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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数ページの原稿画像
をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画像を縦方向もしく
は横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御手段を備えた画像
表示操作装置において、
　前記表示制御手段は、前記操作画面上で操作する位置を指示する際に、前記操作画面上
に表示される複数ページの原稿画像のプレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する
操作指示位置を検知する操作指示位置検知手段と、前記操作指示位置検知手段により検知
された操作指示位置に応じて、プレビュー画像の表示方向を切換えるプレビュー表示方向
切換え手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレ
ビュー画像のスクロール方向を切換えるスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置
検知手段により検知された操作指示位置に新たな原稿画像を挿入する原稿画像挿入手段と
、を備え、
　前記プレビュー表示方向切換え手段は、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像挿入手
段により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定する
機能を備え、
　前記スクロール方向切換え手段は、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像挿入手段に
より挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってスクロール方向を設定する機能を備
えることを特徴とする画像表示操作装置。
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【請求項２】
　原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数ページの原稿画像
をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画像を縦方向もしく
は横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御手段を備えた画像
表示操作装置において、
　前記表示制御手段は、前記操作画面上で操作する位置を指示する際に、前記操作画面上
に表示される複数ページの原稿画像のプレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する
操作指示位置を検知する操作指示位置検知手段と、前記操作指示位置検知手段により検知
された操作指示位置に応じて、プレビュー画像の表示方向を切換えるプレビュー表示方向
切換え手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレ
ビュー画像のスクロール方向を切換えるスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置
検知手段により検知された操作指示位置に表示される複数ページの原稿画像の中から選択
された原稿画像を移動する原稿画像移動手段と、を備え、
　前記プレビュー表示方向切換え手段は、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像移動手
段により移動された原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定する機能を
備え、
　前記スクロール方向切換え手段は、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像移動手段に
より移動された原稿画像とが並ぶ方向に沿ってスクロール方向を設定する機能を備えるこ
とを特徴とする画像表示操作装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、仕上げ処理を設定する仕上げ処理設定手段と、原稿画像の仕上が
り状態をプレビュー表示する仕上がり状態表示手段と、前記操作指示位置検知手段により
検知された操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設定された綴じ位置を変更する仕
上げ処理設定変更手段と、を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示
操作装置。
【請求項４】
　前記仕上げ処理設定変更手段は、前記操作指示位置検知手段により検知された新たな原
稿画像を挿入する操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設定された綴じ位置を変更
する機能を備えることを特徴とする請求項３に記載の画像表示操作装置。
【請求項５】
　前記仕上げ処理設定変更手段は、前記操作指示位置検知手段により検知された表示され
る複数ページの原稿画像の中から選択された原稿画像を移動する操作指示位置に応じて、
仕上げ処理において設定された綴じ位置を変更する機能を備えることを特徴とする請求項
３に記載の画像表示操作装置。
【請求項６】
　原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数ページの原稿画像
をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画像を縦方向もしく
は横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御手段を具備する画
像表示操作装置を備えた画像形成装置において、
　前記画像表示操作装置として、請求項１から５のうちの何れか一項に記載の画像表示操
作装置を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やプリンタ、ファクシミリ等の電子写真方式の画像形成装置に用いら
れる画像表示操作装置及びそれを備えた画像形成装置に係り、特に、複数ページの原稿画
像をプレビュー表示可能な画像表示操作装置及びそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、文章作成ソフトを用いて文章を作成する場合、「印刷レイアウト」や「閲覧レイ
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アウト」を指定すると、例えば、「綴じ代」の設定や、「印刷の綴じ位置」とは関係なく
、常にページを縦に並べた形で文章画像が表示されるものがある。
【０００３】
　また、その他のソフトを用いて画像データを表示する場合、ページ表示方法として「見
開きページ」を指定すると、見開きレイアウトで２ページ分横に並べたものを縦に並べた
形で表示されるものがある。
【０００４】
　従来技術として、スキャンした原稿画像データを集約コピーする場合、タッチパネルに
画像データを表示し、区切りページを指定する際に、表示される原稿画像データを横並び
表示（横スクロール）で指定する技術が開示されている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１６６２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術によると、複数の原稿ページが並べて配置されたプレ
ビュー表示において、特定の原稿ページを移動したり、新たな原稿ページを挿入したりす
ることは可能であるが、原稿ページの移動や挿入に伴い、プレビューの表示方向やスクロ
ール方向を変更することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、印刷プレビュー画像を表示す
る際に、原稿ページの移動や挿入に伴い、プレビューの表示方向やスクロール方向を容易
に変更することができる画像表示操作装置及びそれを備えた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】
【０００８】
　本発明は、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数ページ
の原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画像を縦
方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御手段を
備えた画像表示操作装置において、前記表示制御手段の構成として、前記操作画面上で操
作する位置を指示する際に、前記操作画面上に表示される複数ページの原稿画像のプレビ
ュー画像のうち基準となる原稿画像に対する操作指示位置を検知する操作指示位置検知手
段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー画
像の表示方向（原稿画像の配列方向）を切換えるプレビュー表示方向切換え手段と、前記
操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー画像のスクロ
ール方向を切換えるスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置検知手段により検知
された操作指示位置に新たな原稿画像を挿入する原稿画像挿入手段と、を備え、前記プレ
ビュー表示方向切換え手段の構成として、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像挿入手
段により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定する
機能を備え、前記スクロール方向切換え手段として、前記基準となる原稿画像と前記原稿
画像挿入手段により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってスクロール方向を設
定する機能を備えることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明は、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数
ページの原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画
像を縦方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御
手段を備えた画像表示操作装置において、前記表示制御手段の構成として、前記操作画面
上で操作する位置を指示する際に、前記操作画面上に表示される複数ページの原稿画像の
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プレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する操作指示位置を検知する操作指示位置
検知手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビ
ュー画像の表示方向を切換えるプレビュー表示方向切換え手段と、前記操作指示位置検知
手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー画像のスクロール方向を切換え
るスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位
置に表示される複数ページの原稿画像の中から選択された原稿画像を移動する原稿画像移
動手段と、を備え、前記プレビュー表示方向切換え手段の構成として、前記基準となる原
稿画像と前記原稿画像移動手段により移動された原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュ
ー表示方向を設定する機能を備え、前記スクロール方向切換え手段の構成として、前記基
準となる原稿画像と前記原稿画像移動手段により移動された原稿画像とが並ぶ方向に沿っ
てスクロール方向を設定する機能を備えることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明は、前記表示制御手段の構成として、仕上げ処理（例えば、ステープル，
パンチ，ページ振り等の処理）を設定する仕上げ処理設定手段と、原稿画像の仕上がり状
態、すなわち印刷後の後処理が終了した状態をプレビュー表示する仕上がり状態表示手段
と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、仕上げ処理にお
いて設定された綴じ位置を変更する仕上げ処理設定変更手段と、を備えることが好ましい
。
【００１５】
　また、本発明は、仕上げ処理設定変更手段の構成として、前記操作指示位置検知手段に
より検知された新たな原稿画像を挿入する操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設
定された綴じ位置を変更する機能を備えることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明は、前記仕上げ処理設定変更手段の構成として、前記操作指示位置検知手
段により検知された表示される複数ページの原稿画像の中から選択された原稿画像を移動
する操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設定された綴じ位置を変更する機能を備
えることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明は、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数
ページの原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画
像を縦方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御
手段を具備する画像表示操作装置を備えた画像形成装置において、前記画像表示操作装置
として、請求項１から１０のうちの何れか一項に記載の画像表示操作装置を備えたことを
特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面に複数
ページの原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの原稿画
像を縦方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表示制御
手段を備えた画像表示操作装置において、前記表示制御手段の構成として、前記操作画面
上で操作する位置を指示する際に、前記操作画面上に表示される複数ページの原稿画像の
プレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する操作指示位置を検知する操作指示位置
検知手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビ
ュー画像の表示方向（原稿画像の配列方向）を切換えるプレビュー表示方向切換え手段と
、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー画像の
スクロール方向を切換えるスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置検知手段によ
り検知された操作指示位置に新たな原稿画像を挿入する原稿画像挿入手段とを備え、前記
プレビュー表示方向切換え手段の構成として、前記基準となる原稿画像と前記原稿画像挿
入手段により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定
する機能を備え、前記スクロール方向切換え手段として、前記基準となる原稿画像と前記
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原稿画像挿入手段により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってスクロール方向
を設定する機能を備えることで、プレビュー画像を確認して編集する際に、原稿ページを
移動したり、新たに原稿ページを挿入したりするときに、ユーザが指示する位置に応じて
、プレビュー画像の表示方向やスクロール方向を容易に変更することができる。また、ユ
ーザが指示する位置に応じて、プレビュー画像の表示方向やスクロール方向を容易に変更
することができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面
に複数ページの原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの
原稿画像を縦方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表
示制御手段を備えた画像表示操作装置において、前記表示制御手段の構成として、前記操
作画面上で操作する位置を指示する際に、前記操作画面上に表示される複数ページの原稿
画像のプレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する操作指示位置を検知する操作指
示位置検知手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、
プレビュー画像の表示方向を切換えるプレビュー表示方向切換え手段と、前記操作指示位
置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー画像のスクロール方向を
切換えるスクロール方向切換え手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作
指示位置に表示される複数ページの原稿画像の中から選択された原稿画像を移動する原稿
画像移動手段と、を備え、前記プレビュー表示方向切換え手段の構成として、前記基準と
なる原稿画像と前記原稿画像移動手段により移動された原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプ
レビュー表示方向を設定する機能を備え、前記スクロール方向切換え手段の構成として、
前記基準となる原稿画像と前記原稿画像移動手段により移動された原稿画像とが並ぶ方向
に沿ってスクロール方向を設定する機能を備えることで、ユーザが指示する位置に応じて
、プレビュー画像の表示方向やスクロール方向を容易に変更することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、前記表示制御手段の構成として、仕上げ処理（例えば、ステー
プル，パンチ，ページ振り等の処理）を設定する仕上げ処理設定手段と、原稿画像の仕上
がり状態、すなわち印刷後の後処理が終了した状態をプレビュー表示する仕上がり状態表
示手段と、前記操作指示位置検知手段により検知された操作指示位置に応じて、仕上げ処
理において設定された綴じ位置を変更する仕上げ処理設定変更手段と、を備えることで、
原稿の仕上がり状態を確認する際に、ユーザが指示する位置に応じて原稿ページの移動や
挿入を行なうときに、原稿の仕上がり状態のプレビューの表示方向やスクロール方向を容
易に変更することができるとともに、ステープル，パンチ，ページ振り等の仕上がり状態
の設定を容易に変更することができる。
【００２６】
　また、本発明によれば、仕上げ処理設定変更手段の構成として、前記操作指示位置検知
手段により検知された新たな原稿画像を挿入する操作指示位置に応じて、仕上げ処理にお
いて設定された綴じ位置を変更する機能を備えることで、ユーザが指示する位置に応じて
、プレビュー画像の表示方向やスクロール方向を容易に変更することができるとともに、
ステープル，パンチ，ページ振り等の仕上げ処理の設定を容易に変更することができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、前記仕上げ処理設定変更手段の構成として、前記操作指示位置
検知手段により検知された表示される複数ページの原稿画像の中から選択された原稿画像
を移動する操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設定された綴じ位置を変更する機
能を備えることで、ユーザが指示する位置に応じて、プレビュー画像の表示方向やスクロ
ール方向を容易に変更することができるとともに、綴じ位置を容易に変更することができ
る。
【００２９】
　また、本発明によれば、原稿画像をプレビュー表示する操作画面を備え、前記操作画面
に複数ページの原稿画像をプレビュー表示する機能とプレビュー表示された複数ページの
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原稿画像を縦方向もしくは横方向の何れかの方向にスクロール表示する機能とを有する表
示制御手段を具備する画像表示操作装置を備えた画像形成装置において、前記画像表示操
作装置として、請求項１から１０のうちの何れか一項に記載の画像表示操作装置を備えた
ことで、プレビュー画像を確認して編集する際に、原稿ページを移動したり、新たに原稿
ページを挿入したりするときに、ユーザが指示する位置に応じて、プレビュー画像の表示
方向やスクロール方向を容易に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示す斜視図である。
【図２】前記画像形成装置の内部構成を簡略化して示す説明図である。
【図３】前記画像形成装置のハードウェア構成を示す機能ブロック図である。
【図４】前記画像形成装置のタッチパネルディスプレイの表示領域を示す説明図である。
【図５】前記タッチパネルディスプレイに表示される画面例を示す説明図である。
【図６】前記タッチパネルディスプレイに表示されるプレビュー領域を変更した状態を示
す説明図である。
【図７】前記タッチパネルディスプレイの構成を示すブロック図である。
【図８】前記タッチパネルディスプレイに表示される原稿画像の挿入及び移動に伴う原稿
画像の表示方向の切換え操作の手順を示すフローチャートである。
【図９】本実施形態の実施例１の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上に原
稿画像をプレビュー表示した一例を示す説明図である。
【図１０】（ａ）は前記タッチパネルディスプレイ上のプレビュー表示において原稿画像
を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記プレビュー表示において基
準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を挿入したときのプレビュー表示を示す説明
図である。
【図１１】（ａ）は本実施形態の実施例２の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１２】（ａ）は本実施形態の実施例３の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１３】（ａ）は本実施形態の実施例４の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１４】（ａ）は本実施形態の実施例５の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１５】（ａ）は本実施形態の実施例６の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１６】（ａ）は本実施形態の実施例７の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１７】（ａ）は本実施形態の実施例８の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図
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、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を
挿入したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１８】（ａ）は本実施形態の実施例９の画像形成装置におけるタッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図
、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に選択された原稿画
像を移動する状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画
像の横位置に選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【図１９】（ａ）は本実施形態の実施例１０の画像形成装置におけるタッチパネルディス
プレイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明
図、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に選択された原稿
画像を移動する状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿
画像の横位置に選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である
。
【図２０】（ａ）は本実施形態の実施例１１の画像形成装置におけるタッチパネルディス
プレイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明
図、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に選択された原稿
画像を移動する状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿
画像の縦位置に選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である
。
【図２１】（ａ）は本実施形態の実施例１２の画像形成装置におけるタッチパネルディス
プレイ上のプレビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明
図、（ｂ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に選択された原稿
画像を移動する状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿
画像の縦位置に選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である
。
【図２２】（ａ）は本実施形態の実施例１３の画像形成装置におけるタッチパネルディス
プレイ上のプレビュー表示においてステープルの位置が上部に設定された原稿画像を縦方
向に配列して表示したプレビュー表示を示す説明図、（ｂ）は前記タッチパネルディスプ
レイ上のプレビュー表示を右側から左側への横方向の配列に切換えたときのプレビュー表
示を示す説明図、（ｃ）は前記タッチパネルディスプレイ上のプレビュー表示を左側から
右側への横方向の配列に切換えたときのプレビュー表示を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の第実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は発明を実施する形態の一例であって、本発明の実施形態に係る画像表示操作装置
が用いられた画像形成装置の全体の構成を示す説明図、図２は前記画像形成装置の内部構
成を簡略化して示す説明図、図３は前記画像形成装置のハードウェア構成を示す機能ブロ
ック図、図４は前記画像形成装置のタッチパネルディスプレイの表示領域を示す説明図、
図５は前記タッチパネルディスプレイに表示される画面例を示す説明図、図６は前記タッ
チパネルディスプレイに表示されるプレビュー領域を変更した状態を示す説明図である。
【００３２】
　本発明の実施形態は、図１に示すように、表示パネル（操作画面）１３２に複数ページ
の原稿画像をプレビュー表示可能なタッチパネルディスプレイ（表示制御手段）１３０を
有する操作ユニット（画像表示操作装置）１２０を備えた画像形成装置１００において、
操作ユニット１２０として、本発明に係る特徴的な画像表示操作装置の構成を採用したも
のである。
【００３３】
　なお、表示パネル（操作画面）１３２に表示される複数原稿画像は、画像形成装置１０
０の原稿読取部などから取り込まれた原稿画像の形態をプレビュー表示するものとして説
明するが、画像形成部から記録用紙上に形成される画像の出力形態を仕上がりプレビュー
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画像として表示したものであってもよい。
【００３４】
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、画像処理装置の１種である画像形成装置であ
る。本発明に係る画像表示操作装置の適用は、このような画像形成装置以外の画像処理装
置または電子機器であっても構わない。
【００３５】
　また、本実施形態に係る画像形成装置１００は、複数の動作モードを備え、その動作モ
ードが切換えられて表示機器の画面が切換えられた場合において、ユーザが画面構成を覚
えていなくても、ユーザが求める情報をユーザが容易に取得することができるように、情
報を表示する表示機器を備えた装置であればよい。
【００３６】
　なお、本実施形態に係る画像形成装置１００は、ジェスチャー操作方法とジェスチャー
操作によらないタッチ操作方法とにより操作が可能なタッチパネルディスプレイ（操作画
面）を備えるとするが、タッチ操作のみが可能なタッチパネルディスプレイを備える装置
であってもよく、さらには、操作が不可能な表示のみ可能な表示パネルおよび操作用のボ
タンを備える装置であってもよい。
【００３７】
　この画像形成装置１００は、電子写真方式により記録用紙に画像を形成する。
　また、画像形成装置１００は、動作モードとして、コピーモード、ファクシミリモード
（ＦＡＸモード）、ドキュメントファイリングモード（スキャンした画像を画像形成装置
内部の記憶装置に記憶するモード）およびメールモード（スキャンした画像を電子メール
に添付する形式で送信するモード）を備える。なお、この画像形成装置１００は、さらに
ネットワークプリンタモードを備えていても構わない。
【００３８】
　また、本発明はこれに限定されず、動作モード毎に画面が切換わる画像形成装置であれ
ば構わない。また、印刷方式は電子写真方式に限定されない。
【００３９】
　まず、本発明の実施形態に係る画像形成装置１００について説明する。
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、給紙
部１０６、排紙処理装置１０８、および、操作ユニット１２０を備える。
　操作ユニット１２０は、タッチパネルディスプレイ１３０と表示操作部１４０とで構成
される。タッチパネルディスプレイ１３０は、液晶パネル等で構成された表示パネル１３
２と、表示パネル１３２に重ねて配置されたユーザの指で押圧された位置を検出するタッ
チパネル（タッチ操作認識手段）１３４とで構成される。表示操作部１４０は、表示灯１
４２と、電源キー１４４と、省エネルギーキー（以下「省エネキー」と記載）１４６と、
動作モードを選択するホーム画面ヘタッチパネルディスプレイ１３０の表示画面を戻すた
めのホームキー１４８とで構成される。
【００４０】
　このように画像形成装置１００は、主たる操作デバイスとしてタッチパネルディスプレ
イ１３０を備えるとともに、ハードウェアキーおよび表示灯により構成される表示操作部
１４０を備える。表示操作部１４０のキー（電源キー１４４、省エネキー１４６、ホーム
キー１４８）は、タッチパネルディスプレイ１３０により構成されるソフトウェアボタン
と対比して、ハードウェアボタンとして構成される点が特徴である。
【００４１】
　なお、画像形成装置１００は、このような構成の表示操作部１４０を備えるものに限定
されず、タッチパネルディスプレイ１３０のみを備えるものであってもよい。タッチパネ
ルディスプレイ１３０に表示されたホーム画面においてユーザが動作モードを選択すると
、選択された動作モードにおける初期画面に切換わるものであれば構わない。このような
画像形成装置１００の動作モードについて説明する。
【００４２】
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（コピーモード）
　以下において、画像形成装置１００のコピーモードでの動作について説明する。
　このコピーモードにおいては、主として、原稿読取部（以下、「スキャナ部」と称する
。）１０２および画像形成部１０４が動作する。
【００４３】
　画像形成装置１００においては、原稿載置台に置かれた原稿が原稿読取部１０２により
画像データとして読取られ、読取られた画像データが図３に示すマイクロコンビュータ等
から構成されるＣＰＵ３００に入力され、ここで画像データに各種の画像処理が施され、
この画像データが画像形成部１０４へと出力される。
【００４４】
　画像形成部１０４は、図２に示すように、画像データによって示される原稿の画像を記
録媒体（多くの場合、記録用紙）に印刷するものであって、感光体ドラム２２２、帯電装
置２２４、レーザスキャンユニット（以下、「ＬＳＵ」と称する。）２２６、現像装置２
２８、転写装置２３０、クリーニング装置２３２、定着装置２３４、および図示しない除
電装置等を備えている。
【００４５】
　画像形成部１０４には、主搬送路２３６および反転搬送路２３８が設けられており、給
紙部１０６から給紙されてきた記録用紙が主搬送路２３６に沿って搬送される。給紙部１
０６は、用紙カセット２４０に収納された記録用紙、または手差トレイ２４２に載置され
た記録用紙を１枚ずつ引出して記録用紙を画像形成部１０４の主搬送路２３６へと送り出
す。
【００４６】
　画像形成部１０４の主搬送路２３６に沿って記録用紙が搬送されている途中で、記録用
紙が感光体ドラム２２２と転写装置２３０との間を通過し、さらに定着装置２３４を通過
して、記録用紙に対する印刷が行なわれる。
【００４７】
　感光体ドラム２２２は、一方向に回転し、その表面は、クリーニング装置２３２と除電
装置によりクリーニングされた後、帯電装置２２４により均一に帯電される。
【００４８】
　ＬＳＵ２２６は、印刷対象の画像データに基づいてレーザ光を変調し、このレーザ光に
よって感光体ドラム２２２の表面を主走査方向に繰返し走査して、静電潜像を感光体ドラ
ム２２２の表面に形成する。
【００４９】
　現像装置２２８は、トナーを感光体ドラム２２２の表面に供給して静電潜像を現像し、
トナー像を感光体ドラム２２２の表面に形成する。
【００５０】
　転写装置２３０は、当該転写装置２３０と感光体ドラム２２２との間を通過していく記
録用紙に感光体ドラム２２２の表面のトナー像を転写する。
【００５１】
　定着装置２３４は、記録用紙を加熱するための加熱ローラ２４８と、記録用紙を加圧す
るための加圧ローラ２５０とを含む。記録用紙は、加熱ローラ２４８によって加熱され、
かつ、加圧ローラ２５０によって加圧されることによって、記録用紙上に転写されたトナ
ー像が記録用紙に定着される。この定着装置２３４へ供給される電力によりヒータを温め
て加熱ローラ２４８の温度が定着に適した温度になるように制御されている。なお、省エ
ネモードに移行すると、例えば、このヒータへ供給される電力が停止されたり削減された
りする。
【００５２】
　主搬送路２３６と反転搬送路２３８との接続位置には、分岐爪２４４が配設されている
。記録用紙の片面のみに印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が位置決めされ、この分
岐爪２４４により定着装置２３４からの記録用紙が排紙トレイ２４６または排紙処理装置
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１０８の方へと導かれる。
【００５３】
　記録用紙の両面に印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が所定方向に回動されて記録
用紙が一旦排紙トレイ２４６側へ導かれた後、スイッチバック搬送されて反転搬送路２３
８の方へと導かれる。記録用紙は、反転搬送路２３８を通過して、その表裏を反転されて
主搬送路２３６へと再び搬送され、主搬送路２３６の再度の搬送途中で、その裏面への印
刷が行なわれて排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８の方へと導かれる。
【００５４】
　上述のようにして印刷された記録用紙は、排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８
の方へと導かれて排紙トレイ２４６に排出され、または排紙処理装置１０８の各排紙トレ
イ１１０のいずれかに排出される。
【００５５】
　排紙処理装置１０８では、複数の記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出する
処理、各記録用紙にパンチングする処理、および各記録用紙にステープルする処理を施す
。例えば、複数部の印刷物を作成する場合は、各排紙トレイ１１０に印刷物の一部ずつが
割り当てられるように、各記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出し、排紙トレ
イ１１０毎に、排紙トレイ１１０上の各記録用紙に対しパンチングユニット１１１による
パンチング処理またはステープルユニット１１２によるステープル処理を施して印刷物を
作成する。
【００５６】
（ファクシミリモード）
　以下において、ファクシミリモードでの動作について説明する。
　このファクシミリモードにおいては、図３に示すように、主として、送信動作は原稿読
取部（スキャナ部）１０２およびＦＡＸ通信部１６０が動作することにより、受信動作は
ＦＡＸ通信部１６０および画像形成部１０４が動作する。
【００５７】
（送信動作）
　画像形成装置１００においては、ファクシミリモードを指定して、原稿載置台に置かれ
た原稿が原稿読取部１０２により画像データとして読取られ、読取られた画像データが図
３に示すマイクロコンビュータ等から構成されるＣＰＵ３００に入力され、ここで画像デ
ータに各種の画像処理が施され、この画像データがＦＡＸ通信部（図３のＦＡＸ通信部１
６０）へと出力される。
【００５８】
　図３に示すように、送信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、指定された
送信側の回線を指定された送信先に接続して、画像データをファクシミリ通信規格に合致
した通信データへ変換して、受信側のファクシミリ装置（例えばファクシミリ機能を備え
た画像形成装置１００）へ送信する。
【００５９】
（通信動作）
　回線が接続されると、受信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、送信側の
画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０からの通信要求信号を検出して、応答信号を送
信する。その後、例えば、ＦＡＸ通信部１６０は、送信側および受信側で互いに実装され
ている能力情報の受渡しを行ない、利用可能な最大能力での通信速度および画像データの
符号化・符号訂正方式などを決定してモデムの通信方式を設定する。この通信方式にあわ
せた画像信号静式を用いて、送信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０から受信
側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０ヘデータを送信する。送信が終了すると回
線が切断される。
【００６０】
（受信動作）
　受信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、受信したデータを画像データに
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変換して、画像形成部１０４へ送る。なお、受信したデータを画像データへ変換するのは
画像形成部１０４であっても構わない。画像形成部１０４は、上述したコピーモードにお
ける動作と同じように、受信したデータから変換された画像データによって示される原稿
の画像を記録用紙に印刷する。
【００６１】
　次に、画像形成装置１００の制御ブロック構成について図面を参照して説明する。
　図３に示すように、画像形成装置１００は、さらに、コピーモード、ファクシミリモー
ドとして装置が搭載する機能の設定が可能な操作ユニット１２０と、プログラム等を記憶
するためのＲＯＭ３０６と、通電が遮断された場合であってもプログラムおよびデータ等
を記憶可能な不揮発性記憶領域であるハードディスク３０２と、プログラムを実行する際
の記憶領域を提供するためのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０
８とを含む。
【００６２】
　画像形成装置１００は、さらに、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、ＦＡＸ通信部
１６０、操作ユニット１２０、ＲＯＭ３０６、ハードディスク３０２、およびＲＡＭ３０
８に接続されるパス３１０と、パス３１０に接続された、画像形成装置としての一般的機
能を実現するためのＣＰＵ３００とを含む。
【００６３】
　ハードディスク３０２には、この画像形成装置１００でスキャンした原稿の画像データ
のファイルが記憶される。また、ハードディスク３０２には、各動作モードの初期画面デ
ータが記憶されている。（ハードディスク３０２でなくてもＲＯＭ３０６に記憶させてお
くことも可能）
【００６４】
　ＲＯＭ３０６には、画像形成装置１００の動作を制御するのに必要なプログラムおよび
データ等が記憶されている。このＲＯＭ３０６にプログラムとともに記憶するデータとし
て、各動作モードの初期画面データを記憶するようにしても構わない。ＣＰＵ３００は、
ＲＯＭ３０６に格納されているプログラムおよびデータに従って画像形成装置１００の制
御を行なうとともに画像形成装置１００の各機能に関する制御を実行する。
【００６５】
　図３に示すように、この画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０には、画像データの
送受信用に公衆回線が接続され、ネットワークインターフェイス３０４には、ネットワー
ク回線が接続されている。このネットワーク回線には、この画像形成装置１００をネット
ワーク対応のプリンタとして使用するコンビュータ等が接続されたり、インターネットを
介して指定されたＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）により
特定されるコンピュータ等が接続されたりする。このようにインターネットに接続される
と、画像形成装置１００は、インターネットを介して、必要な情報を取得することができ
る。
【００６６】
　ＲＡＭ３０８は、ＣＰＵ３００による演算および処理の結果を一時的に記憶するワーキ
ングメモリとしての機能と、画像データを記憶するフレームメモリとしての機能とを提供
する。
【００６７】
　原稿読取部１０２、画像形成部１０４、操作ユニット１２０を構成するタッチパネルデ
ィスプレイ１３０および表示操作部１４０、ならびにＲＯＭ３０６、ハードディスク３０
２、およびＲＡＭ３０８に対する制御は、ＣＰＵ３００が所定のプログラムを実行するこ
とにより行なわれる。なお、操作ユニット１２０は、入出力インターフェイスを介してＣ
ＰＵ３００と通信する。
【００６８】
　操作ユニット１２０は、ユーザが目視しやすいように傾斜して設けられた板状のパネル
で構成される。操作ユニット１２０の表面には、その左側の領域にタッチパネルディスプ
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レイ１３０が、右側の領域に表示操作部１４０（表示灯１４２ならびにハードウェアボタ
ンである電源キー１４４、省エネキー１４６およびホームキー１４８）が、備えられてい
る。タッチパネルディスプレイ１３０および表示操作部１４０は、操作ユニット１２０が
全体として一体となるように構成されている。
【００６９】
　上述したように、このタッチパネルディスプレイ１３０は、表示パネル１３２と、表示
パネル１３２に重ねて配置されたタッチパネル１３４とで構成される。
【００７０】
　このタッチパネルディスプレイ１３０においては、表示パネル１３２に、この画像形成
装置１００における動作モードを選択するホーム画面、この画像形成装置１００の現在の
状態、宛先指定状況、ジョブの処理状況等が表示される。表示パネル１３２の表示領域上
にはソフトウェアボタンである選択ボタンが表示され、この選択ボタンの表示されている
領域を指で押すと、タッチパネル１３４がその押された位置を検出する。プログラム上で
、選択ボタンの表示位置とタッチパネル１３４が押された位置とを照合することにより、
画像形成装置１００の動作モード選択、機能設定および動作指示等が行なわれる。この画
像形成装置１００はこのようなタッチ操作（ユーザによる押圧位置に基づくコマンド入力
操作）に加えて、上述したジェスチャー操作（ユーザによる操作軌跡に基づくコマンド入
力操作）にも対応している。
【００７１】
　また、表示操作部１４０の表示灯１４２は、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）で構成され、ＣＰＵ３００により点灯／消灯（／点滅）が制御される
。主電源スイッチとは別に設けられた電源キー１４４をユーザが押下すると、この画像形
成装置１００が待機モード（例えば主電源がオンの状態でＦＡＸ受信動作のみ可能）から
通常モードへ移行して、この画像形成装置１００の全ての動作モードが使用できるように
なる。この状態に連動して表示灯１４２が点灯する。さらに、ユーザが操作しない時聞が
予め定められた時間を経過したり、省エネキー１４６をユーザが押下したりすると、この
画像形成装置１００が通常モードから省エネモードへ移行して、この画像形成装置１００
の一部の動作モードしか使用できないようになる。この状態に連動して表示灯１４２が点
滅する。さらに、この省エネモードのときに、省エネキー１４６をユーザが押下すると、
この画像形成装置１００が省エネモードから通常モードへ移行する。ホームキー１４８は
、タッチパネルディスプレイ１３０の表示を初期状態（ホーム画面）へ戻すためのハード
ウェアキーである。なお、電源キー１４４、省エネキー１４６およびホームキー１４８を
押下したときの処理はこれらに限定されるものではない。
【００７２】
　なお、表示操作部１４０のハードウェアボタン（電源キー１４４、省エネキー１４６お
よびホームキー１４８）には、ＣＰＵ３００により点灯／消灯（／点滅）が制御されるキ
ーランプを埋め込むようにしても構わない。例えば、このキーランプは、円型のキーの５
周囲をリング状に光らせたり、キーの中央部を光らせたりする。操作デバイスとしてハー
ドウェアボタンを使用することが許可されているタイミングで（ハードウェアボタンを使
用すると処理が実行されるタイミングで）、このキーランプが点灯する。
【００７３】
　本実施形態に係る画像形成装置１００においては、上述した２つの動作モード（コピー
モード、ファクスモード）を備える。タッチパネルディスプレイ１３０には、それぞれの
動作モードにおける機能設定用のソフトウェアボタンと、必要に応じて、画像形成イメー
ジであるプレビューまたは宛先設定用のボタン等が表示される。
【００７４】
　動作モードが違う場合には、タッチパネルディスプレイ１３０は、異なる画面が表示さ
れる。このような場合であっても、ユーザが要求する情報を容易に見つけることのできる
ように、タッチパネルディスプレイ１３０は複数の領域に分割されて（かつその領域の大
きさを可変として）、各領域に情報を表示するという本発明の本質的部分を備える。特に
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この画像形成装置１００においては、主たる表示操作デバイスとして設けられたタッチパ
ネルディスプレイ１３０のホーム画面において動作モードを選択すると、各動作モードの
初期画面が表示される。この初期画面において、（１）基本レイアウトが５つの領域（「
システム領域」、「機能選択領域」、「プレビュー領域」、「アクションパネル領域」、
「タスクトリガー領域」）に分割されて適切に配置されているので、左上から右下へユー
ザが操作することにより（このような大型のタッチパネルディスプレイ１３０を備えない
従来機と同じようなユーザの視点の動線および指先の動線が実現されるために）容易に設
定が可能で、（２）異なる動作モードであっても５つの領域のそれぞれに表示される概念
は同じものであって、動作モードが異なってもユーザが混乱することなく操作が可能であ
る。以下において、このような基本レイアウトの構成について説明する。
【００７５】
　次に、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０における基本レイアウト
について図面を参照して説明する。
　タッチパネルディスプレイ１３０の基本レイアウトは、図４に示すように、横長のタッ
チパネルディスプレイ１３０において（例えば、横１０２４ピクセル×縦６００ピクセル
）、最上部に配置されたシステム領域１０００、画面中央部に配置されたプレビュー領域
３０００、プレビュー領域３０００の左側に配置された機能設定／確認領域２０００（以
下、機能選択領域２０００と記載する）、プレビュー領域３０００の右上部に配置された
アクションパネル領域４０００、および、プレビュー領域３０００の右下部に配置された
タスクトリガー領域５０００で構成される。
【００７６】
　なお、タッチパネルディスプレイ１３０における領域の数は５つに限定されるものでは
なく、左右の並びもこれに限定されず、例えば、ユーザの利き手に応じて領域の左右の配
置を逆にしても構わない。また、システム領域１０００の位置は最下部であっても構わな
い。また、状態もしくは設定によっては表示されなくても構わない。
【００７７】
　システム領域１０００には、この画像形成装置１００の現時点での状態が表示され、操
作中の動作モードのタイトル、画像形成装置１００の状況・状態が表示される。例えば、
システム領域１０００には、動作モード名、割り込みキー、ログインユーザ名、処理中の
ジョブ状況、内蔵メモリ使用状態、時刻等が表示される。
【００７８】
　機能選択領域２０００には、各機能の設定、表示の切換え設定の確認のためにユーザに
より操作される機能選択メニュー（アイコン、ボタン等）が、アイコンモード、レギュラ
ーモードおよびエキスプレスモードで表示態様を変更して、表示される。アイコンモード
においては、プレビュー領域３０００が最も広くなるように機能選択領域２０００には機
能設定用のアイコンのみが表示される。エキスプレスモードにおいては、プレビュー領域
３０００が最も狭くなっても機能選択領域２０００には機能を一度に設定できる画面が大
きく表示される。レギュラーモードにおいては、プレビュー領域３０００の大きさはアイ
コンモードとエキスプレスモードとの中間の大きさであって、機能選択領域２０００には
機能設定のアイコンとともに機能名称がテキスト表示される。
【００７９】
　これらのアイコンモード、レギュラーモードおよびエキスプレスモードの切換えユーザ
の操作に基づく。すなわち、プレビュー領域３０００の大きさが、ユーザの操作に応じて
変更して表示される。このように、アイコンは、小さい領域でユーザへの情報を伝達する
ことができるので、全ての機能に対して準備しておいて、プレビュー領域３０００が大き
く表示できることが好ましい。
【００８０】
　この機能選択領域２０００には、その下部に機能選択領域２０００の表示スタイルを変
更する変更ボタン群２０１０を備える。変更ボタン群２０１０には、アイコンモードで機
能選択領域２０００を表示するアイコンモード移行ボタン２０１２、「お気に入り」登録
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した機能を表示させるお気に入りボタン２０１４、設定が変更された機能を表示させるチ
ェックボタン２０１６、選択されている動作モードにおいて設定可能な全ての機能の一覧
を表示するリストボタン２０１８、レギュラーモードで機能選択領域２０００を表示する
レギュラーモード移行ボタン２０２０、および、エキスプレスモードで機能選択領域２０
００を表示するエキスプレスモード移行ボタン２０２２が配置されている。
【００８１】
　なお、機能選択領域２０００に表示される情報が多い場合には、この機能選択領域２０
００において上下方向にスクロール可能に情報が表示される。この場合において、この変
更ボタン群２０１０はスクロールされないで、機能選択領域２０００の最下部に常に表示
される。
【００８２】
　プレビュー領域３０００には、原稿の出力（仕上がり）イメージが表示される。ダミー
データまたはスキャンデータを用いてイメージ表示し、ユーザが仕上がりを変更する毎に
プレビュー領域３０００に表示されているイメージが変更される。このプレビュー領域３
０００においては、スキャン前のバーチヤルモードでのダミーイメージでの仕上がり表示
、スキャン後のスキャンインモードでの実イメージでの仕上がり表示の２つのモードを有
し、さらにバーチヤルモードには、原稿セット前および原稿セット後の２種類がある。
【００８３】
　このプレビュー領域３０００には、その下部にプレビュー領域３０００の表示スタイル
を変更するプレビュー変更ボタン群３０１０を備える。プレビュー変更ボタン群３０１０
には、プレビューを左に９０度回転させる左回転ボタン３０１６、プレビューを右に９０
度回転させる右回転ボタン３０１８、ズームバー３０２０が配置されている。これら以外
にも、例えばカラー変更ボタン３０１２およびプレビュー操作ボタン３０１４が配置され
ている。
【００８４】
　ここで、左回転ボタン３０１６を１回タッチ操作するとプレビューが左に９０度回転さ
れて、２回タッチ操作するとプレビューが左に１８０度回転される（上下反転）。また、
プレビュー領域に表示された仕上がり原稿イメージをジェスチャー操作しても（指先で原
稿イメージを反時計回転方向に１８０度回転させても）、プレビューが左に１８０度回転
されて上下反転される。
【００８５】
　右回転ボタン３０１８を１回タッチ操作するとプレビューが右に９０度回転されて、２
回タッチ操作するとプレビューが右に１８０度回転される（上下反転）。また、プレビュ
ー領域に表示された仕上がり原稿イメージをジェスチャー操作しても（指先で原稿イメー
ジを時計回転方向に１８０度回転させても）、プレビューが右に１８０度回転されて上下
反転される。
【００８６】
　ズームバー３０２０のプラスボタン３０２０Ａをタッチ操作したり、バ－３０２０Ｃを
プラスボタン３０２０Ａ側へジェスチャー操作（ドラッグまたはフリック）したりすると
、プレビューが拡大して表示される。また、プレビュー領域に表示された仕上がり原稿イ
メージをジェスチャー操作しても（指先で原稿イメージをピンチアウト／ピンチオープン
させても）、プレビューが拡大して表示される。
【００８７】
　ズームバー３０２０のマイナスボタン３０２０Ｂをタッチ操作したり、バ－３０２０Ｃ
をマイナスボタン３０２０Ｂ側ヘジェスチャー操作（ドラッグまたはフリック）したりす
ると、プレビューが縮小して表示される。また、プレビュー領域に表示された仕上がり原
稿イメージをジェスチャー操作しても（指先で原稿イメージをピンチイン／ピンチクロー
ズさせても）、プレビューが縮小して表示される。
【００８８】
　なお、プレビュー領域３０００に表示される原稿イメージのページ数が多い場合には、
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タッチ操作可能な表示ページ選択ボタン（ページ番号入力ボタン、ページ送りボタン、ペ
ージ戻しボタン、単ページ表示ボタン、複数ページ表示ボタン等）を表示するようにして
も構わない。なお、原稿イメージをジェスチャー操作（フリック）してもプレビューされ
る原稿のページ送り、ページ戻しを行なうこともできる。また、プレビュー領域３０００
に表示される原稿イメージが大きい場合には、タッチ操作またはジェスチャー操作可能な
スクロールバーを表示するようにしても構わない。
【００８９】
　アクションパネル領域４０００には、操作についての補助・助言・提案についての情報
が表示される。このアクションパネル領域４０００には、例えば、あるユーザが特定の機
能を選択すると、その機能に関連する機能を表示したり、目的指向でその機能についての
他の機能を表示したり、このユーザまたはこのユーザが所属するグループのユーザが過去
に組み合わせて選択した機能を「おすすめ機能」として表示したりする。
【００９０】
　タスクトリガー領域５０００には、その動作モードにおける全ての設定が完了して、こ
の画像形成装置１００を実際に動作させるためにユーザにより操作されるトリガー一項目
が表示される。例えば、処理を開始させるためのスタートボタン（ソフトウェアボタン）
である。なお、印字を伴う動作モード（ファクス送信以外）において、消耗品切れについ
ての情報も、タスクの実行不可に関連するので、この「タスクトリガー領域」に表示され
る。
【００９１】
　この場合において、スタートボタンが押下できる状態の場合にのみ、スタートボタンを
表示することも好ましい。スタートボタンが押下できる状態とは、印字を伴う動作モード
の場合には、全ての設定が終了してかつ消耗品（記録用紙およびトナー）切れでない状態
であって、印字を伴わない動作モードであるファクスモード（送信）の場合には、宛先を
含む全ての送信パラメータの設定が終了した状態である。
【００９２】
　これらの５領域は、動作モードが変更されても（どの動作モードの初期画面においても
、その配置された位置は変更されない。また、機能選択領域２０００（およびプレビュー
領域３０００）におけるアイコンモード／レギュラーモード／エキスプレスモードの切換
え示のように、領域はタッチパネルディスプレイ１３０の画面横方向（長手方向）に伸縮
してサイズが変化する。
【００９３】
　このような５領域の配置は、従来機におけるユーザインターフェイスをも考慮しつつ、
ユーザの視点の動線および操作の動線に着目して配置されている。このような配置により
、タッチパネルディスプレイ１３０において、左上から右下へユーザの視線が動いて、左
上から右下へユーザの操作（利き手の指先）が動く。
【００９４】
　なお、ある動作モードから他の動作モードへ遷移するためには、ホームキー１４８を押
下して、ホーム画面において他の動作モードを選択する。このように、ホーム画面を経由
して、動作モードが切換えられる。
【００９５】
（コピーモードの初期画面表示動作）
　コピーモードが選択されると、ハードディスク３０２等から読出したコピー初期画面デ
ータを用いてタッチパネルディスプレイ１３０にコピーモードの初期画面が表示される。
　このとき、例えば、タッチパネルディスプレイ１３０には、図５に示すように、コピー
モード初期画面７１００が表示される。コピーモード初期画面７１００は、上述したレイ
アウト構成の５領域に分割されて情報が表示される。
【００９６】
　コピーモード初期画面７１００のシステム領域１０００には、図５に示すように、選択
されている動作モード（ここではコピーモード）を示すエリア１１０２、選択された動作
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モードに付随するサブ情報を表示するエリア１１０４、ログインユーザ名を表示するエリ
ア１１０６、ログアウトボタン（ソフトウェアボタン）が表示されるエリア１１０８、現
在実行中のジョブ状況を表示するエリア１１１０、ジョブ状況に関係するボタン（ソフト
ウェアボタン）が表示されるエリア１１１２、通信状態が表示されるエリア１１１４、現
在時刻が表示されるエリア１１１６が配置されている。
【００９７】
　エリア１１０２には、動作モードを示す名称または／およびアイコンが表示される。
　このエリア１１０２をタッチ操作、タップ操作またはダブルタップ操作すると、動作モ
ードを示すメニューがプルダウン表示されて動作モードを切換えことができるようにする
ことも好ましい（他の動作モードにおいても同じ）。
【００９８】
　エリア１１０４には、サブ情報として、割り込みキー（ソフトウェアボタン）が表示さ
れる。この割り込みキーをタッチ操作、タップ操作またはダブルタップ操作すると、コピ
ーモードにおいて割り込み処理を実行することができる。
【００９９】
　エリア１１１２には、現在実行中のジョブ状況がアイコンで表示される。このジョブ状
況をタッチ操作、タップ操作またはダブルタップ操作すると、詳細なジョブ状況情報が表
示される。さらに、エリア１１１２には、選択されたジョブを停止させるボタン等を表示
することも好ましい。
【０１００】
　コピーモード初期画面７１００の機能選択領域２０００には、コピーモードにおいてユ
ーザが選択できる機能選択メニュー２１００および上述した変更ボタン群２０１０が表示
されている。図５に示す画面では、レギュラーモードで機能選択メニューが表示されてい
る。
【０１０１】
　図５に示すように、レギュラーモードで表示される機能選択メニューは、アイコン群２
１００とテキスト群２１２０とで構成される。この機能選択領域２０００に表示される機
能選択メニューとして、コピー一部数を設定するアイコン２１０２および設定された内容
を表示するテキス卜２１２２、カラーモードを設定するアイコン２１０４および設定され
た内容を表示するテキスト２１２４、コピー濃度を設定するアイコン２１０６および設定
された内容を表示するテキスト２１２６、コピー倍率を設定するアイコン２１０８および
設定された内容を表示するテキスト２１２８、原稿の種類を設定するアイコン２１１０お
よび設定された内容を表示するテキスト２１３０、用紙の種類を設定するアイコン２１１
２および設定された内容を表示するテキスト２１３２、画像を編集するアイコン２１１４
および設定された内容を表示するテキスト２１３４、レイアウトを編集するアイコン２１
１６および設定された内容を表示するテキスト２１３６が表示されている。
【０１０２】
　なお、上述したように、これらの機能設定メニューにおけるさらなる項目は、変更ボタ
ン群２０１０の表示位置を固定した状態で、上下方向にスクロール可能に表示することが
できる。そして、上下方向に隠れて表示されていない項目を含めて機能設定メニューの表
示項目を切換えことは、タッチ操作（スクロール操作）でもジェスチャー操作（上下方向
へフリック操作）のいずれの操作でも可能である。
【０１０３】
　ここで、画像編集とは、１ページの原稿に対する画像編集であって、さらに下位の階層
メニューとして、枠消去、印字メニュー、ウォータマーク、ユーザスタンプ等があり、レ
イアウト編集とは、複数ページの原稿に対する画像編集であって、さらに下位の階層メニ
ューとして、ページ集約、綴じしろ、ページ移動、センタリング等がある。これらのさら
なる下位メニューは、アイコン２１０２～アイコン２１１６またはテキスト２１２２～テ
キス卜２１３６をタッチ操作、タップ操作またはダブルタップ操作すると、タッチパネル
ディスプレイ１３０に表示される。
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【０１０４】
　コピーモード初期画面７１００のプレビュー領域３０００には、原稿の出力（仕上がり
）イメージ３１００および上述したプレビュー変更ボタン群３０１０が配置されている。
このとき、ダミーデータまたはスキャンデータを用いてイメージ３１００が表示され、ユ
ーザが機能選択領域２０００の機能設定メニューを変更する毎に、イメージ３１００が変
更されてプレビュー領域３０００に表示される（プレビューの表示が変更）。
【０１０５】
　コピーモード初期画面７１００のアクションパネル領域４０００には、コピー操作につ
いての補助・助言・提案についての情報が表示されている。ここでは、図５に示すように
、このユーザが選択したコピーモードにおけるおすすめ機能が表示される。このとき、ア
クションパネル領域４０００は、表示されている情報の内容を示すエリア４１００、それ
自体がソフトウェアボタンとしておすすめ機能をテキスト表示するエリア４１０２～エリ
ア４１０６が配置されている。
【０１０６】
　エリア４１０２をタッチ操作、タップ操作またはダブルタップ操作すると、省エネコピ
ーについてのさらに詳細な情報がプルダウン表示される。例えば、このとき、「両面印刷
すると用紙を節約できます」というテキストとともに両面コピーの機能設定画面へ遷移す
るソフトウェアボタンと、「複数の原稿を集約して印刷すると用紙を節約できます」とい
うテキストとともにページ集約の機能設定画面へ遷移するソフトウェアボタンと、「本の
ように綴じられるように印刷することができます」というテキストとともに中綴じの機能
設定画面へ遷移するソフトウェアボタンとが、表示される。
【０１０７】
　コピーモード初期画面７１００のタスクトリガー領域５０００には、実行ボタン群５１
００が表示される。この実行ボタン群５１００として、原稿をスキャンして画像データを
取得するように画像形成装置１００を作動させるスキャンインキー（ソフトウェアボタン
）５１０２、設定した機能をクリアするクリアオールキー（ソフトウェアボタン）５１０
４、原稿をスキャンしてモノクロコピーを実行するように画像形成装置１００を作動させ
るモノクロスタートキー（ソフトウェアボタン）５１０６、原稿をスキャンしてカラーコ
ピーを実行するように画像形成装置１００を作動させる力ラースタートキー（ソフトウェ
アボタン）５１０８が配置されている。
【０１０８】
　このように、５つの領域に分割して情報が表示されたコピーモード初期画面７１００に
おいて、ユーザが要求を入力すると、その要求に従ってコピー処理が実行される。
【０１０９】
　次に、機能選択領域２０００をアイコンモードで表示してプレビュー領域３０００を広
げた場合の、プレビューページの変更動作について説明する。
【０１１０】
　図６に示すように、プレビューのイメージ３１１８が表示されている場合において、ユ
ーザが、プレビュー表示された画面をユーザが左へフリックすると、入力軌跡が分析され
る。このとき、このユーザによるジェスチャー操作はページをめくる要求であると分析さ
れて、フリックした方向に応じた表示されていない別のページを含むプレピューイメージ
が表示される。
【０１１１】
　また、このようにプレビューイメージが表示されるページを移動させるには、ページ送
りボタン３１１８Ｇ、ページ早送りボタン３１１８Ｈ、ページ戻しボタン３１１８Ｅ、ペ
ージ早戻しボタン３１１８Ｄをタッチ操作しでも可能である。さらに、ページ直接指定ボ
タン３１１８Ｆをタッチして直接移動させたいページを入力することにより、プレビュー
イメージが表示されるページを移動させることも可能である。
【０１１２】
　このように、機能選択領域２０００がアイコンモードで表示されると、プレビュー領域
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３０００が広がり、図６に示すように、ユーザの視認性およびユーザの操作性が高まるよ
うに、プレビューイメージを表示することができる。特に、タッチ操作またはジェスチャ
ー操作により、表示させたいプレビューイメージまで移動して、所望のプレビューを表示
させることができる。
【０１１３】
　なお、図６に示すごみ箱アイコン３１１８Ａは、選択したページをごみ箱アイコン３１
１８Ａまでドラッグすることによりそのページを削除することができる。
【０１１４】
　また、１ページ表示アイコン３１１８Ｂを押下することにより、例えば３ページ表示し
ていたプレビューが１ページ表示になり（このとき１ページ分を大きく表示）、複数ペー
ジ表示アイコン３１１８Ｃを押下することにより、例えば、１ページ表示していたプレビ
ューが３ページ表示になる。
【０１１５】
　次に、本実施形態の画像形成装置１００における特徴的な操作ユニット１２０の構成に
ついて図面を参照して詳細に説明する。
　図７は本実施形態の画像形成装置の操作ユニットを構成するタッチパネルディスプレイ
の構成を示すブロック図である。
【０１１６】
　本実施形態に係る操作ユニット１２０は、上述した構成に加えて、図７に示すように、
表示パネル１３２に複数ページの原稿画像をプレビュー表示するプレビュー表示機能と、
プレビュー表示された複数ページの原稿画像をスクロール表示するスクロール表示機能と
を備えて表示制御手段として機能するタッチパネルディスプレイ１３０における制御部１
３１として、ユーザがタッチパネルディスプレイ１３０上でタッチ操作する位置を指示す
る際に、ユーザがタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される複数ページの原稿画像
のプレビュー画像のうち基準となる原稿画像に対する操作指示位置を検知する操作指示位
置検知手段１３１１と、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に
応じて、プレビュー画像の表示方向（原稿画像の配列方向）を切換えるプレビュー表示方
向切換え手段１３１２と、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置
に応じて、プレビュー画像のスクロール方向を切換えるスクロール方向切換え手段１３１
３とを備えている。
【０１１７】
　また、制御部１３１は、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置
に新たな原稿画像を挿入する原稿画像挿入手段１３１４と、操作指示位置検知手段１３１
１により検知された操作指示位置に表示される複数ページの原稿画像の中から選択された
原稿画像を移動する原稿画像移動手段１３１５と、仕上げ処理を設定する仕上げ処理設定
手段１３１６と、原稿画像の仕上がり状態をプレビュー表示する仕上がり状態表示手段１
３１７と、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、仕上
げ処理において設定された綴じ位置を変更する仕上げ処理設定変更手段１３１８とを備え
ている。
【０１１８】
　本実施形態では、タッチパネル１３４が操作指示位置検知手段１３１１として機能する
ように構成されている。
【０１１９】
　プレビュー表示方向切換え手段１３１２は、基準となる原稿画像と原稿画像挿入手段１
３１４により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定
する機能と、基準となる原稿画像と原稿画像移動手段１３１５により移動された原稿画像
とが並ぶ方向に沿ってプレビュー表示方向を設定する機能とを備えている。
【０１２０】
　スクロール方向切換え手段１３１３は、基準となる原稿画像と原稿画像挿入手段１３１
４により挿入された新たな原稿画像とが並ぶ方向に沿ってスクロール方向を設定する機能
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と、基準となる原稿画像と原稿画像移動手段１３１５により移動された原稿画像とが並ぶ
方向に沿ってスクロール方向を設定する機能とを備えている。
【０１２１】
　さらに、プレビュー表示方向切換え手段１３１２は、基準となる原稿画像から操作指示
位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に向う方向に沿ってプレビュー表示
方向を設定する機能を備え、スクロール方向切換え手段１３１３は、基準となる原稿画像
から操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に向う方向に沿ってス
クロール方向を設定する機能を備えている。
【０１２２】
　具体的には、操作指示位置検知手段１３１１が、基準となる原稿画像の上側または下側
で操作指示位置を検知したときは、プレビュー表示方向切換え手段１３１２は、プレビュ
ー画像の表示方向をタッチパネルディスプレイ１３０において縦方向に設定し、スクロー
ル方向切換え手段１３１３は、プレビュー画像のスクロール方向をタッチパネルディスプ
レイ１３０において縦方向に設定する。
【０１２３】
　また、操作指示位置検知手段１３１１が、基準となる原稿画像の右側または左側で操作
指示位置を検知したときは、プレビュー表示方向切換え手段１３１２は、プレビュー画像
の表示方向をタッチパネルディスプレイ１３０において横方向に設定し、スクロール方向
切換え手段１３１３は、プレビュー画像のスクロール方向をタッチパネルディスプレイ１
３０において横方向に設定する。
【０１２４】
　仕上げ処理設定変更手段１３１８は、操作指示位置検知手段１３１１により検知された
新たな原稿画像を挿入する操作指示位置に応じて、仕上げ処理において設定された綴じ位
置を変更する機能と、操作指示位置検知手段１３１１により検知された表示される複数ペ
ージの原稿画像の中から選択された原稿画像を移動する操作指示位置に応じて、仕上げ処
理において設定された綴じ位置を変更する機能とを備えている。
【０１２５】
　さらに、プレビュー表示方向切換え手段１３１２は、操作指示位置検知手段１３１１に
より検知された操作指示位置に応じて、タッチパネルディスプレイ１３０上で上下方向に
並んで表示されているプレビュー画像を、表示方向を左右方向に切換えてプレビュー表示
するように設定する際は、タッチパネルディスプレイ１３０上で右側から左側に向って並
べるのか、左側から右側に向って並べるのかを選択可能とする機能を備えている。
【０１２６】
　次に、本実施形態の画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０に表示され
る原稿画像のプレビュー表示において、原稿画像の挿入および移動に伴う原稿画像の表示
方向の切換え操作について、フローチャートに沿って説明する。
　図８は本実施形態に係る画像形成装置のタッチパネルディスプレイに表示される原稿画
像の挿入および移動に伴う原稿画像の表示方向の切換え操作の手順を示すフローチャート
である。
【０１２７】
　画像形成装置１００において、タッチパネルディスプレイ１３０の表示パネル１３２に
印刷される原稿画像のプレビュー表示は、図８に示す動作フローに基づき原稿画像の表示
方向の切換え操作が行なわれる。
【０１２８】
　図８に示すように、まず、プレビュー表示される原稿画像の一覧が所定の方向（ここで
は表示パネル１３２の幅方向）に向って配列表示される（ステップＳ１）。そして、新た
な原稿画像の挿入指示がされたか否かが判断される（ステップＳ２）。
【０１２９】
　ステップＳ２において、新たな原稿画像の挿入指示がされたと判断されると、「ページ
挿入モード」にはいり、新たな原稿画像が挿入される位置（基準となる原稿画像の上下左
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右域）が特定されたか否かが判断される（ステップＳ３）。
【０１３０】
　ステップＳ３において、基準となる原稿画像に対する新たな原稿画像の挿入位置が特定
されると、基準となる原稿画像に対して指示された操作指示位置（基準となる原稿画像と
隣接する原稿画像との間）に新たな原稿画像が挿入される（ステップＳ４）。
【０１３１】
　なお、新たに原稿画像を挿入する位置（操作指示位置）は、タッチパネル１３４上にお
けるユーザの指によるタッチ操作に基づき操作指示位置検知手段１３１１により検知され
ることで操作指示位置として決定される。
【０１３２】
　そして、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレ
ビュー表示方向切換え手段１３１２によりプレビュー画像の表示方向が必要に応じて切換
えられて、表示パネル１３２上にプレビュー表示される（ステップＳ５）。そして処理動
作は終了する。
【０１３３】
　一方、ステップＳ２において、新たな原稿画像の挿入指示がされていない判断されると
、「ページ移動モード」の確認を行ない、移動する原稿画像が特定されたか否かが判断さ
れる（ステップＳ６）。
【０１３４】
　ステップＳ６において、移動する原稿画像が特定されたことが確認されると、次に特定
された原稿画像を移動する位置が決定されたか否かが判断される（ステップＳ７）。
【０１３５】
　なお、特定された原稿画像を移動する位置（操作指示位置）は、タッチパネル１３４上
におけるユーザの指によるタッチ操作に基づき操作指示位置検知手段１３１１により検知
されることで操作指示位置として決定される。
【０１３６】
　ステップＳ７において、特定された原稿画像を移動する位置が決定されたと判断される
と、決定された操作指示位置に特定された原稿画像が移動される（ステップＳ８）。
【０１３７】
　そして、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレ
ビュー表示方向切換え手段１３１２によりプレビュー画像の表示方向が必要に応じて切換
えられて、表示パネル１３２上にプレビュー表示される（ステップＳ９）。そして処理動
作は終了する。
【０１３８】
　また、ステップＳ３において、新たな原稿画像が挿入される位置の原稿画像（基準とな
る原稿画像）が特定されていないと判断されると、表示パネル１３２上で現在表示されて
いるプレビュー画像をページスクロールする指示がされたか否かが判断される（ステップ
Ｓ１０）。
【０１３９】
　ステップＳ１０において、ページスクロールする指示がされたと判断されると、ユーザ
が指示する操作方向にプレビュー画像をページスクロールされる（ステップＳ１１）。そ
してステップＳ３に戻る。
【０１４０】
　一方、ステップＳ１０において、ページスクロールの指示ではないと判断されると、「
ページ挿入モード」を解除する指示があるか否かが判断される（ステップＳ１２）。
【０１４１】
　ステップＳ１２において、「ページ挿入モード」を解除する指示がされたと判断される
と、「ページ挿入モード」が解除されて、表示パネル１３２上の画面表示は先の画面表示
に復帰して（ステップＳ１３）、処理動作は終了する。
【０１４２】
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　一方、ステップＳ１２において、「ページ挿入モード」を解除しないと判断された場合
は、ステップＳ３に戻る。
【０１４３】
　以上のようにして、原稿画像の挿入および移動に伴うプレビュー画像の表示方向の切換
え操作が行なわれる。
【０１４４】
　尚、画像形成装置１００における原稿画像の挿入および移動に伴うプレビュー画像のス
クロール方向の切換え操作については、上記のプレビュー画像の表示方向の切換え操作の
説明において、「プレビュー表示方向切換え手段１３１２」を「スクロール方向切換え手
段１３１３」に置き換え、また、「表示方向」を「スクロール方向」に置き換えることで
、プレビュー画像のスクロール方向の切換え操作の説明とすることができる。
【０１４５】
　次に、本実施形態の画像形成装置１００におけるタッチパネルディスプレイ１３０によ
る特徴的な原稿画像のプレビュー表示の表示方向切換えとスクロール方向切換えについて
、実施例に基づき図面を参照して説明する。
　なお、以下の説明は、タッチパネルディスプレイ１３０にプレビュー表示される原稿画
像のみを模式的に示した図面を参照して説明を行なうが、先の説明にあるように、タッチ
パネルディスプレイ１３０の画面全体を用いて原稿画像のプレビュー表示を行なうように
したものであてもよく、また、タッチパネルディスプレイ１３０上のプレビュー領域３０
００においてプレビュー表示を行ってもよく、タッチパネルディスプレイ１３０上の機能
選択領域２０００をアイコンモードで表示してプレビュー領域３０００を広げた上でプレ
ビュー表示を行なうことも可能である。
【０１４６】
（実施例１）
　実施例１は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示パ
ネル１３２上で横方向（左右方向）に表示された原稿画像のプレビュー表示に対して、新
たな原稿画像を横方向の位置に挿入するものである。
【０１４７】
　図９は実施例１の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上に原稿画像をプレ
ビュー表示した一例を示す説明図、図１０（ａ）は前記タッチパネルディスプレイ上のプ
レビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は
前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を挿入したと
きのプレビュー表示を示す説明図である。
【０１４８】
　本実施形態では、タッチパネルディスプレイ１３０には、図９に示すように、コピーモ
ードの表示画面において切換えモード選択ボタン１３２０が表示されている。表示されて
いるプレビュー画像Ｐ１０に対して新たな原稿画像を挿入する場合は、切換えモード選択
ボタン１３２０により「ページ挿入モード」を選択する。
【０１４９】
　実施例１では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される
プレビュー画像Ｐ１０は、図１０（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３
がタッチパネルディスプレイ１３０上で左側から右側に向って横方向に並んでプレビュー
表示されている。
【０１５０】
　ここで、プレビュー画像Ｐ１０に対して新たな原稿画像を挿入する場合は、図１０（ａ
）に示すように、新たな原稿画像を挿入する位置（操作指示位置）をユーザの指によるタ
ッチ操作により指示して、その位置に新たな原稿画像を挿入する。
【０１５１】
　実施例１においては、図１０（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ１０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の左側をユーザの指によりタッ
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チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１５２】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１０（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ１０において基準となる原稿画像Ｐ１２の左側で原稿画
像Ｐ１１と挟まれる位置に挿入される。
【０１５３】
　このとき、ユーザがタッチパネル１３４上でタッチ操作することで操作指示位置検知手
段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー表示方向切換え手段１３
１２によりプレビュー画像Ｐ１０の表示方向（原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３の配列方
向）が切換えられる。
【０１５４】
　実施例１では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ１０の表示方向と同じ横方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ１０の表示方向は横方向で設定される。
【０１５５】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、スクロ
ール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ１０のスクロール方向が切換えられ
る。
【０１５６】
　実施例１では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ１０の表示方向と同じ横方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ１０のスクロール方向は横方向で設定される。
【０１５７】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ１０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準と
なる原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ａ方向）で表示され、プレ
ビュー画像Ｐ１０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に横方向となる。
【０１５８】
（実施例２）
　実施例２は、実施例１の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディスプ
レイ１３０において、表示パネル１３２上で横方向（左右方向）に表示された原稿画像の
プレビュー表示に対して、新たな原稿画像を実施例１とは異なる横方向の位置に挿入する
ものである。
【０１５９】
　図１１（ａ）は実施例２の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１６０】
　実施例２においては、図１１（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ２０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の右側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１６１】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１１（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ２０において基準となる原稿画像Ｐ１２の右側で原稿画
像Ｐ１３と挟まれる位置に挿入される。
【０１６２】
　実施例２では、プレビュー画像Ｐ２０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準とな
る原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ａ方向）で表示され、プレビ
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ュー画像Ｐ２０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に横方向となる。
【０１６３】
（実施例３）
　実施例３は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示パ
ネル１３２上で横方向（左右方向）に表示された原稿画像のプレビュー表示に対して、新
たな原稿画像を縦方向（上下方向）の位置に挿入するものである。
【０１６４】
　図１２（ａ）は実施例３の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１６５】
　実施例３では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される
プレビュー画像Ｐ３０は、図１２（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３
がタッチパネルディスプレイ１３０上で左側から右側に向って横方向に並んでプレビュー
表示されている。
【０１６６】
　ここで、プレビュー画像Ｐ３０に対して新たな原稿画像を挿入する場合は、図１２（ａ
）に示すように、新たな原稿画像を挿入する位置（操作指示位置）をユーザの指によるタ
ッチ操作により指示して、その位置に新たな原稿画像を挿入する。
【０１６７】
　実施例３においては、図１２（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ３０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の上側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１６８】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１２（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ３０において基準となる原稿画像Ｐ１２の上側の位置に
挿入される。
【０１６９】
　このとき、ユーザがタッチパネル１３４上でタッチ操作することで操作指示位置検知手
段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー表示方向切換え手段１３
１２によりプレビュー画像Ｐ３０の表示方向（原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３の配列方
向）が切換えられる。
【０１７０】
　実施例３では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が縦方向と
なっているので、プレビュー画像Ｐ３０の表示方向は縦方向に切換えられる。
【０１７１】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、スクロ
ール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ３０のスクロール方向が切換えられ
る。
【０１７２】
　実施例３では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が縦方向と
なっているので、プレビュー画像Ｐ３０のスクロール方向は縦方向に切換えられる。
【０１７３】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ３０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準と
なる原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｂ方向）で表示され、プレ
ビュー画像Ｐ３０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に縦方向にとなる。
【０１７４】
（実施例４）
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　実施例４は、実施例３の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディスプ
レイ１３０において、表示パネル１３２上で横方向（左右方向）に表示された原稿画像の
プレビュー表示に対して、新たな原稿画像を実施例３とは異なる縦方向（上下方向）の位
置に挿入するものである。
【０１７５】
　図１３（ａ）は実施例４の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１７６】
　実施例４においては、図１３（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ４０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の下側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１７７】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１３（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ４０において基準となる原稿画像Ｐ１２の下側の位置に
挿入される。
【０１７８】
　実施例４では、プレビュー画像Ｐ４０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準とな
る原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｂ方向）で表示され、プレビ
ュー画像Ｐ４０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に縦方向となる。
【０１７９】
（実施例５）
　実施例５は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示パ
ネル１３２上で縦方向（上下方向）に表示された原稿画像のプレビュー表示に対して、新
たな原稿画像を縦方向の位置に挿入するものである。
【０１８０】
　図１４（ａ）は実施例５の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１８１】
　実施例５では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される
プレビュー画像Ｐ５０は、図１４（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３
がタッチパネルディスプレイ１３０上で上側から下側に向って縦方向に並んでプレビュー
表示されている。
【０１８２】
　ここで、プレビュー画像Ｐ５０に対して新たな原稿画像を挿入する場合は、図１４（ａ
）に示すように、新たな原稿画像を挿入する位置（操作指示位置）をユーザの指によるタ
ッチ操作により指示して、その位置に新たな原稿画像を挿入する。
【０１８３】
　実施例５においては、図１４（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ５０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の上側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１８４】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１４（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ５０において基準となる原稿画像Ｐ１２の上側の位置に
挿入される。
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【０１８５】
　このとき、ユーザがタッチパネル１３４上でタッチ操作することで操作指示位置検知手
段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー表示方向切換え手段１３
１２によりプレビュー画像Ｐ５０の表示方向（原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３の配列方
向）が切換えられる。
【０１８６】
　実施例５では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ５０の表示方向と同じ縦方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ５０の表示方向は縦方向で設定される。
【０１８７】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、スクロ
ール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ５０のスクロール方向が切換えられ
る。
【０１８８】
　実施例５では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ５０の表示方向と同じ縦方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ５０のスクロール方向は縦方向で設定される。
【０１８９】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ５０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準と
なる原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｂ方向）で表示され、プレ
ビュー画像Ｐ３０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に縦方向となる。
【０１９０】
（実施例６）
　実施例６は、実施例５の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディスプ
レイ１３０において、表示パネル１３２上で縦方向（上下方向）に表示された原稿画像の
プレビュー表示に対して、新たな原稿画像を実施例３とは異なる縦方向の位置に挿入する
ものである。
【０１９１】
　図１５（ａ）は実施例６の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１９２】
　実施例６においては、図１５（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ６０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の下側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１９３】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１５（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ６０において基準となる原稿画像Ｐ１２の下側の位置に
挿入される。
【０１９４】
　実施例６では、プレビュー画像Ｐ６０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準とな
る原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｂ方向）で表示され、プレビ
ュー画像Ｐ６０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に縦方向となる。
【０１９５】
（実施例７）
　実施例７は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示パ
ネル１３２上で縦方向（上下方向）に表示された原稿画像のプレビュー表示に対して、新
たな原稿画像を横方向（左右方向）の位置に挿入するものである。
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　図１６（ａ）は実施例７の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０１９６】
　実施例７では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される
プレビュー画像Ｐ７０は、図１６（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３
がタッチパネルディスプレイ１３０上で上側から下側に向って縦方向に並んでプレビュー
表示されている。
【０１９７】
　ここで、プレビュー画像Ｐ７０に対して新たな原稿画像を挿入する場合は、図１６（ａ
）に示すように、新たな原稿画像を挿入する位置（操作指示位置）をユーザの指によるタ
ッチ操作により指示して、その位置に新たな原稿画像を挿入する。
【０１９８】
　実施例７においては、図１６（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ７０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の上側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０１９９】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１６（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ７０において基準となる原稿画像Ｐ１２の上側の位置に
挿入される。
【０２００】
　このとき、ユーザがタッチパネル１３４上でタッチ操作することで操作指示位置検知手
段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビュー表示方向切換え手段１３
１２によりプレビュー画像Ｐ７０の表示方向（原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３の配列方
向）が切換えられる。
【０２０１】
　実施例７では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が横方向と
なっているので、プレビュー画像Ｐ７０の表示方向は横方向に切換えられる。
【０２０２】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、スクロ
ール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ７０のスクロール方向が切換えられ
る。
【０２０３】
　実施例７では、基準となる原稿画像Ｐ１２に対する操作指示位置の配置方向が横方向と
なっているので、プレビュー画像Ｐ５０のスクロール方向は横方向に切換えられる。
【０２０４】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ７０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準と
なる原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ｃ方向）で表示され、プレ
ビュー画像Ｐ３０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に横方向となる。
【０２０５】
（実施例８）
　実施例８は、実施例７の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディスプ
レイ１３０において、表示パネル１３２上で縦方向（上下方向）に表示された原稿画像の
プレビュー表示に対して、新たな原稿画像を実施例３とは異なる横方向（左右方向）の位
置に挿入するものである。
【０２０６】
　図１７（ａ）は実施例８の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を縦方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
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プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に新たな原稿画像を挿入したときの
プレビュー表示を示す説明図である。
【０２０７】
　実施例８においては、図１７（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ８０において原稿
画像Ｐ１２を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１２の下側をユーザの指によりタッ
チ操作して、その位置を新たな原稿画像Ｐ１４が挿入される操作指示位置として指示する
。
【０２０８】
　そして、新たな原稿画像Ｐ１４は、原稿画像挿入手段１３１４によって、図１７（ｂ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ８０において基準となる原稿画像Ｐ１２の右側の位置に
挿入される。
【０２０９】
　実施例８では、プレビュー画像Ｐ８０は、新たに挿入された原稿画像Ｐ１４と基準とな
る原稿画像Ｐ１２とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ｃ方向）で表示され、プレビ
ュー画像Ｐ８０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様に横方向となる。
【０２１０】
（実施例９）
　実施例９は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示パ
ネル１３２上で横方向（左右方向）にプレビュー表示された複数の原稿画像の中から選択
された原稿画像を、プレビュー表示された方向に沿って横方向の位置に移動するものであ
る。
【０２１１】
　図１８（ａ）は実施例９の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前記
プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に選択された原稿画像を移動する状
態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に選
択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【０２１２】
　実施例９では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示される
プレビュー画像Ｐ９０は、図１８（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３
，Ｐ１４がタッチパネルディスプレイ１３０上で左側から右側に向って横方向に並んでプ
レビュー表示されている。
【０２１３】
　ここで、プレビュー表示された複数の原稿画像の中から選択された原稿画像をプレビュ
ー画像Ｐ９０に対して移動する場合は、図１８（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ９
０の中から移動する原稿画像をユーザの指によるタッチ操作により選択して、図１８（ｂ
）に示すように、選択された原稿画像を移動する位置（操作指示位置）にスライドさせて
移動する。
【０２１４】
　実施例９においては、図１８（ａ），（ｂ）に示すように、プレビュー画像Ｐ９０にお
いて原稿画像Ｐ１４を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１４の左側を選択された原
稿画像Ｐ１２が移動する操作指示位置として、その位置に選択された原稿画像１２をユー
ザの指によるタッチ操作により移動する。
【０２１５】
　そして、原稿画像Ｐ１２は、原稿画像移動手段１３１５によって、図１８（ｃ）に示す
ように、プレビュー画像Ｐ９０において基準となる原稿画像Ｐ１４の左側で原稿画像Ｐ１
３と挟まれる位置に移動される。
【０２１６】
　このとき、ユーザのタッチパネル１３４上でのタッチ操作により原稿画像１２が移動す
ることで操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビ
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ュー表示方向切換え手段１３１２によりプレビュー画像Ｐ９０の表示方向（原稿画像Ｐ１
１，Ｐ１２，Ｐ１３，Ｐ１４の配列方向）が切換えられる。
【０２１７】
　実施例９では、基準となる原稿画像Ｐ１４に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ９０の表示方向と同じ横方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ９０の表示方向は横方向で設定される。
【０２１８】
　また、原稿画像１２が移動することで操作指示位置検知手段１３１１により検知された
操作指示位置に応じて、スクロール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ９０
のスクロール方向が切換えられる。
【０２１９】
　実施例９では、基準となる原稿画像Ｐ１４に対する操作指示位置の配置方向が既に表示
されたプレビュー画像Ｐ９０の表示方向と同じ横方向となっているので、プレビュー画像
Ｐ９０のスクロール方向は横方向で設定される。
【０２２０】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ９０は、図１８（ｃ）に示すように、移動された原
稿画像Ｐ１２と基準となる原稿画像Ｐ１４とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ｄ方
向）で表示され、プレビュー画像Ｐ９０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と同様
に横方向となる。
【０２２１】
（実施例１０）
　実施例１０は、実施例９の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディス
プレイ１３０において、表示パネル１３２上で横方向（左右方向）にプレビュー表示され
た複数の原稿画像の中から選択された原稿画像を、プレビュー表示された方向に沿って実
施例９とは異なる横方向の位置に挿入するものである。
【０２２２】
　図１９（ａ）は実施例１０の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレ
ビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前
記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に選択された原稿画像を移動する
状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の横位置に
選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【０２２３】
　実施例１０においては、図１９（ａ），（ｂ）に示すように、プレビュー画像Ｐ１００
において原稿画像Ｐ１１を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１１の右側を選択され
た原稿画像Ｐ１３が移動する操作指示位置として、その位置に選択された原稿画像１３を
ユーザの指によるタッチ操作により移動する。
【０２２４】
　そして、原稿画像Ｐ１３は、原稿画像移動手段１３１５によって、図１９（ｃ）に示す
ように、プレビュー画像Ｐ１００において基準となる原稿画像Ｐ１１の右側で原稿画像Ｐ
１２と挟まれる位置に移動される。
【０２２５】
　実施例１０では、プレビュー画像Ｐ１００は、図１９（ｃ）に示すように、移動された
原稿画像Ｐ１３と基準となる原稿画像Ｐ１１とが並ぶ方向に沿った横方向（図中の矢印Ｄ
方向）で表示され、プレビュー画像Ｐ１００のスクロール方向は、プレビュー表示方向と
同様に横方向となる。
【０２２６】
（実施例１１）
　実施例１１は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、表示
パネル１３２上で横方向（左右方向）にプレビュー表示された複数の原稿画像の中から選
択された原稿画像を、プレビュー表示された方向に対して縦方向（上下方向）の位置に移
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動するものである。
【０２２７】
　図２０（ａ）は実施例１１の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレ
ビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前
記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に選択された原稿画像を移動する
状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に
選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【０２２８】
　実施例１１では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示され
るプレビュー画像Ｐ１１０は、図２０（ａ）に示すように、原稿画像Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ
１３，Ｐ１４がタッチパネルディスプレイ１３０上で左側から右側に向って横方向に並ん
でプレビュー表示されている。
【０２２９】
　ここで、プレビュー表示された複数の原稿画像の中から選択された原稿画像をプレビュ
ー画像Ｐ１１０に対して移動する場合は、図２０（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ
１１０の中から移動する原稿画像をユーザの指によるタッチ操作により選択して、図１８
（ｂ）に示すように、選択された原稿画像を移動する位置（操作指示位置）にスライドさ
せて移動する。
【０２３０】
　実施例１１においては、図２０（ａ），（ｂ）に示すように、プレビュー画像Ｐ１１０
において原稿画像Ｐ１３を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１３の上側を選択され
た原稿画像Ｐ１２が移動する操作指示位置として、その位置に選択された原稿画像１２を
ユーザの指によるタッチ操作により移動する。
【０２３１】
　そして、原稿画像Ｐ１２は、原稿画像移動手段１３１５によって、図２０（ｃ）に示す
ように、プレビュー画像Ｐ１１０において基準となる原稿画像Ｐ１３の上側に移動される
。
【０２３２】
　このとき、ユーザのタッチパネル１３４上でのタッチ操作により原稿画像１２が移動す
ることで操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビ
ュー表示方向切換え手段１３１２によりプレビュー画像Ｐ１１０の表示方向（原稿画像Ｐ
１１，Ｐ１２，Ｐ１３，Ｐ１４の配列方向）が切換えられる。
【０２３３】
　実施例１１では、基準となる原稿画像Ｐ１３に対する操作指示位置の配置方向が縦方向
となっているので、プレビュー画像Ｐ１１０の表示方向は縦方向に切換えられる。
【０２３４】
　また、原稿画像１２が移動することで操作指示位置検知手段１３１１により検知された
操作指示位置に応じて、スクロール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ１１
０のスクロール方向が切換えられる。
【０２３５】
　実施例１１では、基準となる原稿画像Ｐ１３に対する操作指示位置の配置方向が縦方向
となっているので、プレビュー画像Ｐ１１０のスクロール方向は縦方向に切換えられる。
【０２３６】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ１１０は、図２０（ｃ）に示すように、移動された
原稿画像Ｐ１２と基準となる原稿画像Ｐ１４とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｅ
方向）で表示され、プレビュー画像Ｐ１１０のスクロール方向は、プレビュー表示方向と
同様に縦方向となる。
【０２３７】
（実施例１２）
　実施例１２は、実施例１１の変形例であって、画像形成装置１００のタッチパネルディ
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スプレイ１３０において、表示パネル１３２上で横方向（左右方向）にプレビュー表示さ
れた複数の原稿画像の中から選択された原稿画像を、プレビュー表示された方向に沿って
実施例１１とは異なる縦方向の位置に挿入するものである。
【０２３８】
　図２１（ａ）は実施例１２の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレ
ビュー表示において原稿画像を横方向に配列して表示した状態を示す説明図、（ｂ）は前
記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に選択された原稿画像を移動する
状態を示す説明図、（ｃ）は前記プレビュー表示において基準となる原稿画像の縦位置に
選択された原稿画像を移動したときのプレビュー表示を示す説明図である。
【０２３９】
　実施例１２においては、図２１（ａ），（ｂ）に示すように、プレビュー画像Ｐ１００
において原稿画像Ｐ１３を基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ１３の下側を選択され
た原稿画像Ｐ１２が移動する操作指示位置として、その位置に選択された原稿画像１２を
ユーザの指によるタッチ操作により移動する。
【０２４０】
　そして、原稿画像Ｐ１２は、原稿画像移動手段１３１５によって、図２１（ｃ）に示す
ように、プレビュー画像Ｐ１２０において基準となる原稿画像Ｐ１３の下側の位置に移動
される。
【０２４１】
　実施例１２では、プレビュー画像Ｐ１２０は、図２１（ｃ）に示すように、移動された
原稿画像Ｐ１２と基準となる原稿画像Ｐ１３とが並ぶ方向に沿った縦方向（図中の矢印Ｅ
方向）で表示され、プレビュー画像Ｐ１００のスクロール方向は、プレビュー表示方向と
同様に縦方向となる。
【０２４２】
（実施例１３）
　実施例１３は、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０において、上部
にステープルの位置（綴じ位置）を設定した原稿画像をプレビュー表示したもので、表示
パネル１３２上で縦方向（上下方向）に原稿画像を配列したプレビュー表示を、原稿画像
を移動することで横方向に原稿画像を配列したプレビュー表示に切換えるものである。
【０２４３】
　図２２（ａ）は実施例１３の画像形成装置におけるタッチパネルディスプレイ上のプレ
ビュー表示においてステープルの位置が上部に設定された原稿画像を縦方向に配列して表
示したプレビュー表示を示す説明図、（ｂ）は前記タッチパネルディスプレイ上のプレビ
ュー表示を右側から左側への横方向の配列に切換えたときのプレビュー表示を示す説明図
、（ｃ）は前記タッチパネルディスプレイ上のプレビュー表示を左側から右側への横方向
の配列に切換えたときのプレビュー表示を示す説明図である。
【０２４４】
　実施例１３では、画像形成装置１００のタッチパネルディスプレイ１３０上に表示され
るプレビュー画像Ｐ２００は、図２２（ａ）に示すように、仕上げ処理としてステープル
ｓｔ１の位置（綴じ位置）が上部に設定された原稿画像Ｐ２１ａ，Ｐ２２ａ，Ｐ２３ａが
タッチパネルディスプレイ１３０上で上側から下側に向って縦方向に並んでプレビュー表
示されている。
【０２４５】
　ここで、プレビュー画像Ｐ２００の表示方向を横方向に切換える場合は、図２２（ａ）
に示すように、プレビュー画像Ｐ２００の中から基準となる原稿画像を選択して、選択さ
れた原稿画像の左右方向の側端付近をタッチ操作することで、その位置を操作指示位置と
して、プレビュー画像Ｐ２００に対する操作指示位置に応じてプレビュー表示の表示方向
を切換えるように構成されている。
【０２４６】
　実施例１３においては、図２２（ａ）に示すように、プレビュー画像Ｐ２００において
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原稿画像Ｐ２２ａを基準となる原稿画像として、原稿画像Ｐ２２ａの左側を操作指示位置
とし、ユーザの指によるタッチ操作により操作指示位置を指示することで、タッチパネル
ディスプレイ１３０上に表示されるプレビュー画像Ｐ２００は、図２２（ｂ）に示すよう
に、表示方向が左側から右側に向って横方向に切換わって表示される。
【０２４７】
　このとき、ユーザのタッチパネル１３４上でのタッチ操作により操作指示位置が指示さ
れると、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、プレビ
ュー表示方向切換え手段１３１２によりプレビュー画像Ｐ２００の表示方向が切換えられ
る。
【０２４８】
　実施例１３では、基準となる原稿画像Ｐ２２ａに対する操作指示位置の配置方向が横方
向となっているので、プレビュー画像Ｐ２００の表示方向は横方向に切換えられる。
【０２４９】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、スクロ
ール方向切換え手段１３１３によりプレビュー画像Ｐ２００のスクロール方向が切換えら
れる。
【０２５０】
　実施例１３では、基準となる原稿画像Ｐ２２ａに対する操作指示位置の配置方向がプレ
ビュー画像Ｐ２００の表示方向と同じ横方向となっているので、プレビュー画像Ｐ２００
のスクロール方向は横方向に切換えられる。
【０２５１】
　また、操作指示位置検知手段１３１１により検知された操作指示位置に応じて、仕上げ
処理設定変更手段１３１８により仕上げ処理において設定されたステープルｓｔ１の位置
が変更される。
【０２５２】
　実施例１３では、基準となる原稿画像Ｐ２２ａに対する操作指示位置の配置方向が横方
向の左側となっているので、プレビュー画像Ｐ２００のステープルｓｔ１の位置は左側に
変更されて、タッチパネルディスプレイ１３０上に表示される原稿画像は、図２２（ｂ）
に示すように、原稿画像Ｐ２１ｂ，Ｐ２２ｂ，Ｐ２３ｂとしてプレビュー表示される。
【０２５３】
　このようにして、プレビュー画像Ｐ２００は、図２２（ｂ）に示すように、基準となる
原稿画像Ｐ２２ａに対して指示された操作指示位置の配置方向に沿った横方向で表示され
、プレビュー画像Ｐ９０のスクロール方向がプレビュー表示方向と同様に横方向に切換え
られるとともに、ステープルｓｔ１の位置が上部から横方向の左側に設定変更される。
【０２５４】
　また、プレビュー画像Ｐ２００において、原稿画像Ｐ２２ａの右側を操作指示位置とし
、ユーザの指によるタッチ操作により操作指示位置を指示することで、プレビュー画像Ｐ
２００は、図２２（ｃ）に示すように、基準となる原稿画像Ｐ２２ａに対して指示された
操作指示位置の配置方向に沿って右側から左側に向って横方向に切換わって表示され、プ
レビュー画像Ｐ９０のスクロール方向がプレビュー表示方向と同様に横方向となるととも
に、ステープルｓｔ１の位置が上部から横方向の右側に設定変更されて、原稿画像Ｐ２１
ｃ，Ｐ２２ｃ，Ｐ２３ｃとなる。
【０２５５】
　なお、実施例１３では、プレビュー画像Ｐ２００における原稿画像を移動する操作指示
位置に応じて、プレビューの表示方向やスクロール方向、及びステープルの位置の設定変
更を行なうようにしているが、新たに原稿画像を挿入する操作位置に応じて、プレビュー
の表示方向やスクロール方向、及びステープルの位置の設定変更を行なうようにしてもよ
い。
【０２５６】
　以上のように構成したので、本実施形態によれば、画像形成装置１００において、タッ
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チパネルディスプレイ１３０における制御部１３１として、操作指示位置検知手段１３１
１と、プレビュー表示方向切換え手段１３１２と、スクロール方向切換え手段１３１３と
を備えることで、表示パネル１３２上でプレビュー画像を確認して編集する際に、原稿画
像（原稿ページ）を移動したり、新たに原稿画像を挿入したりするときに、ユーザが指示
する位置に応じて、プレビュー画像の表示方向やスクロール方向を容易に変更することが
できる。
【０２５７】
　また、本実施形態によれば、タッチパネルディスプレイ１３０における制御部１３１と
して、さらに、仕上がり状態表示手段１３１７と、仕上げ処理設定変更手段１３１８と、
を備えることで、表示パネル１３２上で原稿の仕上がり状態を確認する際に、ユーザが指
示する位置に応じて原稿画像を移動したり、新たな原稿画像を挿入すたりするときに、原
稿の仕上がり状態のプレビューの表示方向やスクロール方向を切換えるとともに、ステー
プル，パンチ，ページ振り等の仕上がり状態の設定を容易に変更することができる。
【０２５８】
　尚、上述した実施形態や実施例では、本発明に係る操作ユニット１２０を図１に示すよ
うな画像形成装置１００に適用した例について説明したが、印刷する前に表示パネル等に
原稿画像をプレビュー表示することで印刷状態を確認するようにした画像形成装置であれ
ば、上述したような構成の画像形成装置や複写機に限定されるものではなく、その他の画
像形成装置等に展開が可能である。
【０２５９】
　また、上述の説明において、タッチパネルディスプレイ１３０上に表示されている原稿
画像を選択／移動したり、プレビュー画像をスクロールさせる指示を行なう手法として、
ユーザの指によるフリック操作で原稿画像の選択や移動、プレビュー画像をスクロールさ
せるものとして説明しているが、タッチパネルディスプレイ１３５上に上下左右方向への
スクロール指示や移動指示を行なうキーを表示させ、そのキーをタッチすることで動作指
示を行なうようにしてもよい。
【０２６０】
　以上のように、本発明は、上述した実施形態や実施例に限定されるものではなく、請求
項に示した範囲で種々の変更が可能である。当業者であれば、特許請求の範囲に記載され
た範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、すなわ
ち、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更した技術的手段を組み合わせて得
られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２６１】
１００　画像形成装置
１１１　パンチングユニット
１１２　ステープルユニット
１２０　操作ユニット（画像表示操作装置）
１３０　タッチパネルディスプレイ（表示制御手段）
１３１　制御部
１３２　表示パネル（操作画面）
１３４　タッチパネル（操作画面）
１３５　タッチパネルディスプレイ
１３１１　操作指示位置検知手段
１３１２　プレビュー表示方向切換え手段
１３１３　スクロール方向切換え手段
１３１４　原稿画像挿入手段
１３１５　原稿画像移動手段
１３１６　仕上げ処理設定手段
１３１７　仕上がり状態表示手段
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１３１８　仕上げ処理設定変更手段
１３２０　モード選択ボタン
Ｐ１０，Ｐ２０，Ｐ３０，Ｐ４０，Ｐ５０，Ｐ６０，Ｐ７０，
　　　　Ｐ８０，Ｐ９０，Ｐ１００，Ｐ１１０，Ｐ１２０，Ｐ２００　プレビュー画像
Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３，Ｐ１４　原稿画像
Ｐ２１ａ，Ｐ２２ａ，Ｐ２３ａ　原稿画像
Ｐ２１ｂ，Ｐ２２ｂ，Ｐ２３ｂ　原稿画像
Ｐ２１ｃ，Ｐ２２ｃ，Ｐ２３ｃ　原稿画像
ｓｔ１　ステープル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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