操作画面の拡大領域を特定するための拡大領域特定部６４と、端末
装置６０に操作画面の拡大領域を表示させるための描画データを生成するための描画デー
タ生成部６５と、拡大領域のうち、アイコンごとにそのアイコンが選択されたとする範囲
を検出領域として特定するための検出領域特定部６６と、端末装置６０からの座標データ
に基づいて端末装置６０の操作画面で選択された位置を特定するための選択位置特定部６
７と、選択された位置とアイコンごとの検出領域とを比較することで選択されたアイコン
等、指示の内容を決定するための選択内容決定部６８とを含む。ＣＰＵ１０１は、選択内
容決定部６８で決定された指示の内容に従った処理を行なうと共に、拡大領域特定部６４
は、その処理に応じた操作画面のうちの拡大領域を特定する。
【００９９】
　拡大領域特定部６４は、操作画面に対して設定された拡大領域を読み出してその操作画
面の拡大領域と特定して描画データ生成部６５に渡す。また、拡大倍率決定部６３が端末
装置６０の表示装置情報から拡大倍率を決定してその拡大倍率に応じて記憶されている拡
大領域のうちから端末装置６０の操作画面として用いる拡大領域を特定して描画データ生
成部６５に渡す。これにより、操作画面のその領域が拡大されて端末装置６０に表示され
ることになるため、拡大領域特定部６４は拡大表示制御を行なう機能に含まれる。
【０１００】
　また、端末装置６０で選択された座標が操作画面の周辺部であった場合に、拡大領域特
定部６４は、操作画面中の拡大領域を選択された座標の方向にスライドして新たな拡大領
域を特定する。これにより、端末装置６０では操作画面が選択された座標の方向にスライ
ドして更新されるため、拡大領域特定部６４はスライド制御を行なう機能にも含まれる。
【０１０１】
　検出領域特定部６６は、拡大領域においてタッチパネル周辺部に相当する周辺部に配置
されるアイコンに関しては、検出領域を拡大領域の中央方向に拡大した領域と特定する。
このため、検出領域特定部６６は検出拡大制御を行なう機能に含まれる。なお、複数のア
イコンについての検出領域が重複する場合、選択内容決定部６８は、上記重複した検出領
域が端末装置６０で選択され、かつ選択された座標の変化がいずれかのアイコンを特定す
る方向のものであった場合には、上述のスライドジェスチャー操作などが行なわれたもの
として、その操作で特定されるアイコンを選択されたアイコンと決定する。そのため、選
択内容決定部６８も検出拡大制御を行なう機能に含まれる。
【０１０２】
　＜動作フロー＞
　図１１は、遠隔操作される際の画像形成装置１での動作の流れを表わすフローチャート
である。図１１のフローチャートに表わされる動作は、端末装置６０において予めインス
トールされている画像形成装置１を遠隔操作するためのアプリケーションが起動し、その
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アプリケーションの実行によって画像形成装置１に対して操作画面を要求したタイミング
、などに開始される。この動作は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２に記憶されているプログ
ラムを読み出して実行して操作パネル制御部１０６に制御信号を出力し、図９および図１
０の各機能を発揮させることによって実現される。
【０１０３】
　図１１を参照して、ステップＳ１０１でＣＰＵ１０１は現在表示している操作画面を端
末装置６０に表示させる操作画面として特定する。
【０１０４】
　次に、ステップＳ１０３でＣＰＵ１０１は、画像形成装置１の表示装置のサイズと端末
装置６０の表示装置のサイズとから拡大倍率を決定する。ここで端末装置６０の解像度等
の表示装置情報を用いて拡大倍率を決定する場合には、初期接続時や端末装置６０に要求
することなどによって取得した表示装置情報を読み出して拡大倍率を決定する。なお、こ
の処理は、遠隔操作用の操作画面を表示させるための処理を繰り返す場合には最初の１回
のみ行なわれてもよい。
【０１０５】
　ステップＳ１０５でＣＰＵ１０１は、上記ステップＳ１０１で特定された操作画面のう
ち、端末装置６０に表示させる領域である拡大領域をステップＳ１０３で決定された拡大
倍率に基づいて特定する。また、ステップＳ１０７でＣＰＵ１０１は、拡大領域に配置さ
れるアイコンについてそのアイコンを選択されたと認識するための検出領域を特定する。
【０１０６】
　ステップＳ１０９でＣＰＵ１０１は、拡大領域を操作画面として端末装置６０に表示さ
せるための描画データを生成し、ステップＳ１１１で端末装置６０に対して送信する。
【０１０７】
　その後、端末装置６０から座標データを受信すると（ステップＳ１１３でＹＥＳ）、Ｃ
Ｐ１０１は、上記ステップＳ１０７で設定された検出領域と比較して選択されたアイコン
を特定することで指示内容を特定する。すなわち、選択された座標が検出領域内である場
合には（ステップＳ１１５でＹＥＳ）、ステップＳ１１７でＣＰＵ１０１は指示内容を特
定し、ステップＳ１１９でその指示に従う処理を実行する。
【０１０８】
　その後、ＣＰＵ１０１は処理をステップＳ１０１に戻して、以降の動作を繰り返す。す
なわち、上記ステップＳ１１９での処理に伴って、ステップＳ１０１で再度操作画面を特
定（更新し）、その画面を端末装置６０に遠隔操作用の画面として表示させるための処理
を行なう。このとき、先述のように、ステップＳ１０３の拡大倍率を決定する処理をスキ
ップしてもよい。
【０１０９】
　一方、選択された座標が検出領内でなく指示内容が特定できない場合には（ステップＳ
１１５でＮＯ）、ＣＰＵ１０１はさらにその位置と操作画面との位置関係を検討する。そ
の結果、選択（タッチ）された位置が操作画面の周辺部であった場合（ステップＳ１２１
でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は操作画面を選択された座標位置方向にスライドさせるものと
して、動作をステップＳ１０５に戻して拡大領域を再度特定する。このときは、先に特定
していた拡大領域を選択された座標方向にスライドさせるように拡大領域を特定（更新）
し、以降の動作を繰り返す。
【０１１０】
　なお、端末装置６０で選択された座標がアイコンの検出範囲でもなく、また操作画面の
周辺部でもない場合には、その操作は無効な操作であるものとし、次の座標データの受信
を待機するようにしてもよい。
【０１１１】
　＜実施の形態の効果＞
　本システムでは、画像形成装置１において上述の動作が行なわれることによって、携帯
電話機やスマートフォンなどである端末装置６０の表示装置に画像形成装置１の操作画面
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を表示して遠隔操作を受け付ける際に、端末装置６０の表示装置（表示画面）のサイズや
解像度が画像形成装置１の表示画面に対して著しく小さい場合であっても、画像形成装置
１の操作パネルのうちの重要な領域が拡大して表示されるため、操作性や視認性を損なう
ことなく誤操作を防止でき、閲覧や編集などの遠隔操作での操作性を向上させることがで
きる。
【０１１２】
　また、端末装置６０の表示装置がタッチパネルであって、操作画面においてアイコンが
検出精度の悪いタッチパネル周辺部（端部）に配置される場合であっても、その座標デー
タが転送された画像形成装置１ではそのアイコンの検出範囲を操作画面の内側に拡大して
設定するため、ユーザーの意図した操作を確実に検出することができる。これにより、誤
操作を防止し、タッチパネルを搭載した端末装置６０を用いた遠隔操作での操作性を向上
させることができる。
【０１１３】
　さらに、検出範囲を上述のように拡大して近接するアイコンの検出領域が重複した場合
に、ユーザーがスライドジェスチャー操作のようなタッチ開始からリリースまでにタッチ
位置を連続して変化させる操作を行なうことで、座標データの転送された画像形成装置１
ではその方向から対象のアイコンを特定することができる。これにより、ユーザーの意図
した操作が確実に検出されることになり、誤操作を防止し、遠隔操作での操作性をより向
上させることができる。
【０１１４】
　また、上記拡大表示制御によって操作画面の一部が拡大されたことでアイコンの一部が
端末装置６０の操作画面で表示されない場合であっても、その付近を選択することで操作
画面がその方向にスライドして表示（更新）されることになる。そのため、遠隔操作での
操作性を向上させることができる。
【０１１５】
　なお、以上の説明は、遠隔操作の対象として画像形成装置１を挙げているが、対象の機
器は画像形成装置に限定されるものでなく、通信機能を有するいかなる装置であってもよ
い。この場合、その対象の機器が図９および図１０の機能を有すればよい。
【０１１６】
　さらに、遠隔操作のために遠隔操作を行なう装置に対して遠隔操作される機器の操作画
面を表示させる上述の処理は、遠隔操作される機器（画像形成装置１）で行なわれるもの
に限定されず、たとえばサーバー等の他の装置で行なわれてもよい。すなわち、この処理
を行なう、図９および図１０の機能を有する表示制御装置は、上の例では操作対象の機器
である画像形成装置１に含まれているものとしたが、操作対象の機器とは異なるサーバー
等の装置であってもよい。
【０１１７】
　さらに、上述の処理を画像形成装置１のＣＰＵ１０１に実行させるためのプログラムを
提供することもできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブル
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only Memory）、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびメ
モリカードなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品
として提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの
記録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介
したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
【０１１８】
　なお、本発明にかかるプログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム（ＯＳ
）の一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列
で所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログ
ラム自体には上記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモ
ジュールを含まないプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１１９】
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　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１２０】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０１２１】
　今回開示された実施の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した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、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ことが意図され
る。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　画像形成装置、２　原稿、３　自動原稿搬送装置、４　画像読取装置、５　プラテ
ンガラス、６　光源、８　ハーフレートミラー、１０　結像レンズ、１１　画像読取素子
、１２　画像処理部、１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｋ　画像形成ユニット、１４　プリ
ントヘッド部、１５　感光体ドラム、１６　帯電ロール、１７　現像器、１８　クリーニ
ング装置、１９　回転多面鏡、２１　ウィンドウ、２２　中間転写ベルトユニット、２４
　テンションロール、２５　中間転写ベルト、２６，２６Ｙ，２６Ｍ，２６Ｃ，２６Ｋ　
一次転写ロール、２７　ドライブロール、２８　バックアップロール、２９　二次転写ロ
ール、３０　転写用紙、３１　定着器、３２　排出ロール、３３　排出トレイ、３４　給
紙カセット、３５　給紙ロール、３６，３９　ロール対、３７　用紙搬送路、３８　レジ
ストロール、４０　両面用搬送ユニット、４１　搬送経路、４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４
４Ｋ　トナーカードリッジ、６０　端末装置、６１　表示装置情報入力部、６２　選択座
標入力部、６３　拡大倍率決定部、６４　拡大領域特定部、６５　描画データ生成部、６
６　検出領域特定部、６７　選択位置特定部、６８　選択内容決定部、７０　無線アクセ
スポイント、１００　操作パネル、１０１　ＣＰＵ、１０２　ＲＯＭ、１０３　ＲＡＭ、
１０５　通信制御部、１０６　操作パネル制御部、１０６－１　操作画面制御部、１０６
－２　操作情報制御部、１０６－３　画像転送制御部、１０７　入力装置制御部、１０８
　認証装置制御部、１０９　画像出力装置制御部、２００　入力装置、２０１～２０３　
反射ミラー、３００　認証装置、４００　画像出力装置、１０２１　画面データ記憶部。
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