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(57)【要約】
【課題】
　直感的で、かつ、分かりやすい操作によって、目的と
する数値を容易に入力できるようにするとともに、数値
の入力に要する手間及び時間を省く。
【解決手段】
　制御部１０は、表示部１５に、設定対象の数値が表示
されている入力ボックス３１を含んでいる設定画面３０
を表示させる。制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介
して、入力ボックス３１を起点とするスライド操作を受
付けると、表示部１５に、入力ボックス３１に表示され
ている数値から、スライド操作の距離に応じて変更され
た数値を、入力ボックス３１に表示させる。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　タッチパネルと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記表示部に、設定対象の数値が表示されている領域を含んでいる画面を表示させ、
　　前記タッチパネルを介して、前記領域を起点とするスライド操作を受付けると、前記
表示部に、前記領域に表示されている前記数値から、前記スライド操作の距離に応じて変
更された数値を、前記領域に表示させる、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記スライド操作を受付けた後に、前記タッチパネルを介して、前記設
定対象の数値を確定するための指示を受付けると、前記領域に表示されている前記変更さ
れた数値を、設定値として受付ける、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　　前記スライド操作の方向が予め定められている第１方向である場合に、前記表示部に
、前記領域に表示されている数値に前記スライド操作の距離に応じた値を加算することに
よって得られる増加値を前記領域に表示させ、
　　前記スライド操作の方向が前記第１方向とは異なる予め定められている第２方向であ
る場合に、前記表示部に、前記領域に表示されている数値から前記スライド操作の距離に
応じた値を減算することによって得られる減少値を、前記領域に表示させる、請求項１又
は請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　　前記領域に表示されている数値が設定可能な数値の下限値である場合に、前記スライ
ド操作の方向にかかわらず、前記表示部に、前記増加値を前記領域に表示させ、
　　前記領域に表示されている数値が設定可能な数値の上限値である場合に、前記スライ
ド操作の方向にかかわらず、前記表示部に、前記減少値を前記領域に表示させる、請求項
３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　　前記増加値が前記上限値よりも小さい場合には、前記表示部に、前記増加値を前記領
域に表示させ、
　　前記増加値が前記上限値以上である場合には、前記表示部に、前記上限値を前記領域
に表示させ、
　　前記減少値が前記下限値よりも大きい場合には、前記表示部に、前記減少値を前記領
域に表示させ、
　　前記減少値が前記下限値以下である場合には、前記表示部に、前記下限値を前記領域
に表示させる、請求項３又は請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記表示部に、前記増加値、前記減少値、及び下限値を、予め定められ
ている第１の表示態様によって前記領域に表示させ、前記上限値を、前記第１の表示態様
とは異なる第２の表示態様によって前記領域に表示させる、請求項５に記載の情報処理装
置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記画面における予め定められている方向の一端部に前記領域が位置し
ている場合に、前記表示部に、前記画面における前記予め定められている方向の中央部に
前記領域が位置するようになるまで、前記領域を移動させる、請求項１乃至請求項６のい
ずれかに記載の情報処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関し、特に、設定対象の数値を変更するための技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルディスプレイに表示されている表示画面に対するスライド操作の距離等に
基づいて、設定内容を変更する技術が知られている。例えば、特許文献１には、スライド
操作の移動距離及び移動方向に基づいて、設定値の候補値として表示されている数値を切
替え表示する際の数値変化量及び切換速度を設定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１３３０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　タッチパネルディスプレイを備えている情報処理装置において、数値を入力するための
ハードキーが備えられていない場合、ユーザーは、タッチパネルディスプレイに表示され
ているスピンボタン等に対するタッチ操作を行なうことによって、表示されている数値を
増加又は減少させて、目的とする数値を入力する必要がある。このような場合において、
表示されている数値と、目的とする数値との差が大きい場合、ユーザーは何度もタッチ操
作を行なわなければならず、手間と時間とがかかる。
【０００５】
　特許文献１には、スピンボタンに対するタッチ操作が検出されると、設定されている数
値変化量及び切換速度を用いて数値の切替えが行なわれる構成が開示されているものの、
上記した問題を解決することはできない。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであり、直感的で、かつ、分かりやすい操作
によって、目的とする数値を容易に入力できるようにすること、及び、数値の入力に要す
る手間及び時間を省くことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面に係る情報処理装置は、表示部と、タッチパネルと、制御部と、を備え
ている。制御部は、表示部に、設定対象の数値が表示されている領域を含んでいる画面を
表示させ、タッチパネルを介して、領域を起点とするスライド操作を受付けると、表示部
に、領域に表示されている数値から、スライド操作の距離に応じて変更された数値を、領
域に表示させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、スライド操作の距離に応じて表示されている数値が変更されるので、
ユーザーは、直感的で、かつ、分かりやすい操作であるスライド操作によって、目的とす
る数値を容易に入力できる。したがって、スピンボタン等に対するタッチ操作によって目
的とする数値を入力する場合と比較して、数値の入力に要する手間及び時間を省くことが
できるので、ユーザーの利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】画像形成装置の内部構成を示すブロック図である。
【図２Ａ】数値変更処理を示すフローチャートである。
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【図２Ｂ】数値変更処理を示すフローチャートである。
【図３】設定画面の一例を示す図である。
【図４】リスト画像の一例を示す図である。
【図５】スライド操作が行なわれているときの設定画面の一例を示す図である。
【図６】スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。
【図７】スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。
【図８】スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。
【図９】プラスボタンに対するタッチ操作が行なわれているときの設定画面の一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態に係る情報処理装置としての画像形成装置について図面を参
照して説明する。図１は、画像形成装置の内部構成を示すブロック図である。図１を参照
して、画像形成装置１は、ファクシミリ機能、コピー機能、プリンター機能、及びスキャ
ナー機能等の複数の機能を有しているカラー複合機である。
【００１１】
　画像形成装置１は、制御ユニット１００を含んでいる。制御ユニット１００は、プロセ
ッサー、ＲＡＭ(Random Access Memory）、及びＲＯＭ（Read Only Memory）等を含んで
いる。プロセッサーは、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro P
rocessing Unit）、又はＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）等であ
る。
【００１２】
　制御ユニット１００は、ＲＯＭ又はＨＤＤ（Hard Disk Drive）１７に記憶されている
制御プログラムが上記プロセッサーによって実行されることにより、制御部１０として機
能する。なお、制御部１０は、上記制御プログラムに基づく動作によらず、ハード回路に
より構成されていてもよい。
【００１３】
　制御ユニット１００は、画像読取部１１、画像形成部１２、定着部１３、給紙部１４、
表示部１５、操作部１６、ＨＤＤ１７、搬送機構１８、画像処理部１９、画像メモリー２
０、ファクシミリ通信部２１、及び通信部２２等と電気的に接続されている。
【００１４】
　画像読取部１１は、原稿台に載置されている原稿を搬送する原稿搬送部と、原稿搬送部
によって搬送されてくる原稿又はプラテンガラスに載置されている原稿を光学的に読み取
るスキャナーと、を含んでいるＡＤＦ（Auto Document Feeder）である。画像読取部１１
は、光照射部により原稿を照射し、その反射光をＣＣＤ（Charge-Coupled Device）セン
サーで受光することによって、原稿を読み取って画像データを生成する。
【００１５】
　画像形成部１２は、感光体ドラム、帯電装置、露光装置、現像装置、及び転写装置を含
んでいる。画像形成部１２は、画像読取部１１によって生成された画像データ等に基づい
て、給紙部１４から搬送されてくる記録紙に、トナー像によって構成されている画像を形
成する。
【００１６】
　定着部１３は、画像形成部１２によってトナー像が形成された記録紙を加熱及び加圧す
ることによってトナー像を記録紙に定着させる。定着部１３によってトナー像が定着され
た記録紙は、排出トレイに排出される。
【００１７】
　給紙部１４は、手差しトレイと、給紙カセットとを備えている。給紙部１４は、給紙カ
セットに収容されている記録紙、又は手差しトレイに載置されている記録紙を一枚ずつ引
出して、画像形成部１２に向けて給紙する。
【００１８】
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　表示部１５は、液晶ディスプレイ等によって構成されている表示装置である。表示部１
５は、画像形成装置１によって実行可能な各種機能に関する各種の画面を表示する。
【００１９】
　操作部１６は、各種機能の実行の開始を指示するためのスタートキー等の複数のハード
キーを含んでいる。操作部１６は、数値を入力するためのハードキーを備えていない。操
作部１６はまた、表示部１５に重ねて配置されているタッチパネル１６Ａを含んでいる。
ユーザーは、操作部１６を介して、画像形成装置１によって実行可能な各種機能について
の指示等の各種の情報を入力する。
【００２０】
　ユーザーが、表示部１５に表示されている画面に対して、フリック操作又はスワイプ操
作等のスライド操作を行なうと、タッチパネル１６Ａは、ユーザーの指が最初に画面に接
触した第１位置、及びユーザーの指が画面から離れた第２位置を検知する。
【００２１】
　ＨＤＤ１７は、画像読取部１１によって生成された画像データ等の各種データを記憶す
るための大容量の記憶装置である。ＨＤＤ１７は、画像形成装置１の一般的な動作を実現
するための各種制御プログラムを記憶している。ＨＤＤ１７は、各種制御プログラムの１
つとして、本発明の一実施形態に係る数値変更処理を実行するための数値変更プログラム
を記憶している。
【００２２】
　ＨＤＤ１７は、スライド操作の第１位置から第２位置までの距離（以下、「スライド距
離」と記す。）と、コピー部数を示す数値の変化量（以下、「数値変化量」と記す。）と
の対応関係を示す変化量情報を予め記憶している。数値変化量は、スライド距離に応じて
変化するように設定されている。すなわち、数値変化量は、スライド距離が長くなるほど
大きくなり、スライド距離が短くなるほど小さくなるように、設定されている。
【００２３】
　例えば、ＨＤＤ１７は、変化量情報として、スライド距離が「５」インチである場合に
、対応する数値変化量として「２００」を記憶している。ＨＤＤ１７はまた、変化量情報
として、スライド距離が「１０」インチである場合に、対応する数値変化量として「４０
０」を記憶している。
【００２４】
　搬送機構１８は、搬送ローラー対及び排出ローラー対等から構成されている。搬送機構
１８は、排出先として設定されている排出トレイに向けて、記録紙を搬送路に沿って搬送
する。
【００２５】
　画像処理部１９は、画像読取部１１によって生成された画像データに対して、必要に応
じて画像処理を実行する。
【００２６】
　画像メモリー２０は、画像読取部１１によって生成された出力対象の画像データを一時
的に記憶する領域を含む。
【００２７】
　ファクシミリ通信部２１は、公衆回線への接続を行ない、公衆回線を介して画像データ
の送受信を行なう。
【００２８】
　通信部２２は、ＬＡＮ(Local Area Network)ボード等の通信モジュールを含んでいる。
画像形成装置１は、通信部２２を介して、ネットワークを介して接続されているＰＣ(Per
sonal Computer)２３等とデータ通信を行なう。
【００２９】
　画像形成装置１の各部には電源が接続されており、この電源から電力が供給されること
によって、画像形成装置１の各部が動作する。
【００３０】
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　［動作］
　図２Ａ及び図２Ｂは、数値変更処理を示すフローチャートである。図３は、設定画面の
一例を示す図である。図４は、設定画面に表示されているリスト画像の一例を示す図であ
る。以下、図２乃至図４等を参照して、数値変更処理の実行時における画像形成装置１の
動作について説明する。
【００３１】
　以下、画像形成装置１は、電源が投入されている状態であるものとする。ユーザーは、
タッチパネル１６Ａを介して、コピー機能を選択するための指示を入力したものとする。
図３を参照して、制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介して上記指示を受付けると、表
示部１５に、コピー機能に関する複数の設定項目についての設定を行なうための設定画面
３０を表示させる。
【００３２】
　制御部１０は、表示部１５に、ソフトキーとして、設定対象となるコピー部数を示す数
値を表示するための領域である入力ボックス３１と、入力ボックス３１に表示されている
数値に「１」を加算するためのプラスボタン３２と、入力ボックス３１に表示されている
数値から「１」を減算するためのマイナスボタン３３とを、設定画面３０に表示させてい
る。入力ボックス３１、プラスボタン３２、及びマイナスボタン３３は、設定画面３０に
おける長手方向Ｙの中央部であって、短手方向Ｘの一端部に設けられている。
【００３３】
　制御部１０は、表示部１５に、図４に示すリスト画像４０を領域３４に表示させている
。図４を参照して、リスト画像４０は、ソフトキーとして、設定画面３０の短手方向Ｘに
沿って並んでいる複数の設定項目キー４１Ａ乃至４１Ｏ等を含んでいる。制御部１０は、
タッチパネル１６Ａを介して、設定項目キー４１Ａ乃至４１Ｏのうちのいずれかに対する
タップ操作を受付けると、タップ操作が行なわれた設定項目キーに対応付けられている設
定項目についての設定値を設定するための画面を表示部１５に表示させる。
【００３４】
　制御部１０は、表示部１５に、リスト画像４０の全体を領域３４に一度に表示させるこ
とができない。したがって、制御部１０は、表示部１１に、リスト画像４０全体のうち、
領域３４に表示可能な一部分（以下、「表示部分」と記す。）４２のみを領域３４に表示
させている。
【００３５】
　制御部１０は、表示部１５に、短手方向Ｘに沿って延びている本体３５Ａと、本体３５
Ａに配置されているノブ３５Ｂと、を含んでいるスクロールバー３５を、領域３４の近傍
に表示させている。制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介して、ノブ３５Ｂに対する短
手方向Ｘのスライド操作、又は、本体３５Ａにおけるノブ３５Ｂが配置されていない領域
（以下、「本体部分」と記す。）に対するタップ操作を受付けると、表示部１５に、リス
ト画像４０における上記スライド操作又は上記本体部分に対するタップ操作に対応する表
示部分が表示されるまで、リスト画像４０を短手方向Ｘにスクロールさせる。領域３４及
びスクロールバー３５は、設定画面３０における長手方向Ｙの中央部であって、短手方向
Ｘの中央部から他端部に亘って設けられている。
【００３６】
　図２Ａを参照して、制御部１０は、表示部１５に設定画面３０を表示させると、数値変
更処理の実行を開始する。数値変更処理において、制御部１０は、タッチパネル１６Ａを
介してスライド操作を受付けるまで待機している（ステップＳ１０にてＮＯ）。
【００３７】
（１）入力ボックス３１に表示されている数値が下限値である場合
　図５は、スライド操作が行なわれているときの設定画面の一例を示す図である。図５を
参照して、制御部１０は、表示部１５に、デフォルトの数値である「１」を、予め定めら
れている第１の表示色である「黒色」によって、入力ボックス３１に表示させているもの
とする。ユーザーは、コピー部数として「７００」部を設定するために、入力ボックス３
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１を起点とする矢符Ａ１で示す方向のスライド操作を行なったものとする。
【００３８】
　制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介してスライド操作を受付けていると判定すると
（ステップＳ１０にてＹＥＳ）、受付けているスライド操作が、入力ボックス３１を起点
としているか否かを判定する（ステップＳ１１）。この場合、タッチパネル１６Ａによっ
て検知されているスライド操作の第１位置が入力ボックス３１の領域内に位置しているの
で、制御部１０は、スライド操作が入力ボックス３１を起点としていると判定し（ステッ
プＳ１１にてＹＥＳ）、入力ボックス３１が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端部
に位置しているか否かを判定する（ステップＳ１２）。
【００３９】
　一方、例えば、ユーザーによって、ノブ３５Ｂに対する短手方向Ｘのスライド操作が行
なわれた場合、タッチパネル１６Ａによって検知されているスライド操作の第１位置は入
力ボックス３１の領域内に位置していないので、制御部１０は、スライド操作が入力ボッ
クス３１を起点としていないと判定し（ステップＳ１１にてＮＯ）、ステップＳ１０の処
理に戻る。なお、この場合、制御部１０は、ＨＤＤ１９に記憶されている、数値変更プロ
グラムとは異なる制御プログラムを実行することによって、表示部１５に、リスト画像４
０における上記ノブ３５Ｂに対するスライド操作に対応する表示部分が表示されるまで、
リスト画像４０を短手方向Ｘにスクロールさせる。
【００４０】
　ステップＳ１２において、制御部１０は、入力ボックス３１が設定画面３０における短
手方向Ｘの一端部に位置していると判定し（ステップＳ１２にてＹＥＳ）、表示部１５に
、入力ボックス３１が設定画面３０における短手方向Ｘの中央部に位置するようになるま
で、入力ボックス３１を、設定画面３０における短手方向Ｘの他端側に移動させる（ステ
ップＳ１３）。このとき、制御部１０は、入力ボックス３１とともに、設定画面３０にお
ける長手方向Ｙの中央部に表示されている他の全てのＧＵＩ(Graphical User Interface)
を、設定画面３０における短手方向Ｘの他端側に移動させる。
【００４１】
　入力ボックス３１等の移動後、制御部１０は、スライド距離と、ＨＤＤ１７に記憶され
ている変化量情報とに基づいて、数値変化量を取得する（ステップＳ１４）。この場合、
制御部１０は、スライド操作の第１位置及び第２位置に基づいて「１０」インチというス
ライド距離を算出し、ＨＤＤ２１に記憶されている変化量情報から、算出されたスライド
距離に対応する数値変化量として、「４００」を取得したものとする。
【００４２】
　一方、入力ボックス３１が設定画面３０における短手方向Ｘの中央部に位置している場
合、制御部１０は、入力ボックス３１が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端部に位
置していないと判定し（ステップＳ１２にてＮＯ）、入力ボックス３１等の移動を行なう
ことなく、ステップＳ１４の処理に進む。
【００４３】
　数値変化量の取得後、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が、設定
可能なコピー部数の下限値であるか否かを判定する（ステップＳ１５）。ここで、設定可
能なコピー部数の下限値は「１」であり、上限値は「９９９」であるものとする。制御部
１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が下限値であると判定し（ステップＳ１
５にてＹＥＳ）、入力ボックス３１に表示されている数値に、取得された数値変化量を加
算することによって得られる数値（以下、「増加値」と記す。）を算出する（ステップＳ
１６）。
【００４４】
（１－１）増加値が上限値よりも小さい場合
　ステップＳ１６において、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている「１」と
いう数値に、取得された数値変化量である「４００」を加算することによって、「４０１
」という増加値を算出する。増加値の算出後、制御部１０は、算出された増加値が、設定
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可能なコピー部数の上限値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１７）。
【００４５】
　この場合、算出された増加値は上限値である「９９９」よりも小さいので、制御部１０
は、増加値は上限値以上ではないと判定し（ステップＳ１７にてＮＯ）、表示部１５に、
算出された増加値を、第１の表示色によって入力ボックス３１に表示させる（ステップＳ
１８）。増加値の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の処理に戻る。
【００４６】
（１－２）増加値が上限値以上である場合
　一方、例えば、スライド距離が「３０」インチであり、制御部１０によって「１２００
」という数値変化量が取得されている場合、制御部１０は、ステップＳ１６において、入
力ボックス３１に表示されている「１」という数値に取得された数値変化量である「１２
００」を加算することによって、「１２０１」という増加値を算出する。
【００４７】
　この場合、算出された増加値は上限値である「９９９」を超えているので、制御部１０
は、増加値は上限値以上であると判定し（ステップＳ１７にてＹＥＳ）、表示部１５に、
上限値を、第１の表示色とは異なる第２の表示色である「赤色」によって入力ボックス３
１に表示させる（ステップＳ１９）。上限値の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の
処理に戻る。
【００４８】
　（２）入力ボックス３１に表示されている数値が中間値であって、スライド操作の方向
が予め定められている第１方向である場合
　図６は、スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。図
６を参照して、制御部１０は、「４０１」という数値を第１の表示色によって、入力ボッ
クス３１に表示させているものとする。ユーザーは、コピー部数として「７００」部を設
定するために、入力ボックス３１を起点とする矢符Ａ２で示す方向のスライド操作を行な
ったものとする。
【００４９】
　制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介してスライド操作を受付けていると判定すると
ともに（ステップＳ１０にてＹＥＳ）、スライド操作の第１位置が入力ボックス３１の領
域内に位置しているので、スライド操作が入力ボックス３１を起点としていると判定する
（ステップＳ１１にてＹＥＳ）。
【００５０】
　この場合、入力ボックス３１は、設定画面３０における短手方向Ｘの中央部に位置して
いるので、制御部１０は、入力ボックス３１が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端
部に位置していないと判定し（ステップＳ１２にてＮＯ）、ステップＳ１４の処理に進む
。
【００５１】
　ステップＳ１４において、制御部１０は、スライド操作の第１位置及び第２位置に基づ
いて、「２０」インチというスライド距離を算出し、ＨＤＤ２１に記憶されている変化量
情報から、算出されたスライド距離に対応する数値変化量として、「８００」を取得した
ものとする。
【００５２】
　制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が下限値ではないと判定し（ス
テップＳ１５にてＮＯ）、図２Ｂを参照して、入力ボックス３１に表示されている数値が
、設定可能なコピー部数の上限値であるか否かを判定する（ステップＳ２０）。制御部１
０は、入力ボックス３１に表示されている数値が上限値ではないと判定し（ステップＳ２
０にてＮＯ）、スライド操作の方向が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端に向かう
第１方向であるか否かを判定する（ステップＳ２１）。
【００５３】
　この場合、スライド操作の第２位置が、長手方向Ｙに沿って伸びている入力ボックス３
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１の中心線Ｌよりも、設定画面３０における短手方向Ｘの一端側に位置しているので、制
御部１０は、スライド操作の方向が第１方向であると判定し（ステップＳ２１にてＹＥＳ
）、ステップＳ１６の処理に進む。
【００５４】
　ステップＳ１６において、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている「４０１
」という数値に、取得された数値変化量である「８００」を加算することによって、「１
２０１」という増加値を算出する。
【００５５】
　この場合、算出された増加値は上限値である「９９９」よりも大きいので、制御部１０
は、増加値は上限値以上であると判定し（ステップＳ１７にてＹＥＳ）、表示部１５に、
第２の表示色によって上限値を入力ボックス３１に表示させる（ステップＳ１９）。上限
値の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の処理に戻る。
【００５６】
　（３）入力ボックス３１に表示されている数値が上限値である場合
　図７は、スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。図
７を参照して、制御部１０は、「９９９」という数値を第２の表示色によって、入力ボッ
クス３１に表示させているものとする。ユーザーは、コピー部数として「７００」部を設
定するために、入力ボックス３１を起点とする矢符Ａ３で示す方向のスライド操作を行な
ったものとする。
【００５７】
　制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介してスライド操作を受付けていると判定すると
ともに（ステップＳ１０にてＹＥＳ）、スライド操作の第１位置が入力ボックス３１の領
域内に位置しているので、スライド操作が入力ボックス３１を起点としていると判定する
（ステップＳ１１にてＹＥＳ）。
【００５８】
　この場合、入力ボックス３１は、設定画面３０における短手方向Ｘの中央部に位置して
いるので、制御部１０は、入力ボックス３１が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端
部に位置していないと判定し（ステップＳ１２にてＮＯ）、ステップＳ１４の処理に進む
。
【００５９】
　ステップＳ１４において、制御部１０は、スライド操作の第１位置及び第２位置に基づ
いて、「５」インチというスライド距離を算出し、ＨＤＤ２１に記憶されている変化量情
報から、算出されたスライド距離に対応する数値変化量として、「２００」を取得したも
のとする。
【００６０】
　制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が下限値ではないと判定すると
ともに（ステップＳ１５にてＮＯ）、入力ボックス３１に表示されている数値が上限値で
あると判定し（ステップＳ２０にてＹＥＳ）、
入力ボックス３１に表示されている数値から、取得された数値変化量を減算することによ
って得られる数値（以下、「減少値」と記す。）を算出する（ステップＳ２２）。
【００６１】
（３－１）減少値が下限値以下ではない場合
　ステップＳ２２において、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている「９９９
」という数値から、取得された数値変化量である「２００」を減算することによって、「
７９９」という減少値を算出する。減少値の算出後、制御部１０は、算出された減少値が
、設定可能なコピー部数の下限値以下であるか否かを判定する（ステップＳ２３）。
【００６２】
　この場合、算出された減少値は下限値である「１」よりも大きいので、制御部１０は、
減少値は下限値以下ではないと判定し（ステップＳ２３にてＮＯ）、表示部１５に、算出
された減少値を、第１の表示色によって入力ボックス３１に表示させる（ステップＳ２４
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）。減少値の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の処理に戻る。
【００６３】
（３－２）減少値が下限値以下である場合
　一方、例えば、スライド距離が「３０」インチであり、制御部１０によって「１２００
」という数値変化量が取得されている場合、制御部１０は、ステップＳ２２において、入
力ボックス３１に表示されている「９９９」という数値から、取得された数値変化量であ
る「１２００」を減算することによって、「－２０１」という減少値を算出する。
【００６４】
　この場合、算出された減少値は下限値である「１」よりも小さいので、制御部１０は、
減少値は下限値以下であると判定し（ステップＳ２３にてＹＥＳ）、表示部１５に、下限
値を、第１の表示色によって入力ボックス３１に表示させる（ステップＳ２５）。下限値
の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の処理に戻る。
【００６５】
　（４）入力ボックス３１に表示されている数値が中間値であって、スライド操作の方向
が予め定められている第２方向である場合
　図８は、スライド操作が行なわれているときの設定画面の他の一例を示す図である。図
８を参照して、制御部１０は、「７９９」という数値を第１の表示色によって、入力ボッ
クス３１に表示させているものとする。ユーザーは、コピー部数として「７００」部を設
定するために、入力ボックス３１を起点とする矢符Ａ４で示す方向のスライド操作を行な
ったものとする。
【００６６】
　制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介してスライド操作を受付けていると判定すると
ともに（ステップＳ１０にてＹＥＳ）、スライド操作の第１位置が入力ボックス３１の領
域内に位置しているので、スライド操作が入力ボックス３１を起点としていると判定する
（ステップＳ１１にてＹＥＳ）。
【００６７】
　この場合、入力ボックス３１は、設定画面３０における短手方向Ｘの中央部に位置して
いるので、制御部１０は、入力ボックス３１が、設定画面３０における短手方向Ｘの一端
部に位置していないと判定し（ステップＳ１２にてＮＯ）、ステップＳ１４の処理に進む
。
【００６８】
　ステップＳ１４において、制御部１０は、スライド操作の第１位置及び第２位置に基づ
いて、「２．５」インチというスライド距離を算出し、ＨＤＤ２１に記憶されている変化
量情報から、算出されたスライド距離に対応する数値変化量として、「１００」を取得し
たものとする。
【００６９】
　制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が下限値ではないと判定すると
ともに（ステップＳ１５にてＮＯ）、入力ボックス３１に表示されている数値が上限値で
はないと判定する（ステップＳ２０にてＮＯ）。
【００７０】
　この場合、スライド操作の第２位置が、中心線Ｌよりも設定画面３０における短手方向
Ｘの他端側に位置しているので、制御部１０は、スライド操作の方向が、設定画面３０に
おける短手方向Ｘの他端に向かう第２方向である、すなわち、第１方向ではないと判定し
（ステップＳ２１にてＮＯ）、ステップＳ２２の処理に進む。
【００７１】
　ステップＳ２２において、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている「７９９
」という数値から、取得された数値変化量である「１００」を減算することによって、「
６９９」という減少値を算出する。この場合、算出された減少値は下限値である「１」よ
りも大きいので、制御部１０は、減少値は下限値以下ではないと判定し（ステップＳ２３
にてＮＯ）、表示部１５に、算出された減少値を、第１の表示色によって入力ボックス３
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１に表示させる（ステップＳ２４）。減少値の表示後、制御部１０は、ステップＳ１０の
処理に戻る。
【００７２】
　（５）プラスボタン３２に対するタッチ操作を受付けた場合
　図９は、プラスボタンに対するタッチ操作が行なわれているときの設定画面の一例を示
す図である。図９を参照して、制御部１０は、「６９９」という数値を第１の表示色によ
って、入力ボックス３１に表示させているものとする。ユーザーは、コピー部数として「
７００」部を設定するために、プラスボタン３２に対するタッチ操作を行なったものとす
る。
【００７３】
　制御部１０は、タッチパネル１６Ａを介してプラスボタン３２に対するタッチ操作を受
付けると、ＨＤＤ１９に記憶されている、数値変更プログラムとは異なる制御プログラム
を実行することによって、入力ボックス３１に表示されている「６９９」という数値に「
１」を加算した値である「７００」を算出し、表示部１５に、算出された値を入力ボック
ス３１に表示させる。
【００７４】
　ユーザーは、入力ボックス３１に表示されている「７００」という数値を確認して、タ
ッチパネル１６Ａを介して、コピー部数を確定するための指示を入力したものとする。制
御部１０は、タッチパネル１６Ａを介して、上記指示を受付けると、入力ボックス３１に
表示されている数値を、コピー部数の設定値として受付ける。
【００７５】
　コピー部数の設定後、ユーザーは、コピーを開始するために、画像読取部１１のプラテ
ンガラスに原稿を載置して、操作部１５に備えられているスタートキーを押下したものと
する。制御部１０は、スタートキーの押下を検知すると、画像読取部１１に対し、プラテ
ンガラスに載置されている原稿を読み取らせて画像データを生成させる。制御部１０は、
画像形成部１２等に対し、生成された画像データに基づく画像を、設定されているコピー
部数にしたがって、記録紙に形成させる。
【００７６】
　上記実施形態によれば、制御部１０は、表示部１５に、設定対象の数値が表示されてい
る入力ボックス３１を含んでいる設定画面３０を表示させる。制御部１０は、タッチパネ
ル１６Ａを介して、入力ボックス３１を起点とするスライド操作を受付けると、表示部１
５に、入力ボックス３１に表示されている数値から、スライド操作の距離に応じて変更さ
れた数値を、入力ボックス３１に表示させる。
【００７７】
　このように、スライド操作の距離に応じて表示されている数値が変更されるので、ユー
ザーは、直感的で、かつ、分かりやすい操作であるスライド操作によって、目的とする数
値を容易に入力できる。したがって、スピンボタン等に対するタッチ操作によって目的と
する数値を入力する場合と比較して、数値の入力に要する手間及び時間を省くことができ
るので、ユーザーの利便性が向上する。
【００７８】
　また上記実施形態によれば、制御部１０は、スライド操作を受付けた後に、タッチパネ
ル１６Ａを介して、設定対象の数値を確定するための指示を受付けると、入力ボックス３
１に表示されている変更された数値を、設定値として受付ける。これによって、ユーザー
は、容易に設定値を設定することができるので、ユーザーの利便性が向上する。
【００７９】
　また上記実施形態によれば、制御部１０は、スライド操作の方向が第１方向である場合
に、表示部１５に、増加値を入力ボックス３１に表示させ、スライド操作の方向が第２方
向である場合に、表示部１５に、減少値を、入力ボックス３１に表示させる。これによっ
て、ユーザーは、スライド操作の方向を変更するという直感的で、かつ、分かりやすい操
作によって、入力ボックス３１に表示されている数値の増加又は減少の切替えを容易に行
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なうことができる。
【００８０】
　また上記実施形態によれば、制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が
下限値である場合に、スライド操作の方向にかかわらず、表示部１５に、増加値を入力ボ
ックス３１に表示させる。制御部１０は、入力ボックス３１に表示されている数値が上限
値である場合に、スライド操作の方向にかかわらず、表示部１５に、減少値を入力ボック
ス３１に表示させる。これによって、入力ボックス３１に表示されている数値が上限値又
は下限値である場合には、ユーザーがいずれの方向のスライド操作を行なったとしても、
数値の加算又は減算が適切に行われるので、ユーザーの利便性がより一層向上する。
【００８１】
　また上記実施形態によれば、制御部１０は、増加値が上限値よりも小さい場合には、表
示部１５に、増加値を入力ボックス３１に表示させ、増加値が上限値以上である場合には
、表示部１５に、上限値を入力ボックス３１に表示させる。制御部１０は、減少値が下限
値よりも大きい場合には、表示部１５に、減少値を入力ボックス３１に表示させ、減少値
が下限値以下である場合には、表示部１５に、下限値を入力ボックス３１に表示させる。
これによって、スライド距離が大きすぎる場合であっても、設定不可能な数値が入力ボッ
クス３１に表示されてしまうことを防ぐことができるので、ユーザーの利便性がより一層
向上する。
【００８２】
　また上記実施形態によれば、制御部１０は、表示部１５に、増加値、減少値、及び下限
値を第１の表示色によって入力ボックス３１に表示させ、上限値を第２の表示色によって
入力ボックス３１に表示させる。これによって、ユーザーは、増加値が上限値に達してい
ることを容易に確認できるので、ユーザーの利便性がさらに一層向上する。
【００８３】
　上記実施形態によれば、制御部１０は、設定画面３０における短手方向Ｘの一端部に入
力ボックス３１が位置している場合に、表示部１５に、設定画面３０における短手方向Ｘ
の中央部に入力ボックス３１が位置するようになるまで、入力ボックス３１を移動させる
。これによって、入力ボックス３１に対するスライド操作を行なうことができる領域が増
えるので、ユーザーの操作性が向上する。
【００８４】
（その他の変形例）
　上記実施形態では、設定画面３０における短手方向Ｘの一端に向かう方向が第１方向と
して予め定められ、設定画面３０における短手方向Ｘの他端に向かう方向が第２方向とし
て予め定められていたが、本発明はそのような実施形態に限定されない。例えば、設定画
面３０における長手方向Ｙの一端に向かう方向が第１方向として予め定められ、設定画面
３０における長手方向Ｙの他端に向かう方向が第２方向として予め定められていてもよい
。
【００８５】
　また上記実施形態では、制御部１０は、中心線Ｌを用いてスライド操作の方向を判定し
たが、本発明はそのような実施形態に限定されない。例えば、制御部１０は、スライド操
作の第１位置を始点とし、第２位置を終点とするベクトルを、短手方向Ｘのベクトルと長
手方向Ｙのベクトルとに分解し、分解された短手方向Ｘのベクトルの向きに応じて、スラ
イド操作の方向を判定してもよい。
【００８６】
　また上記実施形態では、制御部１０は、表示部１５に、増加値、減少値、及び下限値を
第１の表示色によって表示させ、上限値を第２の表示色によって表示させたが、本発明は
そのような実施形態に限定されない。例えば、制御部１０は、表示部１５に、増加値及び
減少値を第１の表示色によって表示させ、上限値及び下限値を第２の表示色によって表示
させてもよいし、増加値、減少値、及び上限値を第１の表示色によって表示させ、下限値
を第２の表示色によって表示させてもよい。
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【００８７】
　また上記実施形態では、第１の表示色として「黒色」が予め定められ、第２の表示色と
して「赤色」が予め定められていたが、本発明はそのような実施形態に限定されない。例
えば、第１の表示色として「黒色」が予め定められ、第２の表示色として「青色」が予め
定められていてもよい。
【００８８】
　また上記実施形態では、制御部１０は、表示部１５に、第１の表示色とは異なっている
第２の表示色によって上限値を表示させたが、本発明はそのような実施形態に限定されな
い。例えば、制御部１０は、表示部１５に、上限値を、太字で表示させたり、斜体で表示
させたり、又は、下線を付して表示させたりすることで、当該上限値を、増加値、減少値
、及び下限値とは異なる表示態様で表示させてもよい。
【００８９】
　また上記実施形態では、制御部１０は、スライド距離と、ＨＤＤ１７に記憶されている
変化量情報とに基づいて、数値変化量を取得したが、本発明はそのような実施形態に限定
されない。例えば、制御部１０は、スライド距離に、ＨＤＤ１７に予め記憶されている係
数を掛合わせることによって、数値変化量を取得してもよい。
【００９０】
　また上記実施形態では、設定対象の数値として、コピー部数を示す数値が用いられたが
、本発明はそのような実施形態に限定されない。例えば、設定対象の数値として、拡大率
若しくは縮小率を示す数値、又はコピー濃度を示す数値が用いられてもよい。
【００９１】
　また上記実施形態では、下限値として「１」が用いられ、上限値として「９９９」が用
いられたが、本発明はそのような実施の形態に限定されない。例えば、下限値として「０
」が用いられ、上限値として「９９９９」が用いられてもよい。
【００９２】
　また上記実施形態では、制御部１０は、増加値が上限値以上である場合に、表示部１５
に、上限値を表示させたが、本発明はそのような実施形態に限定されない。例えば、制御
部１０は、増加値が上限値に達している時点で、入力ボックス３１に表示されている数値
を下限値にリセットしてもよい。
【００９３】
　この場合、制御部１０は、上限値から入力ボックス３１に表示されている数値を減算す
ることによって第１の値を算出する。制御部１０は、取得された数値変化量から第１の値
を減算することによって第２の値を算出する。制御部１０は、表示部１５に、下限値に第
２の値を加算することによって得られる値を、入力ボックス３１に表示させる。
【００９４】
　制御部１０はまた、増加値が上限値に達している時点で、数値変化量の加算を減算に転
じてもよい。この場合、制御部１０は、下限値に第２の値を減算することによって得られ
る値を、入力ボックス３１に表示させる。
【００９５】
　本発明は上記実施形態の構成に限られず種々の変形が可能である。例えば、上記実施形
態では、本発明に係る情報処理装置としてカラー複合機を用いているが、これは一例に過
ぎず、情報処理装置として、モノクロ複合機、プリンター、コピー機、又はファクシミリ
装置等が用いられてもよい。
【００９６】
　また、図１乃至図９を用いて上記実施形態により示した構成及び処理は、本発明の一実
施形態に過ぎず、本発明を当該構成及び処理に限定する趣旨ではない。
【符号の説明】
【００９７】
　１　画像形成装置
　１０　制御部
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　１５　表示部
　１６Ａ　タッチパネル

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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