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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連付け
されるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本体側
の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段と、
　前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了検
出手段と、
　前記関連付け完了検出手段による関連付け完了の検出によって、第１のアイコンと第２
のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、
　前記第１のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出
する事象発生検出手段と、
　前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記
関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、第１のアイコンの関
連付け途中の状態を示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を
表示手段に割込表示させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき
前記第１の画面を、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させ
る制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　第１のアイコンが関連付けのために第２のアイコンの予め設定された近傍領域内へ移動
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されているかどうかを判断する判断手段を備え、
　前記制御手段は、前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出
された際に、前記判断手段により第１のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移
動されていないと判断された場合、第１のアイコンの関連付け途中の状態を示す前記第１
の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を表示手段に割込表示させ、第２の
画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき前記第１の画面を、アイコンの関
連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させ、前記事象発生検出手段により装
置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記判断手段により第１のアイコンが
第２のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていると判断され、かつ前記関連付け完了検
出手段による関連付け完了が検出されていない場合、前記関連付け完了検出手段による関
連付け完了が検出されるまで、前記第１の画面を表示手段に継続表示させ、関連付け完了
の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連付け
されるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本体側
の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段と、
　前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了検
出手段と、
　前記関連付け完了検出手段による関連付け完了の検出によって、第１のアイコンと第２
のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、
　前記第１のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出
する事象発生検出手段と、
　前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記
関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、前記関連付け完了検
出手段による関連付け完了が検出されるまで、前記第１の画面を表示手段に継続表示させ
、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連付け
されるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本体側
の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段と、
　前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了検
出手段と、
　前記関連付け完了検出手段による移行完了の検出によって、第１のアイコンと第２のア
イコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、
　前記第１のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出
する事象発生検出手段と、
　第１のアイコンが関連付けのために第２のアイコンの予め設定された近傍領域内へ移動
されているかどうかを判断する判断手段と、
　ユーザの選択操作に基づいて、割込優先モード、操作優先モード、折衷モードの何れか
を設定可能なモード設定手段と、
　前記モード設定手段により、割込優先モードが設定された状態では、前記事象発生検出
手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記関連付け完了検出手
段による関連付け完了が検出されていない場合、第１のアイコンの関連付け途中の状態を
示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を表示手段に割込表示
させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき前記第１の画面を、
アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させる第１の制御を行い
、前記操作優先モードが設定された状態では、前記事象発生検出手段により装置本体側の
事象が発生したことが検出された際に、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が
検出されていない場合、関連付け完了の検出がなされるまで、前記第１の画面を表示手段
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に継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる第２の
制御を行い、前記折衷モードが設定された状態では、前記事象発生検出手段により装置本
体側の事象が発生したことが検出された際に、前記判断手段により第１のアイコンが第２
のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていないと判断された場合、第１のアイコンの関
連付け途中の状態を示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を
表示手段に割込表示させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき
前記第１の画面を、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させ
、前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記
判断手段により第１のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていると判
断され、かつ前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、前
記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されるまで、前記第１の画面を表示手
段に継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる第３
の制御を行う制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記
関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されている場合には、前記制御手段は、
前記第２の画面の表示終了後に、第１のアイコンと第２のアイコンに応じて予め決定され
ている処理が実行されていることを表示手段に表示させる請求項１に記載の画像形成装置
。
【請求項６】
　前記第２のアイコンの近傍領域は、第１のアイコンと第２のアイコンの少なくとも一部
どうしが重なる領域である請求項２または４に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１の画面を復帰表示させる前に、復帰することを前記表示手段
に表示させる請求項１、２、４～６の何れかに記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、関連付け途中の第１のアイコンの画像が描画された、ベース画面とは
異なる描画レイヤーを表示することにより、前記第１の画面を表示し、
　前記制御手段は、描画レイヤー中の第１のアイコンの位置座標を保持するとともに、第
１の画面の復帰表示後に、前記保持された第１のアイコンの位置座標に対して所定範囲内
の領域がユーザによって指定された場合に関連付けを再開し、かつユーザによる関連付け
継続の解除操作、アイコン以外への関連付け操作の実行、第１の画面の復帰表示後の所定
の無操作時間の経過、の少なくともいずれかによって、関連付けを完了することなく第１
の画面の表示を解除する請求項１、２、４～７の何れかに記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記関連付け完了検出手段により第１のアイコンの関連付け完了が検出されるまで、前
記第２の画面が割込表示されることなく、第１の画面が継続表示される場合において、前
記処理実行手段により第１のアイコンと第２のアイコンに応じて予め決定されている処理
を実行不能な事態が発生した場合、前記制御手段は、実行不能なことを示す第３の画面を
前記表示手段に表示させる請求項３または４に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　画面上で第１のアイコンを指定し第２のアイコンへ関連付けするユーザ操作は、ドラッ
グアンドドロップ操作である請求項１～９の何れかに記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コピー機、プリンタ、多機能デジタル複合機であるＭＦＰ（Multi Functi
on Peripherals) 等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　パーソナルコンピュータ等の画面上で、１つのアイコンを他のアイコン上にドラッグア
ンドドロップして、所定の処理を実行させる技術は、既に知られている。例えば、特許文
献１には、ドラッグアンドドロップにてドキュメントを印刷する際に、アイコンが重なる
ことを検出して、周辺機器（プリンタ）の構成要素をキャプチャして表示させるデータ処
理装置が開示されている。
【０００３】
　そこで、前述したＭＦＰ等の画像形成装置においても、操作パネル上でこのような技術
を用いて、直感的な操作を行わせることが可能な画像形成装置が提案されている。
【０００４】
　一方、画像形成装置は、用紙ジャムや用紙エンプティ等、装置本体側の原因に基づく事
象が発生することがあり、この場合、発生した事象に応じた警告画面等を操作パネルに表
示するように構成されているのが一般的である。
【０００５】
　このような警告画面等は、該警告画面を表示すべき事象が発生した時点で表示されてい
る画面に割り込んで表示される。このため、ドラッグアンドドロップ等の操作を画面上で
行っている場合に、このような割込画面が表示されると、次のような問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１８７５６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　即ち、ユーザが表示画面上でドラッグアンドドロップ操作を行っている最中に、画像形
成装置本体側での事象の発生により、上記の割込による画面が表示されると、画像形成装
置の表示画面は一般に小さいため、割込画面によって画面全体が占有されてしまい、この
ためユーザが意図しないタイミングで作業が中断されてしまうという問題があった。この
場合、警告画面等の表示が解除されたのち、ドラッグアンドドロップ操作を初めからやり
直さなければならず、手間がかかっていた。
【０００８】
　また、ドラッグアンドドロップ操作によるアイコンの関連付け完了間近に、前記警告画
面等の割込が発生すると、アイコンの関連付け完了に伴って実行される所定の処理が実際
に実行されたのか否か判断できず、警告画面等の表示が解除されても、処理の実行を確認
できないという問題があった。
【０００９】
　なお、アイコンの関連付け完了に伴う処理が実行される毎に、その旨を示す確認画面を
操作パネルに表示することも考えられるが、この場合は、割込画面が発生しない時にも確
認画面が表示されることになり、確認のための手順が増え、操作が煩雑になるという問題
がある。
【００１０】
　この発明は、このような技術的背景に鑑みてなされたものであって、ユーザが表示画面
上でドラッグアンドドロップ操作等のアイコン関連付け操作を行っている途中に、画像形
成装置本体側で所定の画面を表示すべき事象が発生しても、アイコンの関連付け操作を初
めからやり直す必要がなく、しかもアイコンの関連付け完了に伴って実行される所定の処
理が実際に実行されたのか否かを、ユーザが容易に認識することができる画像形成装置の
提供を課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題は、以下の手段によって解決される。
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（１）ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連
付けされるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本
体側の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段
と、前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了
検出手段と、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了の検出によって、第１のアイ
コンと第２のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、前記
第１のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出する事
象発生検出手段と、前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出
された際に、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、第
１のアイコンの関連付け途中の状態を示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、
前記第２の画面を表示手段に割込表示させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された
構成情報に基づき前記第１の画面を、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手
段に復帰表示させる制御手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置。
（２）第１のアイコンが関連付けのために第２のアイコンの予め設定された近傍領域内へ
移動されているかどうかを判断する判断手段を備え、前記制御手段は、前記事象発生検出
手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記判断手段により第１
のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていないと判断された場合、第
１のアイコンの関連付け途中の状態を示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、
前記第２の画面を表示手段に割込表示させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された
構成情報に基づき前記第１の画面を、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手
段に復帰表示させ、前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出
された際に、前記判断手段により第１のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移
動されていると判断され、かつ前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出され
ていない場合、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されるまで、前記第
１の画面を表示手段に継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段
に表示させる前項１に記載の画像形成装置。
（３）ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連
付けされるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本
体側の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段
と、前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了
検出手段と、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了の検出によって、第１のアイ
コンと第２のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、前記
第１のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出する事
象発生検出手段と、前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出
された際に、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、前
記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されるまで、前記第１の画面を表示手
段に継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる制御
手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置。
（４）ユーザ操作によって、画面上で指定された第１のアイコンが第２のアイコンへ関連
付けされるまでの途中の状態を、第１の画面として連続的に表示可能であり、かつ装置本
体側の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示可能な表示手段
と、前記第１のアイコンの前記第２のアイコンへの関連付け完了を検出する関連付け完了
検出手段と、前記関連付け完了検出手段による移行完了の検出によって、第１のアイコン
と第２のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行する処理実行手段と、前記第１
のアイコンの関連付け開始後に、前記装置本体側の事象が発生したことを検出する事象発
生検出手段と、第１のアイコンが関連付けのために第２のアイコンの予め設定された近傍
領域内へ移動されているかどうかを判断する判断手段と、ユーザの選択操作に基づいて、
割込優先モード、操作優先モード、折衷モードの何れかを設定可能なモード設定手段と、
前記モード設定手段により、割込優先モードが設定された状態では、前記事象発生検出手
段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記関連付け完了検出手段
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による関連付け完了が検出されていない場合、第１のアイコンの関連付け途中の状態を示
す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を表示手段に割込表示さ
せ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき前記第１の画面を、ア
イコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させる第１の制御を行い、
前記操作優先モードが設定された状態では、前記事象発生検出手段により装置本体側の事
象が発生したことが検出された際に、前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検
出されていない場合、関連付け完了の検出がなされるまで、前記第１の画面を表示手段に
継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる第２の制
御を行い、前記折衷モードが設定された状態では、前記事象発生検出手段により装置本体
側の事象が発生したことが検出された際に、前記判断手段により第１のアイコンが第２の
アイコンの前記近傍領域内へ移動されていないと判断された場合、第１のアイコンの関連
付け途中の状態を示す前記第１の画面の構成情報を保持すると共に、前記第２の画面を表
示手段に割込表示させ、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき前
記第１の画面を、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示させ、
前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、前記判
断手段により第１のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていると判断
され、かつ前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されていない場合、前記
関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されるまで、前記第１の画面を表示手段
に継続表示させ、関連付け完了の検出後に前記第２の画面を表示手段に表示させる第３の
制御を行う制御手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置。
（５）前記事象発生検出手段により装置本体側の事象が発生したことが検出された際に、
前記関連付け完了検出手段による関連付け完了が検出されている場合には、前記制御手段
は、前記第２の画面の表示終了後に、第１のアイコンと第２のアイコンに応じて予め決定
されている処理が実行されていることを表示手段に表示させる前項１に記載の画像形成装
置。
（６）前記第２のアイコンの近傍領域は、第１のアイコンと第２のアイコンの少なくとも
一部どうしが重なる領域である前項２または４に記載の画像形成装置。
（７）前記制御手段は、前記第１の画面を復帰表示させる前に、復帰することを前記表示
手段に表示させる前項１、２、４～６の何れかに記載の画像形成装置。
（８）前記表示手段は、関連付け途中の第１のアイコンの画像が描画された、ベース画面
とは異なる描画レイヤーを表示することにより、前記第１の画面を表示し、前記制御手段
は、描画レイヤー中の第１のアイコンの位置座標を保持するとともに、第１の画面の復帰
表示後に、前記保持された第１のアイコンの位置座標に対して所定範囲内の領域がユーザ
によって指定された場合に関連付けを再開し、かつユーザによる関連付け継続の解除操作
、アイコン以外への関連付け操作の実行、第１の画面の復帰表示後の所定の無操作時間の
経過、の少なくともいずれかによって、関連付けを完了することなく第１の画面の表示を
解除する前項１、２、４～７の何れかに記載の画像形成装置。
（９）前記関連付け完了検出手段により第１のアイコンの関連付け完了が検出されるまで
、前記第２の画面が割込表示されることなく、第１の画面が継続表示される場合において
、前記処理実行手段により第１のアイコンと第２のアイコンに応じて予め決定されている
処理を実行不能な事態が発生した場合、前記制御手段は、実行不能なことを示す第３の画
面を前記表示手段に表示させる前項３または４に記載の画像形成装置。
（１０）画面上で第１のアイコンを指定し第２のアイコンへ関連付けするユーザ操作は、
ドラッグアンドドロップ操作である前項１～９の何れかに記載の画像形成装置。
【発明の効果】
【００１２】
　前項（１）に記載の発明によれば、ユーザ操作による第１のアイコンの関連付け開始後
に、装置本体側の事象が発生したことが検出された際、第１のアイコンの関連付け完了が
検出されていなければ、第１のアイコンの関連付け途中の状態を示す第１の画面の構成情
報を保持した状態で、前記事象の発生に伴う第２の画面が表示手段に割り込んで表示され
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る。そして、第２の画面の表示終了後に、前記保持された構成情報に基づき第１の画面が
、アイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示される。
【００１３】
　従って、ユーザが表示画面上でドラッグアンドドロップ操作等のアイコン関連付け操作
を行っている最中に、画像形成装置本体側で所定の画面を表示すべき事象が発生し、それ
に伴う警告画面等が割り込んで表示されても、警告画面等の表示終了後に、第１のアイコ
ンの関連付け途中の状態が復帰して表示されるから、アイコンの関連付け操作を初めから
やり直す必要がなく、操作性を向上できる。しかも、第１のアイコンの関連付け途中の状
態が復帰して表示されなければ、アイコンの関連付け完了に伴って実行される所定の処理
が実際に実行されたものと判断できるから、処理が実行されたことをユーザが容易に認識
することができる。
【００１４】
　前項（２）に記載の発明によれば、ユーザ操作による第１のアイコンの関連付け開始後
に、装置本体側の事象が発生したことが検出されたときに、第１のアイコンが関連付けの
ために第２のアイコンの予め設定された近傍領域内へ移動されていなければ、前記事象の
発生に伴う第２の画面が表示手段に割り込んで表示され、第２の画面の表示終了後に、第
１の画面がアイコンの関連付け操作を継続可能な状態で表示手段に復帰表示される。一方
、第１のアイコンが第２のアイコンの前記近傍領域内へ移動されていれば、関連付けが完
了するまで第１の画面が継続表示され、関連付け完了後に第２の画面が表示される。
【００１５】
　従って、ユーザが表示画面上でドラッグアンドドロップ操作等のアイコン関連付け操作
を行っている最中に、画像形成装置本体側で所定の画面を表示すべき事象が発生しても、
第１のアイコンの位置に応じて、警告画面等の表示終了後に第１のアイコンの関連付け途
中の状態が復帰して表示され、あるいはアイコン関連付け状態を示す画面が優先して継続
表示されるから、アイコンの関連付け操作を初めからやり直す必要がなく、操作性を向上
できるうえ、アイコンの関連付け完了に伴って実行される処理が実行されているか否かを
ユーザが確認する必要はなくなる。
【００１６】
　前項（３）に記載の発明によれば、ユーザ操作による第１のアイコンの関連付け開始後
に、装置本体側の事象が発生したことが検出された際、第１のアイコンの関連付け完了が
検出されていなければ、関連付け完了の検出がなされるまで、第１の画面が継続表示され
、関連付け完了の検出後に第２の画面が表示される。
【００１７】
　従って、ユーザが表示画面上でドラッグアンドドロップ操作等のアイコン関連付け操作
を行っている最中に、画像形成装置本体側で所定の画面を表示すべき事象が発生しても、
第１のアイコンの関連付けが完了するまでは、アイコン関連付け状態を示す画面が優先し
て継続表示されるから、アイコンの関連付け操作を初めからやり直す必要がなく、操作性
を向上できる。しかも、アイコンの関連付け完了に伴って所定の処理が確実に実行されて
いるから、処理が実行されていることをユーザが確認する必要はなくなる。
【００１８】
　前項（４）に記載の発明によれば、前項（１）のような割込優先モード、前項（２）の
ような操作優先モード、前項（３）のような折衷モードのうちの何れのモードによる制御
を行わせるかを、ユーザが選択することができる。
【００１９】
　前項（５）に記載の発明によれば、第１のアイコンの関連付け完了が検出されている場
合には、前記第２の画面の表示終了後に、第１のアイコンと第２のアイコンに応じて予め
決定されている処理が実行されていることが表示手段に表示されるから、ユーザはより確
実に、前記処理が実行されていることを認識することができる。
【００２０】
　前項（６）に記載の発明によれば、第１のアイコンと第２のアイコンの少なくとも一部
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どうしが重なる領域を近傍領域とするから、第１のアイコンが第２のアイコンの近傍領域
まで移動されていることの検出が容易になる。
【００２１】
　前項（７）に記載の発明によれば、第１の画面を復帰表示させる前に、復帰することが
表示手段に表示されるから、ユーザはその旨を確実に認識することができる。
【００２２】
　前項（８）に記載の発明によれば、第１の画面の表示処理及び関連付けを解除すべきか
どうかの判断が容易になる。
【００２３】
　前項（９）に記載の発明によれば、第２の画面の割込表示が行われなくても、第１のア
イコンと第２のアイコンに応じて予め決定されている処理を実行不能な事態が発生した場
合には、警告画面等が表示される。
【００２４】
　前項（１０）に記載の発明によれば、画面上で指定された第１のアイコンの第２のアイ
コンへの関連付け操作としてドラッグアンドドロップ操作が行われた場合に、本発明の適
用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図２】画像形成装置の制御系の機能ブロック図である。
【図３】第１のアイコンを第２のアイコンへ移動させる途中の状態を示す第１の画面であ
る。
【図４】画像形成装置本体側の事象が発生した時に表示される画面の一例を示す図である
。
【図５】第１の画面が復帰表示された状態の画面である。
【図６】第１の画面が復帰表示される前に表示される画面である。
【図７】第１のアイコンを第２のアイコンへの関連付けによって実行される処理が完了し
たことを示す画面である。
【図８】第１のアイコンを第２のアイコンの近傍領域まで移動させた状態を示す画面であ
る。
【図９】割込優先モード、操作優先モード、折衷モードをユーザに選択させる選択画面で
ある。
【図１０】割込優先モードでの画像形成装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】操作優先モードでの画像形成装置の動作を示すフローチャートである。
【図１２】折衷モードでの画像形成装置の動作を示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、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２７】
　図１は、この発明の一実施形態に係る画像形成装置１の構成を示すブロック図である。
この実施形態では、画像形成装置１として、コピー機能、プリント機能、ファクシミリ機
能、スキャン機能等の複数の機能を有する多機能デジタル画像形成装置である前述のＭＦ
Ｐが用いられている。
【００２８】
　図１において、この画像形成装置１はＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１３と、ス
キャナ部１４と、記憶部１５と、プリンタ部１６と、操作パネル１７と、ネットワークコ
ントローラ（Ｎ１Ｃ）１８等を備えている。
【００２９】
　前記ＣＰＵ１１は、画像形成装置１の全体を統括的に制御し、コピー機能、プリンタ機
能、スキャン機能、ファクシミリ機能等の基本機能を使用可能に制御するほか、この実施
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形態では次のような動作を行う。即ち、操作パネル１７の表示部１７１に複数のアイコン
が表示された画面上で、ユーザが所定の第１のアイコンを第２のアイコンへ関連付けする
操作として、例えばドラッグアンドドロップ操作のように、第１のアイコンを第２のアイ
コンへ移動する操作を行ったときに、第１のアイコンが第２のアイコンへ移動されるまで
の移動途中の状態を、第１の画面として連続的に表示部１７１に表示させる。また、装置
本体側の原因に基づく事象の発生によって該事象に応じた第２の画面を表示部１７１に表
示させる。なお、装置本体側の原因に基づく事象の発生の例としては、紙詰まりやペーパ
ーエンプティ等があり、これらが発生したときに、紙詰まりやペーパーエンプティを解消
するための警告画面を表示する。また、第１のアイコンの移動開始後に、前記装置本体側
の事象が発生した場合の処理を行うが、この処理については後述する。
【００３０】
　前記ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ２１の動作プログラム等を格納するメモリである。
【００３１】
　前記ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ２１が動作プログラムに基づいて動作する際の作業領域を提
供するメモリである。
【００３２】
　前記スキャナ部１４は、原稿台（図示せず）に置かれた原稿の画像を読み取り、画像デ
ータを出力する読み取り手段である。
【００３３】
　前記記憶部１５は、例えばハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などの不揮発性の記憶デ
バイスにより構成されており、各種のアプリケーション、スキャナ部１４で読み取られた
原稿の画像データや、その他のデータが記憶されている。
【００３４】
　前記プリンタ部１６は、前記スキャナ部１４で読み取られた原稿の画像データやユーザ
端末からのプリントデータ等を、指示されたモードに従って印刷するものである。
【００３５】
　前記操作パネル１７は、各種入力操作等のために使用されるものであり、メッセージや
操作画面等を表示するタッチパネル式液晶等からなる表示部１７１と、テンキー、スター
トキー、ストップキー等を備えたキー入力部１７２を備えている。
【００３６】
　前記ネットワークコントローラ１８は、ネットワーク上の他の画像形成装置や、その他
の外部機器例えばユーザ端末等との間での通信を制御することにより、データの送受信を
行うものである。
【００３７】
　図２は、図１に示した画像形成装置１の制御系の機能ブロック図であり、システム制御
部１０１、エラー監視部１０２、警告監視部１０３、画面制御部１０４、入力制御部１０
５、描画制御部１０６、通常画面処理部１０７、警告画面処理部１０８、エラー画面処理
部１０９、フレームバッファ１１０、タッチパネルデバイスドライバ１１１等を備えてい
る。
【００３８】
　前記システム制御部１０１は、画像形成装置１の全体を制御する。エラー監視部１０２
は、画像形成装置１に用紙ジャム等のエラーが発生したかどうかを監視し、警告監視部１
０３は用紙エンプティ等の警告を報知すべき状態が発生したかどうかを監視する。また、
前記画面制御部１０４は表示画面の制御を行い、表示すべき画面が表示部１７１に表示さ
れるようにフレームバッファドライバ１１０を制御する。入力制御部１０５はタッチパネ
ルデバイスドライバ１１１を介して表示部１７１のタッチパネルから入力される信号を処
理するものである。
【００３９】
　描画制御部１０６は、レイヤ－管理部１０６ａと、操作状態管理部１０６ｂと、制御状
態管理部１０６ｃと、表示画面管理部１０６ｄと、位置座標管理部１０６ｅを備えている
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。
【００４０】
　レイヤー管理部１０６ａは、ドラッグアンドドロップ操作が開始されると、該操作によ
って移動されるアイコンの移動途中の画像を、入力制御部１０５から入力されるアイコン
の位置座標を基に、ベース画面とは異なる描画レイヤーに描画し、これを管理する。この
描画レイヤーがベース画面に重ねて表示部１７１に表示されることにより、アイコン移動
途中の状態が表示される。
【００４１】
　操作状態管理部１０６ｂは、ユーザによる画像処理装置１の操作状態を、制御状態管理
部１０６ｃは、画像形成装置１の制御状態をそれぞれ管理し、表示画面管理部１０６ｄは
、ユーザの操作や画像形成装置１の状態に応じて、表示部１７１に表示させる画面を管理
する。
【００４２】
　位置座標管理部１０６ｅは、表示画面に表示されるアイコン等の位置座標を管理し、ド
ラッグアンドドロップ操作により移動されるアイコンが、移動先のアイコンと重なったか
どうか等の判断材料を提供する。
【００４３】
　通常画面処理部１０７は、通常の操作状態において表示部１７１に表示される通常画面
を作成し処理するものであり、警告画面処理部１０８は、警告画面を表示させるべき事象
（例えば用紙エンプティ）が画像処理装置１に発生したときに、警告画面を作成し処理す
るものである。また、エラー画面処理部１０９は、エラー画面を表示させるべき事象（例
えば用紙ジャム）が画像形成装置に発生したときに、エラー画面を作成し処理するもので
ある。
【００４４】
　次に、図１に示した画像形成装置１において、画面上でユーザが何れかのアイコンにタ
ッチ（指定）し、ドラッグアンドドロップ操作により移動先のアイコンへの移動を開始し
た後、つまりアイコンの移動途中の状態を示す画面（第１の画面ともいう）が表示部１７
１に表示されているときに、ユーザ操作とは関係のない、用紙エンプティや用紙ジャム等
の装置本体側の原因に基づく事象が発生し、それに伴う警告画面やエラー画面（第２の画
面ともいう）を表示部１７１に表示する必要が生じたときの画像形成装置１の動作を説明
する。
【００４５】
　なお、以下の例では、図３に示すように、表示部１７１の表示画面に複数のアップロー
ド対象ファイルのアイコンと、ファイルをアップロードするファイルサーバのアイコンが
表示され、何れかのファイルアイコンを前記サーバアイコンへドラッグアンドドロップ操
作により移動させて関連付けする場合を示している。
（１）割込優先モード
　このモードは、前記第２の画面を第１の画面に割り込んで優先的に表示し、エラー等の
解除による第２の画面の表示終了後に、第１の画面を復帰させて表示するものである。
【００４６】
　図３に示すように、ユーザがアップロードしたいファイルのファイルアイコン２をタッ
チして指定し、これを同図に矢印で示すように、サーバアイコン３へと移動している途中
では、表示部１７１には、ファイルアイコン２が移動している状態を示す第１の画面Ｄ１
が表示されている。
【００４７】
　このときに、ユーザ操作に関係のない例えば用紙エンプティ等の事象が発生した場合、
図４に示すように、従来と同じく事象の発生に伴う警告画面等の第２の画面Ｄ２を第１の
画面に割り込んで表示させる。
【００４８】
　この際、画像形成装置１はファイルアイコン２のサーバアイコン３への移動が完了して
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いるかどうかを検出し、移動が完了していなければ、画像形成装置１は、割り込まれた第
１の画面の構成情報をＲＡＭ３等に保持しておく。即ち、事象の発生を検知したときに、
ベース画面の情報だけでなく、描画制御部１０６の情報に基づき、それまでレイヤー層に
おいてドラッグ操作していたアイコン自体とアイコンの位置座標を、オブジェクト（画面
構成情報）としてＲＡＭ３の所定の記憶領域に記憶保持する。
【００４９】
　それによって後述のように復帰時に画面を再構成し、継続して操作可能となる。
【００５０】
　移動が完了しているかどうかは、ファイルアイコン２のサーバアイコン３へのドロップ
が検出されたかどうかにより判断される。移動が完了していれば指定されたファイルがサ
ーバに自動的に送信される。
【００５１】
　ユーザが用紙の補給等を行うとともに、第２の画面Ｄ２上で「ＯＫ」ボタンを押すと、
第２の画面の表示が終了する。ファイルアイコン２のサーバアイコン３への移動が完了し
ていなければ、第２の画面の表示終了後、換言すれば用紙エンプティ等の事象が解除され
たときに、図５に示すように、前記保持された構成情報に基づき第１の画面Ｄ３を、ファ
イルアイコン２の移動操作を継続可能な状態で表示部１７１に復帰表示させる。移動途中
のファイルアイコン２は、ベース画面とは異なるレイヤー層において位置座標が保持され
ているから、容易に復帰させることができる。なお、第１の画面Ｄ３の復帰表示前に、図
６に示すように、第１の画面の復帰を示しかつファイルアイコン２の移行操作を促すメッ
セージ画面Ｄ３１を、表示部１７１に表示させても良い。このような表示により、ユーザ
はファイルアイコン２の移動操作を継続できることを認識することができる。
【００５２】
　ユーザは、移動途中のファイルアイコン２の移動操作（ドラッグ操作）を再開し、移動
先のサーバアイコン３へドロップする。なお、移動操作の再開は、第１の画面Ｄ３の復帰
表示後に、ファイルアイコン２の位置座標に対して所定範囲内の領域がユーザによってタ
ッチされることにより行われる。また、リセットボタンの押下等のユーザによる移動操作
の解除、アイコン以外の表示領域へのドロップ、第１の画面Ｄ３の復帰表示後に移動操作
が所定時間以上なされなかった場合等に、ファイルアイコン２のサーバアイコン３への移
動（関連付け）は完了することなく、復帰された第１の画面Ｄ３の表示が解除される。
【００５３】
　ファイルアイコン２がサーバアイコン３へドロップされると、ファイルアイコン２で示
されるファイルがファイルサーバへ送信される。
【００５４】
　一方、用紙エンプティ等の事象が発生したときに、すでにファイルアイコン２の移動が
完了していれば、第１の画面は表示されない。この場合、第２の画面の表示終了後に、図
７に示すように、ファイルのファイルサーバへの送信が完了したことを示すメッセージＤ
４を、表示部１７１に表示させるのが望ましい。これにより、ユーザはより確実に、ファ
イルのサーバへの送信処理が実行されていることを認識することができる。
【００５５】
　このように、この実施形態では、ユーザ操作によるファイルアイコン２のドラッグ開始
後に、装置本体側の事象が発生したことが検出された際、ファイルアイコン２のサーバア
イコン３への移動が完了していなければ、ファイルアイコン２の移動途中の状態を示す第
１の画面を保持した状態で、前記事象の発生に伴う第２の画面が表示部１７１に割り込ん
で表示される。そして、第２の画面の表示終了後に、前記保持された第１の画面が、ファ
イルアイコン２の移動操作を継続可能な状態で表示部１７１に復帰表示される。
【００５６】
　従って、ユーザが表示画面上でドラッグアンドドロップ操作等のアイコン移動操作を行
っている最中に、画像形成装置１の本体側で所定の画面を表示すべき事象が発生し、それ
に伴う警告画面等が割り込んで表示されても、警告画面等の表示終了後に、ファイルアイ
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コン２の移動途中の状態が復帰して表示されるから、ファイルアイコン２の移動操作を初
めからやり直す必要がなく、操作性を向上できる。しかも、ファイルアイコン２の移動途
中の状態が復帰して表示されなければ、ファイルがサーバへ送信されたものと判断できる
から、処理が実行されたことをユーザが容易に確認することができるし、ファイルがサー
バへ送信されたことを示すメッセージが表示される構成とした場合には、ユーザはより確
実に、前記送信処理が実行されていることを認識することができる。
（２）操作優先モード
　このモードは、前記第２の画面を第１の画面に割り込んで表示することなく、ファイル
アイコン２の移動操作が完了するまで、第１の画面を継続して表示し、ファイルアイコン
２の移動操作の完了後に第２の画面を表示するものである。
【００５７】
　図３に示すように、ユーザがファイルアイコン２をタッチして指定し、これを同図に矢
印で示すように、サーバアイコン３へと移動している途中では、第１の画面Ｄ１に、移動
途中のファイルアイコン２が表示されている。
【００５８】
　このときに、ユーザ操作に関係のない例えば用紙エンプティ等の事象が発生した場合、
画像形成装置１は第２の画面を保持した後、ファイルアイコン２のサーバアイコン３への
移動が完了しているかどうかを検出し、移動が完了していなければ、移動が完了するまで
第１の画面を継続して表示する。移行移動によってファイルアイコン２で示されるファイ
ルがファイルサーバへ送信される。
【００５９】
　移動完了後、図４に示す第２の画面Ｄ２を表示部１７１に表示する。なお、用紙エンプ
ティ等の事象が発生したときに移動が完了していれば、第２の画面が表示される。また、
ファイルサーバへの通信ができない場合など、アイコンの移動によって実行されるべき処
理を実行できないときは、その旨を示す第３の画面を、第２の画面が表示される前に表示
する。
【００６０】
　このように、この実施形態では、ユーザ操作によるファイルアイコン２の移動開始後に
、画像形成装置１の装置本体側の事象が発生したことが検出されても、ファイルアイコン
２の移動完了が検出されていなければ、移動完了が検出されるまで、第１の画面が継続表
示され、移動完了の検出後に第２の画面が表示される。従って、ユーザが表示画面上でド
ラッグアンドドロップ操作等のアイコン移動操作を行っている最中に、装置本体側で所定
の画面を表示すべき事象が発生しても、ファイルアイコン２の移動が完了するまでは、第
１の画面が優先して継続表示されるから、ファイルアイコン２の移動操作を初めからやり
直す必要がなく、操作性を向上できる。しかも、ファイルアイコン２の移動完了に伴って
ファイルのサーバへの送信処理が確実に実行されているから、処理が実行されているか否
かをユーザが判断する必要はなくなる。
（３）折衷モード
　このモードは、前記割込優先モードと操作モードの折衷モードであり、用紙エンプティ
等の事象の発生タイミングとファイルアイコン２の位置とに応じて、割込優先モードと操
作モードを切り替えて動作させるものである。
【００６１】
　図３に示すように、ユーザがファイルアイコン２をタッチして指定し、これを同図に矢
印で示すように、サーバアイコン３へと移動している途中では、第１の画面Ｄ１に移動途
中のファイルアイコン２が表示されている。
【００６２】
　このときに、ユーザ操作に関係のない例えば用紙エンプティ等の事象が発生した場合、
ファイルアイコン２がサーバアイコン３の近傍領域まで移動されているかどうかを判断す
る。近傍領域は予め管理者等による設定が可能であるが、この実施形態では、図８の画面
Ｄ５に示すように、ファイルアイコン２とサーバアイコン３の少なくとも一部同士が重な
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る領域が、近傍領域として設定されている。両アイコン２、３が重なるかどうかは、例え
ば画面上のそれぞれの位置座標を基に演算可能である。
【００６３】
　ファイルアイコン２がサーバアイコン３の近傍領域まで移動されていないときは、割込
優先モードに従って動作する。即ち、事象の発生に伴う第２の画面Ｄ２を第１の画面Ｄ１
に割り込んで表示させる。この際、画像形成装置１は、割り込まれた第１の画面Ｄ１の構
成情報を保持しておく。
【００６４】
　ユーザが用紙の補給等を行うとともに、第２の画面上で「ＯＫ」ボタンを押すと、第２
の画面Ｄ２の表示が終了する。第２の画面Ｄ２の表示終了後、換言すれば用紙エンプティ
等の事象が解除されたときに、前記保持された構成情報に基づいて第１の画面を、ファイ
ルアイコン２の移行操作を継続可能な状態で表示部１７１に復帰表示させる。
【００６５】
　ユーザは、移動途中のファイルアイコン２を再度ドラッグして、移動先のサーバアイコ
ン３へドロップする。ドロップされると、ファイルアイコン２で示されるファイルがファ
イルサーバへ送信される。
【００６６】
　一方、ファイルアイコン２がサーバアイコン３の近傍領域まで移動されているときは、
操作優先モードに従って動作する。即ち、画像形成装置１はファイルアイコン２のサーバ
アイコン３への移動が完了しているかどうかを検出し、移動が完了していなければ、移動
が完了するまで第１の画面Ｄ１を継続して表示する。移動完了によってファイルアイコン
２で示されるファイルがファイルサーバへ送信される。移動完了後、第２の画面Ｄ２を表
示部１７１に表示する。なお、移動が完了していれば、第２の画面Ｄ２が表示される。
【００６７】
　このように、この実施形態では、ユーザ操作によるファイルアイコン２の移動開始後に
、装置本体側の事象が発生したことが検出されても、ファイルアイコン２の位置に応じて
、警告画面等の表示終了後にファイルアイコン２の移動途中の状態を示す第１の画面が復
帰して表示され、あるいは第１の画面が優先して継続表示されるから、ファイルアイコン
２の移動操作を初めからやり直す必要がなく、操作性を向上できるうえ、ファイルアイコ
ン２の移動完了に伴って実行される処理が実行されているか否かをユーザが判断する必要
はなくなる。特にアイコンのドラッグを開始したばかりでファイルアイコン２とサーバア
イコン３が離れているとき（両者が重複していない状態）は、ユーザはまだドラッグ先を
画面上で正確に把握していないことや、まだどのように処理するかを思案中の場合もある
。そのような場合に対応して、上記のように一端割り込みを優先すれば、ユーザに必要な
情報、緊急の情報等を早く伝えることが可能となる。
【００６８】
　一方、ファイルアイコン２とサーバアイコン３が重複しているときは、ユーザ自身はド
ラッグ先を既に特定し、処理を実行する直前であることが多い。そのような場合はあとわ
ずかで処理が確定する状況を無理に壊すことなくユーザの操作を優先する方が、ユーザに
とっての利便性を向上することができる。
【００６９】
　このように、折衷モードではドラッグされているアイコンと移動先との近接度合いから
ユーザにとって最適な処理を適切に実行することができる。
（４）モードの選択
　この実施形態では、画像形成装置１に上記の割込優先モード、操作優先モード、折衷モ
ードのいずれの実行機能も搭載されており、ユーザが図９に示す選択画面Ｄ６において何
れかのモードを選択できるようになっている。
【００７０】
　選択されると、選択されたモードが画像形成装置１内で設定され、そのモードに応じて
前述した動作が実行される。
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【００７１】
　図１０は、割込優先モードでの画像形成装置１の動作を示すフローチャートである。こ
の動作は、画像形成装置１のＣＰＵ１１がＲＯＭ１２等の記録媒体に記録されたプログラ
ムに従って動作することにより実行される。
【００７２】
　ステップＳ０１で、複数のアイコンが表示されている画面（アイコン画面）を表示部１
７１に表示し、ステップＳ０２で、ユーザがファイルアイコン２を指定（タッチ）するの
を待つ。指定すると（ステップＳ０２でＹＥＳ）、ステップＳ０３でファイルアイコンを
移動中（ドラッグ中）かどうかを判断する。移動中でなければ（ステップＳ０３でＮＯ）
、ステップＳ０２に戻る。移動中であれば（ステップＳ０３でＹＥＳ）、ステップＳ０４
で、移動途中の状態を示す第１の画面Ｄ１を表示部１７１に表示する。
【００７３】
　次にステップＳ０５で、用紙エンプティ等の事象が発生したか否かを判断する。事象が
発生した場合（ステップＳ０５でＹＥＳ）、ステップＳ０６に進み、サーバアイコン３へ
の移動が完了したかどうかを判断する。
【００７４】
　移動が完了していなければ（ステップＳ０６でＮＯ）、ステップＳ０７で第１の画面Ｄ
１を保持した後、ステップＳ０８で、用紙エンプティ等が発生したことをユーザに知らせ
る第２の画面Ｄ２を割込表示する。
【００７５】
　次いでステップＳ０９で、ユーザによる用紙の補充等により用紙エンプティ等が解除さ
れ、第２の画面Ｄ２の表示が終了したかどうかを判断し、終了しなければ（ステップＳ０
９でＮＯ）、終了するまで待つ。終了すると（ステップＳ０９でＹＥＳ）、ステップＳ１
０で、前記保持していた第１の画面を復帰表示させる。ユーザは、復帰表示された第１の
画面Ｄ３上でドラッグアンドドロップ操作を再開する。
【００７６】
　ステップＳ１１では、サーバアイコン２への移動が完了したかどうかを判断し、完了し
ていなければ（ステップＳ１１でＮＯ）、完了するのを待つ。完了すると（ステップＳ１
１でＹＥＳ）、ステップＳ１２で、指定されたファイルをサーバへ送信して、処理を終了
する。
【００７７】
　ステップＳ０６で、サーバアイコン３への移動が完了していると（ステップＳ０６でＹ
ＥＳ）、ステップＳ１３で、指定されたファイルをサーバへ送信したのち、ステップＳ１
４で第２の画面Ｄ２を表示する。なお、移動完了直後に事象が発生した場合、直ちに第２
の画面を表示させると、ユーザが移動操作が完了したことの確信を持てないおそれがある
ことから、移動完了後所定時間経過後に第２の画面Ｄ２を表示する構成としても良い。
【００７８】
　次いで、ステップＳ１５で、用紙エンプティ等の解除により第２の画面Ｄ２が終了した
かどうかを判断し、終了しなければ（ステップＳ１５でＮＯ）、終了するまで待つ。終了
すると（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ステップＳ１６で、サーバへの送信処理が終了した
ことを表示部１７１に表示する。
【００７９】
　ステップＳ０５で、事象が発生していなければ（ステップＳ０５でＮＯ）、ステップＳ
１７で、サーバアイコン３への移動が完了したかどうかを判断し、完了していなければ（
ステップＳ１７でＮＯ）、ステップＳ０３に戻る。完了すると（ステップＳ１７でＹＥＳ
）、ステツプＳ１８でファイルをサーバに送信し、本処理を終了する。
【００８０】
　図１１は、操作優先モードでの画像形成装置１の動作を示すフローチャートである。こ
の動作は、画像形成装置１のＣＰＵ１１がＲＯＭ１２等の記録媒体に記録されたプログラ
ムに従って動作することにより実行される。
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【００８１】
　ステップＳ２１で、アイコン画面を表示部１７１に表示し、ステップＳ２２で、ユーザ
がファイルアイコン２を指定（タッチ）するのを待つ。指定すると（ステップＳ２２でＹ
ＥＳ）、ステップＳ２３でファイルアイコン２を移動中（ドラッグ中）かどうかを判断す
る。移動中でなければ（ステップＳ２２でＮＯ）、ステップＳ２２に戻る。移動中であれ
ば（ステップＳ２３でＹＥＳ）、ステップＳ２４で、移動途中の状態を示す第１の画面Ｄ
１を表示部１７１に表示する。
【００８２】
　次にステップＳ２５で、用紙エンプティ等の事象が発生したか否かを判断する。事象が
発生した場合（ステップＳ２５でＹＥＳ）、ステップＳ２６で第２の画面Ｄ２を表示する
ことなく保持した後、ステップＳ２７に進み、サーバアイコン３への移動が完了したかど
うかを判断する。
【００８３】
　移動が完了していなければ（ステップＳ２７でＮＯ）、完了まで待ち、移動が完了する
と（ステップＳ２７でＹＥＳ）、ステップＳ２８で、指定されたファイルをサーバへ送信
したのち、ステップＳ２９で第２の画面を表示し、処理を終了する。この際、ファイルア
イコン２の移動完了の直前または直後に装置本体側の事象が発生した場合は、間をおくこ
となく第２の画面が表示されることになり、ユーザは移動操作が完了したことの確信を持
てないおそれがあるため、移動完了後所定時間を経過した後に、第２の画面Ｄ２を表示す
る構成としても良い。
【００８４】
　ステップＳ２５で、事象が発生していなければ（ステップＳ２５でＮＯ）、ステップＳ
３０で、サーバアイコン３への移動が完了したかどうかを判断し、完了していなければ（
ステップＳ３０でＮＯ）、ステップＳ２３に戻る。完了すると（ステップＳ３０でＹＥＳ
）、ステツプＳ３１でファイルをサーバに送信し、本処理を終了する。
【００８５】
　図１２は、折衷モードでの画像形成装置１の動作を示すフローチャートである。この動
作は、画像形成装置１のＣＰＵ１１がＲＯＭ１２等の記録媒体に記録されたプログラムに
従って動作することにより実行される。
【００８６】
　ステップＳ４１で、アイコン画面を表示部１７１に表示し、ステップＳ４２で、ユーザ
がファイルアイコン２を指定（タッチ）するのを待つ。指定すると（ステップＳ４２でＹ
ＥＳ）、ステップＳ４３でファイルアイコン２を移動中（ドラッグ中）かどうかを判断す
る。移動中でなければ（ステップＳ４３でＮＯ）、ステップＳ４２に戻る。移動中であれ
ば（ステップＳ４３でＹＥＳ）、ステップＳ４４で、移動途中の状態を示す第１の画面Ｄ
１を表示部１７１に表示する。
【００８７】
　次にステップＳ４５で、用紙エンプティ等の事象が発生したか否かを判断する。事象が
発生した場合（ステップＳ４５でＹＥＳ）、ステップＳ４６に進み、ファイルアイコン２
がサーバアイコン３の近傍領域まで移動されているかどうかを判断する。
【００８８】
　サーバアイコン３の近傍領域まで移動されていなければ（ステップＳ４６でＮＯ）、ス
テップＳ４７で第１の画面の構成情報を保持した後、ステップＳ４８で、用紙エンプティ
等が発生したことをユーザに知らせる第２の画面Ｄ２を割込表示する。
【００８９】
　次いでステップＳ４９で、ユーザによる用紙の補充等により用紙エンプティ等が解除さ
れ、第２の画面Ｄ２の表示が終了したかどうかを判断し、終了しなければ（ステップＳ４
９でＮＯ）、終了するまで待つ。終了すると（ステップＳ４９でＹＥＳ）、ステップＳ５
０で、前記保持していた第１の画面を復帰表示させる。ユーザは、復帰表示された第１の
画面Ｄ３上でファイルアイコン２のドラッグアンドドロップ操作を再開する。
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【００９０】
　ステップＳ５１では、サーバアイコン３への移動が完了したかどうかを判断し、完了し
ていなければ（ステップＳ５１でＮＯ）、完了するのを待つ。完了すると（ステップＳ５
１でＹＥＳ）、ステップＳ５２で、指定されたファイルをサーバへ送信して、処理を終了
する。
【００９１】
　ステップＳ４６で、ファイルアイコン２がサーバアイコン３の近傍領域まで移動されて
いれば（ステップＳ４６でＹＥＳ）、ステップＳ５３で、第２の画面Ｄ２を表示すること
なく保持した後、ステップＳ５４に進み、サーバアイコン３への移行が完了したかどうか
を判断する。
【００９２】
　移動が完了していなければ（ステップＳ５４でＮＯ）、完了まで待ち、移動が完了する
と（ステップＳ５４でＹＥＳ）、ステップＳ５５で、指定されたファイルをサーバへ送信
したのち、ステップＳ５６で第２の画面を表示し、処理を終了する。この際、ファイルア
イコン２の移動完了の直前または直後に装置本体側の事象が発生した場合は、間をおくこ
となく第２の画面Ｄ２が表示されることになり、ユーザは移動操作が完了したことの確信
を持てないおそれもうるため、移動完了後所定時間を経過した後に、第２の画面Ｄ２を表
示する構成としても良い。
【００９３】
　ステップＳ４５で、事象が発生していなければ（ステップＳ４５でＮＯ）、ステップＳ
５７で、サーバアイコン３への移動が完了したかどうかを判断し、完了していなければ（
ステップＳ５７でＮＯ）、ステップＳ４３に戻る。完了すると（ステップＳ５７でＹＥＳ
）、ステツプＳ５８でファイルをサーバに送信し、本処理を終了する。
【００９４】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されることはな
い。
【００９５】
　例えば、ファイルアイコンを指定してサーバアイコンへ関連付けるユーザ操作が、ドラ
ッグアンドドロップ操作である場合を説明したが、ピンチイン・ピンチアウト操作、つま
んで離す操作等であってもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　画像形成装置
　２　　　ファイルアイコン
　３　　　サーバアイコン
　１１　　ＣＰＵ
　１２　　ＲＯＭ
　１３　　ＲＡＭ
　１４　　スキャナ部
　１５　　記憶部
　１６　　プリンタ部
　１７　　操作パネル
　１７１　表示部
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