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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、
　画像を表示し、指示体による表示画面へのタッチ入力を検出する表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた設定の組で
あるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で前記表示手段に表示させ、残り
のアイコンのうちの少なくとも１つを非選択状態にあることを示す態様であって前記選択
状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で前記表示手段に表示さ
せ、かつ、前記一つのアイコンを一の位置に表示し、前記残りのアイコンを前記一の位置
の近傍領域に表示させるプリセット設定組選択画面表示制御手段と、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段によって前記アイコンが前記表示手段に表
示されている状態において、スタートボタンに対する利用者操作が受け付けられた場合に
、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組の設定値に従
って前記画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行す
る画像処理機構制御手段と、
　を備え、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記アイコンが前記表示手段に表示さ
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れている状態において、前記残りのアイコンのうちから選択される１つのアイコンである
特定アイコンに対応する表示画面内の位置が前記指示体によってタッチされたことに対応
する信号が前記表示手段から出力されると、前記近傍領域に位置していた前記特定アイコ
ンを前記一の位置に移動させるとともに、前記一の位置に位置していた前記１つのアイコ
ンを前記特定アイコンの移動方向と同一方向に移動させることによって前記近傍領域に位
置させ、前記一の位置に移動された前記特定アイコンを新たな一つのアイコンとして前記
選択状態態様で表示させ、前記新たな一つのアイコンとは異なる残りのアイコンを前記非
選択状態態様で表示させることを特徴とする画像処理装置。　
【請求項２】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、
　画像を表示し、指示体による表示画面へのタッチ入力を検出する表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた設定の組で
あるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で前記表示手段に表示させ、残り
のアイコンのうちの少なくとも１つを非選択状態にあることを示す態様であって前記選択
状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で前記表示手段に表示さ
せ、かつ、前記一つのアイコンを一の位置に表示し、前記残りのアイコンを前記一の位置
の近傍領域に表示させるプリセット設定組選択画面表示制御手段と、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段によって前記アイコンが前記表示手段に表
示されている状態において、スタートボタンに対する利用者操作が受け付けられた場合に
、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組の設定値に従
って前記画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行す
る画像処理機構制御手段と、
　を備え、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記アイコンが前記表示手段に表示さ
れている状態において、前記アイコンに対応する領域上を前記指示体によるタッチ位置が
一の方向へ移動することに対応する信号が前記表示手段から出力されると、前記複数のア
イコンを前記タッチ位置の移動に応じて前記一の方向へ移動させるようにスクロール表示
させ、前記タッチ位置が検出されなくなることを条件として、複数のアイコンのうち、前
記一の位置に最も近い位置に表示されるアイコンを、新たな一つのアイコンとして前記一
の位置に前記選択状態態様で表示させ、前記新たな一つのアイコンとは異なる残りのアイ
コンを前記非選択状態態様で表示させることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記選択状態態様で表示されるアイコンは、選択状態であることを示す特定画像が付加
された状態で表示されることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記一の位置に表示されている前記一つのアイコンと、前記近傍領域に表示されている
前記残りのアイコンとは、一列に並んだ状態で表示されることを特徴とする請求項１～３
の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記複数のアイコンは一列に並んで表示されており、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記一つのアイコンを前記一の位置に
表示させ、前記残りのアイコンのうち前記一つのアイコンの１つ前の順番のアイコンを、
前記一の位置に対して第１方向側に隣接する前記近傍領域に表示させ、前記残りのアイコ
ンのうち前記一つのアイコンの１つ後の順番のアイコンを、前記一の位置に対して前記第
１方向の反対側に隣接する前記近傍領域に表示させることを特徴とする請求項１～４の何
れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
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　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、
　アイコンを移動させている移動期間中においては、移動中のアイコンの全てを前記非選
択状態態様で表示させ、
　前記移動期間の終了後に、前記新たな一つのアイコンを前記選択状態態様で表示させる
ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、所定の画像を表示する指示の入力を受
け付けることに応じて、前記一の位置に位置していた前記一つのアイコンを、前記一の位
置よりも前記表示手段の表示画面の外周部に近い位置である退避位置に移動させるととも
に、前記一の位置を含む領域に、各種の情報を示す画像を表示させることを特徴とする請
求項１～６の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記一の位置は、第１基準位置を備えており、
　前記複数のアイコンの各々は、第２基準位置を備えており、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記タッチ位置が検出されなくなるこ
とを条件として、前記第２基準位置が第１基準位置を前記一の方向側に越えていない複数
のアイコンのうちから、前記一の位置に最も近い位置に表示されるアイコンを、前記新た
な一つのアイコンとすることを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記画像処理装置は、該画像処理装置の状態を検出する装置状態検出手段をさらに備え
、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記装置状態検出手段によって検出さ
れた装置状態に基づいて前記新たな一つのアイコンとして決定することが可能であると判
断されるアイコンの中から、前記新たな一つのアイコンを決定することを特徴とする請求
項１～７の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記アイコンが前記表示手段に表示さ
れている状態において、前記アイコンに対応する領域上を前記指示体によるタッチ位置が
一の方向へ移動することに対応する信号が前記表示手段から出力されると、前記複数のア
イコンを前記タッチ位置の移動に応じて前記一の方向へ移動させるようにスクロール表示
させ、前記タッチ位置が検出されなくなることを条件として、前記新たな一つのアイコン
として決定することが可能であると判断されるアイコンのうち、前記一の位置に最も近い
位置に表示されるアイコンを、前記新たな一つのアイコンとすることを特徴とする請求項
９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備える画像処理装置を制御する制御
部を、
　画像を表示し、指示体による表示画面へのタッチ入力を検出する表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた設定の組で
あるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で前記表示手段に表示させ、残り
のアイコンのうちの少なくとも１つを非選択状態にあることを示す態様であって前記選択
状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で前記表示手段に表示さ
せ、かつ、前記一つのアイコンを一の位置に表示し、前記残りのアイコンを前記一の位置
の近傍領域に表示させるプリセット設定組選択画面表示制御手段と、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段によって前記アイコンが前記表示手段に表
示されている状態において、スタートボタンに対する利用者操作が受け付けられた場合に
、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組の設定値に従
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って前記画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行す
る画像処理機構制御手段と、
　して機能させ、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記アイコンが前記表示手段に表示さ
れている状態において、前記残りのアイコンのうちから選択される１つのアイコンである
特定アイコンに対応する表示画面内の位置が前記指示体によってタッチされたことに対応
する信号が前記表示手段から出力されると、前記近傍領域に位置していた前記特定アイコ
ンを前記一の位置に移動させるとともに、前記一の位置に位置していた前記１つのアイコ
ンを前記特定アイコンの移動方向と同一方向に移動させることによって前記近傍領域に位
置させ、前記一の位置に移動された前記特定アイコンを新たな一つのアイコンとして前記
選択状態態様で表示させ、前記新たな一つのアイコンとは異なる残りのアイコンを前記非
選択状態態様で表示させることを特徴とするプログラム。　
【請求項１２】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備える画像処理装置を制御する制御
部を、
　画像を表示し、指示体による表示画面へのタッチ入力を検出する表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた設定の組で
あるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で前記表示手段に表示させ、残り
のアイコンのうちの少なくとも１つを非選択状態にあることを示す態様であって前記選択
状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で前記表示手段に表示さ
せ、かつ、前記一つのアイコンを一の位置に表示し、前記残りのアイコンを前記一の位置
の近傍領域に表示させるプリセット設定組選択画面表示制御手段と、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段によって前記アイコンが前記表示手段に表
示されている状態において、スタートボタンに対する利用者操作が受け付けられた場合に
、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組の設定値に従
って前記画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行す
る画像処理機構制御手段と、
　して機能させ、
　前記プリセット設定組選択画面表示制御手段は、前記アイコンが前記表示手段に表示さ
れている状態において、前記アイコンに対応する領域上を前記指示体によるタッチ位置が
一の方向へ移動することに対応する信号が前記表示手段から出力されると、前記複数のア
イコンを前記タッチ位置の移動に応じて前記一の方向へ移動させるようにスクロール表示
させ、前記タッチ位置が検出されなくなることを条件として、複数のアイコンのうち、前
記一の位置に最も近い位置に表示されるアイコンを、新たな一つのアイコンとして前記一
の位置に前記選択状態態様で表示させ、前記新たな一つのアイコンとは異なる残りのアイ
コンを前記非選択状態態様で表示させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリント機能、スキャン機能、コピー機能、及びファクシミリ送受信機能などの
各種機能を兼ね備えた複合機（ＭＦＰ；Multifunction Peripheral）において、タッチパ
ネルディスプレイを備えるものが知られている。このような複合機では、上述のような各
種機能を利用するに当たって、タッチパネルディスプレイ上での利用者操作により、各種
パラメータの設定変更を行うことができる。
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【０００３】
　また、複数の設定項目の各々を、アイコンとして表示画面内の第１領域に表示する技術
がある。当該技術では、第１領域内のいずれかのアイコンを選択すると、選択されたアイ
コンが、第１領域とは別の領域である第２領域に表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４８９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した技術では、画像処理装置の表示画面を有効に活用することが困
難である。本明細書では、表示画面を有効に利用することができる技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態に記載の画像処理装置は、原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記
録媒体に対して画像を形成する画像形成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構
と、画像を表示し、指示体による表示画面へのタッチ入力を検出する表示手段と、画像処
理機構による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた設定の組であるプリセッ
ト設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、複数のプリセット設定組それぞれ
に対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態にあることを示す態様であ
る選択状態態様で表示手段に表示させ、残りのアイコンのうちの少なくとも１つを非選択
状態にあることを示す態様であって選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である
非選択状態態様で表示手段に表示させ、かつ、一つのアイコンを一の位置に表示し、残り
のアイコンを一の位置の近傍領域に表示させるプリセット設定組選択画面表示制御手段と
、プリセット設定組選択画面表示制御手段によってアイコンが表示手段に表示されている
状態において、スタートボタンに対する利用者操作が受け付けられた場合に、選択状態態
様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組の設定値に従って画像処理機構
を制御することにより、画像処理機構による画像処理を実行する画像処理機構制御手段と
、を備え、プリセット設定組選択画面表示制御手段は、アイコンが表示手段に表示されて
いる状態において、残りのアイコンのうちから選択される１つのアイコンである特定アイ
コンに対応する表示画面内の位置が指示体によってタッチされたことに対応する信号が表
示手段から出力されると、近傍領域に位置していた特定アイコンを一の位置に移動させる
とともに、一の位置に位置していた１つのアイコンを特定アイコンの移動方向と同一方向
に移動させることによって近傍領域に位置させ、一の位置に移動された特定アイコンを新
たな一つのアイコンとして選択状態態様で表示させ、新たな一つのアイコンとは異なる残
りのアイコンを非選択状態態様で表示させることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１または請求項２の画像処理装置によれば、選択状態である一つのアイコンを一
の位置に選択状態態様で表示することにより、その時点で選択されているプリセット設定
組をユーザに認識させることが可能となる。また、一の位置に一つのアイコンが表示され
ている状態で、残りのアイコンのうちから特定アイコンが選択されると、特定アイコンを
一の位置に移動させるとともに、一の位置に移動された特定アイコンを新たな一つのアイ
コンとして選択状態態様で表示させることができる。これにより、一つのアイコンおよび
残りのアイコンのうちから何れかのアイコンを選択する操作を受け付ける画面を用いて、
選択状態である一つのアイコンをユーザに認識させることができる。よって、一つのアイ
コンが選択状態である旨の情報を、他の領域に別途表示する場合などに比して、表示画面
を有効に利用することが可能となる。
【０００８】
　請求項３の画像処理装置によれば、選択状態態様で表示されるアイコンに、特定画像が
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付加されて表示される。これにより、一つのアイコンが選択状態であることを、ユーザに
認識させやすくすることができる。
【０００９】
　請求項４の画像処理装置によれば、一列に並んでいる複数のアイコンの各々を移動させ
ることにより、何れか１つのアイコンを一の位置に位置させることができる。これにより
、一の位置に位置させたいアイコンを、一列に表示されている複数のアイコンの中から見
つけ出せばよいため、一つのアイコンを選択する操作を簡易化することが可能となる。
【００１０】
　請求項５の画像処理装置によれば、一の位置の両隣側に、残りのアイコンを表示するこ
とができる。これにより、一の位置に位置させたいアイコンを、一の位置の両隣に表示さ
れているアイコンの中から見つけ出せばよいため、一つのアイコンを選択する操作を簡易
化することが可能となる。
【００１１】
　請求項６の画像処理装置によれば、アイコンを移動させている移動期間中においては、
移動中のアイコンの全てを非選択状態態様で表示させることができる。これにより、アイ
コンを移動させる画像処理を実行する際の、表示手段の処理負担を軽減することが可能と
なる。
【００１２】
　請求項７の画像処理装置によれば、所定の指示の入力を受け付けることに応じて、一つ
のアイコンを、一の位置から退避位置へ移動させることができる。これにより、表示手段
の表示画面の中央付近に、所定の画像を表示させるためのスペースを形成することが可能
となる。
【００１３】
　請求項８の画像処理装置によれば、複数のアイコンが一の方向へ移動するようにスクロ
ール表示された場合に、一の位置を一の方向へ越えて移動するアイコンが一の位置に表示
されることが防止できる。これにより、一の位置を行き過ぎたアイコンが一の方向と逆方
向に移動して一の位置へ戻る、というようなスクロール表示が行われないため、より自然
なスクロール表示を実行することが可能となる。
【００１４】
　請求項９の画像処理装置によれば、画像処理装置の装置状態に対応しているアイコンの
みを、新たな一つのアイコンの選択対象にすることができる。これにより、使用すること
ができない状態の機能に関連するアイコンを選択してしまう事態を防止することができる
。
【００１５】
　請求項１０の画像処理装置によれば、複数のアイコンが一の方向へ移動するようにスク
ロール表示された場合に、使用することができない状態の機能に関連するアイコンが一の
位置に表示されることが防止できる。
【００１６】
　なお、上記の画像処理装置を実現するためのコンピュータプログラム、及び、当該コン
ピュータプログラムを格納するコンピュータ読取可能記録媒体も、新規で有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】複合機の内部構成を示すブロック図。
【図２】操作パネル部を示す説明図。
【図３】設定変更処理を示すフローチャート。
【図４】設定変更処理を示すフローチャート。
【図５】設定変更処理を示すフローチャート。
【図６】設定変更処理を示すフローチャート。
【図７】設定変更処理を示すフローチャート。
【図８】設定変更処理を示すフローチャート。
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【図９】液晶ディスプレイに表示される画面の例を示す説明図。
【図１０】液晶ディスプレイに表示される画面の例を示す説明図。
【図１１】液晶ディスプレイに表示される画面の例を示す説明図。
【図１２】液晶ディスプレイに表示される画面の例を示す説明図。
【図１３】設定組アイコンの例を示す説明図。
【図１４】表示対象設定組アイコンの決定方法の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明の実施形態について、具体的な例を挙げて説明する。
［複合機の構成］　
　複合機１は、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能、電話機能
などの各種の機能を有する装置である。複合機１は、図１に示すように、制御部１１、画
像読取部１２、画像形成部１３、ネットワーク通信部１４、電話通信部１５、及び操作パ
ネル部１６などを備えている。
【００１９】
　制御部１１は、周知のＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３、及びＮＶＲＡＭ４４など
を備えるマイクロコンピュータを中心に構成されている。この制御部１１において、ＣＰ
Ｕ４１は、ＲＯＭ４２に記憶されたプログラムに従って後述する処理を実行し、これによ
り複合機１の各部が制御されている。
【００２０】
　ＲＯＭ４２は、複合機１の基本的な動作を制御するための基本機能プログラムを記憶し
ている。ＲＯＭ４２は、液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される、各種のアイコンの画像
を記憶している。ＲＯＭ４２は、各種のアイコンの画像に対応する表示文字列を記憶して
いる。表示文字列は、アイコンの近傍に表示される文字列である。
【００２１】
　ＮＶＲＡＭ４４は、複数のプリセット設定組を記憶する。プリセット設定組は、複合機
１による画像処理に関する複数の設定が予め組み合わされた組である。図１３に、プリセ
ット設定組の各々に対応する設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７の一例を示す。また、設定組
アイコンＢ４１～Ｂ４７の各々に対応する、表示文字列Ｃ１～Ｃ７の一例を示す。
【００２２】
　設定組アイコンＢ４１は、Ｂｏｏｋコピーに関する設定組に対応するアイコンである。
設定組アイコンＢ４２は、縮小コピーに関する設定組に対応するアイコンである。設定組
アイコンＢ４３は、拡大コピーに関する設定組に対応するアイコンである。設定組アイコ
ンＢ４４は、標準コピーに関する設定組に対応するアイコンである。設定組アイコンＢ４
５は、両面コピーに関する設定組に対応するアイコンである。設定組アイコンＢ４６は、
Ａ３コピーに関する設定組に対応するアイコンである。設定組アイコンＢ４７は、写真コ
ピーに関する設定組に対応するアイコンである。複合機１は、設定組アイコンＢ４１～Ｂ
４７のうちの何れかが選択されると、選択された設定組アイコンに対応するプリセット設
定組の設定値をＲＡＭ４３に読み出し、読み出した設定値に従って画像処理を制御する。
【００２３】
　設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７は、図１３に示すように、連続した一列に並ぶ関係を有
している。設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７は、連続するアイコン順番を有している。
　設定組アイコンＢ４１が、アイコン順番の１番目のアイコンである。設定組アイコンＢ
４７が、アイコン順番の７番目のアイコンである。また、設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７
の各々には、これらのアイコンを選択状態とすることができない複合機１の装置状態が割
り当てられている。例えば、「Ａ３コピー」の設定組をＲＡＭ４３に読み出すための設定
組アイコンＢ４６は、複合機１にＡ３サイズの印刷用紙がセットされていない場合には、
選択状態とすることが不可とされる。また、「写真コピー」の設定組をＲＡＭ４３に読み
出すための設定組アイコンＢ４７は、複合機１にセットされている各色のインクカートリ
ッジの何れか１つがインク切れの場合には、選択状態とすることが不可とされる。上記の
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ような、設定組アイコンと複合機１の装置状態との対応は、ＲＯＭ４２に記憶されている
。
【００２４】
　ＮＶＲＡＭ４４には、各種のパラメータが記憶されている。記憶されるパラメータの例
としては、第１移動速度、第２移動速度などが挙げられる。第１移動速度は、タッチパネ
ル部１６Ｃにフリック操作が入力されたかムーブ操作が入力されたかを判断する際に用い
られるパラメータである。第２移動速度は、スクロール距離を決定する際に用いられるパ
ラメータである。これらのパラメータは、予めユーザによって記憶されてもよい。
【００２５】
　ＲＡＭ４３は、揮発性のメモリであり、基本機能プログラムに従って処理が実行される
過程で生成される各種データを記憶するための記憶領域である。ＲＡＭ４３に記憶される
データの例としては、選択状態の設定組アイコンが挙げられる。選択状態の設定組アイコ
ンは、複数の設定組アイコンのうち、選択状態とされている設定組アイコンである。
【００２６】
　画像読取部１２は、イメージセンサ、自動原稿送り装置（Automatic Document Feeder
；ＡＤＦ）などによって構成され、ＡＤＦによって搬送される原稿又はフラットベッドの
プラテンガラス上に置かれた原稿からイメージセンサで画像を読み取り、その画像を表す
画像データを生成することができる。
【００２７】
　画像形成部１３は、インクジェット方式あるいは電子写真方式などを採用した画像形成
機構によって構成され、シート状の被記録媒体（例えば記録用紙）に対して画像を記録す
ることができる。画像形成部１３は、用紙サイズ検出センサ１３Ａ、インク残量センサ１
３Ｂを備えている。用紙サイズ検出センサ１３Ａは、複合機１にセットされている被記録
媒体のサイズ（例：Ａ４サイズなど）を検出する。インク残量センサ１３Ｂは、複合機１
にセットされている複数のインクカートリッジの各々について、インク残量を検出する。
【００２８】
　ネットワーク通信部１４は、ネットワークインターフェースカード（Network Interfac
e Card；ＮＩＣ）等によって構成される。電話通信部１５は、モデム等によって構成され
、電話回線（図示略）を介して通信を行う際に利用される。
【００２９】
　図２に示すように、操作パネル部１６は、液晶ディスプレイ部１６Ａ、内照式表示部１
６Ｂ、及びタッチパネル部１６Ｃを備える。液晶ディスプレイ部１６Ａは、任意の画像を
フルカラーで表示可能なＬＣＤモジュールを備える。液晶ディスプレイ部１６Ａには、各
種アイコンや利用者操作用ボタンなどの画像、及び各種情報を示すテキストなどが、操作
状況に応じて動的に表示される。
【００３０】
　内照式表示部１６Ｂは、テンキーやその他の利用者操作用ボタンを示す画像が表示され
る部分である。この内照式表示部１６Ｂの前面パネル上には、各画像が表示されることと
なる位置に対応付けて光透過部が設けられ、各光透過部の背後に設けられた発光素子を点
灯させると、透過光によって各画像が所定の色で発光表示される。なお、液晶ディスプレ
イ部１６Ａの表示面と内照式表示部１６Ｂの表示面は、同一面上に位置するように配設さ
れている。
【００３１】
　タッチパネル部１６Ｃは、周知の方式（例えば静電容量方式など）で指先や操作子によ
るタッチ操作を検出可能な透明なフィルム状の入力デバイスである。このタッチパネル部
１６Ｃは、液晶ディスプレイ部１６Ａ及び内照式表示部１６Ｂの表示面に重ねて配置され
ている。本実施形態においては、タッチパネル部１６Ｃによってタッチ操作が検出された
際、タッチ操作されたタッチ位置に応じた出力信号が、タッチパネル部１６Ｃから制御部
１１に出力される。制御部１１は、出力信号に基づいて、そのタッチ操作が、ドラッグ操
作やフリック操作などのスライド操作なのか、あるいはシングルタップ操作やダブルタッ
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プ操作などのタップ操作なのか、ピンチ操作なのか、を判断する。制御部１１は、また、
液晶ディスプレイ部１６Ａの表示面と重なる範囲、及び内照式表示部１６Ｂによって表示
される画像と重なる位置に対するタッチ操作であるか否かも判断する。制御部１１は、判
断したタッチ操作の種類と位置とに対応する処理を実行する。
【００３２】
［画面表示例］
　図９～図１２に、液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される画像の表示例を示す。図９は
、基本画面Ｐ１の表示例である。基本画面Ｐ１は、複合機１が待機状態である場合に、液
晶ディスプレイ部１６Ａに表示される画面である。基本画面Ｐ１において、左側にある領
域２１Ｂには、「ファクス」アイコンＢ１１、「コピー」アイコンＢ１２、「スキャン」
アイコンＢ１３、が表示される。これらのアイコンは、複合機１の各機能に対応するアイ
コンである。
【００３３】
　利用者が「ファクス」アイコンＢ１１、「コピー」アイコンＢ１２、「スキャン」アイ
コンＢ１３の何れかに対するタッチ操作を行うと、制御部１１は、これらの機能ごとのト
ップページとなる画面を、液晶ディスプレイ部１６Ａに表示する。
【００３４】
　図１０に、プリセット設定組選択画面Ｐ２の表示例を示す。プリセット設定組選択画面
Ｐ２は、基本画面Ｐ１の「コピー」アイコンＢ１２がタッチされた場合に、液晶ディスプ
レイ部１６Ａに表示される画面である。プリセット設定組選択画面Ｐ２は、液晶ディスプ
レイ部１６Ａの表示領域を、三つの領域２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃに分割した画面である。
上段の領域２５Ａには、各種情報が表示される。中段の領域２５Ｂは、複数の設定組アイ
コンや、左スクロールボタンＢ７１および右スクロールボタンＢ７２を表示する領域であ
る。下段の領域２５Ｃには、コピー実行ボタンＢ６１、詳細設定ボタンＢ６３が表示され
る。
【００３５】
　領域２５Ｂは、中央領域Ｌ１、右側近傍領域Ｌ３、左側近傍領域Ｌ２、を備える。中央
領域Ｌ１の左側に左側近傍領域Ｌ２が位置しており、中央領域Ｌ１の右側に右側近傍領域
Ｌ３が位置している。中央領域Ｌ１は、選択状態の設定組アイコンを表示する領域である
。右側近傍領域Ｌ３および左側近傍領域Ｌ２は、非選択状態の設定組アイコンを表示する
領域である。図１０の表示例では、中央領域Ｌ１に設定組アイコンＢ４４が表示されてい
る。設定組アイコンＢ４４の上側には、ＲＯＭ４２に記憶されている表示文字列Ｃ４＝「
標準コピー」が表示される。左側近傍領域Ｌ２には、設定組アイコンＢ４３が表示されて
いる。右側近傍領域Ｌ３には、設定組アイコンＢ４５が表示されている。
【００３６】
　右側近傍領域Ｌ３および左側近傍領域Ｌ２に表示される設定組アイコンの背景色は、通
常色（黒色）とされる。一方、中央領域Ｌ１に表示される設定組アイコンの背景色は、通
常色（黒色）と異なる特定色（青色）とされる。また、中央領域Ｌ１に表示される設定組
アイコンＢ４４の上部には、表示文字列Ｃ４が表示される。これにより、中央領域Ｌ１に
表示される設定組アイコンＢ４４には、選択状態にあることを示すフォーカスが付与され
る。
【００３７】
　図１１に、プリセット設定組選択画面Ｐ２ａを示す。プリセット設定組選択画面Ｐ２ａ
は、図１０のプリセット設定組選択画面Ｐ２の領域２５Ｂをスクロールした状態の画面の
表示例である。図１１のプリセット設定組選択画面Ｐ２ａの表示例では、中央領域Ｌ１に
設定組アイコンＢ４５が表示される。設定組アイコンＢ４５の上側には、表示文字列Ｃ５
＝「両面コピー（片面）」が表示される。左側近傍領域Ｌ２には、設定組アイコンＢ４４
が表示される。右側近傍領域Ｌ３には、設定組アイコンＢ４６が表示される。
【００３８】
　図１２に、詳細設定画面Ｐ３の表示例を示す。詳細設定画面Ｐ３は、プリセット設定組
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選択画面Ｐ２（図１０）やＰ２ａ（図１１）の詳細設定ボタンＢ６３がタッチされた場合
に、液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される画面である。詳細設定画面Ｐ３は、三つの領
域２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃを備える。右の領域２７Ｃには、選択状態の設定組アイコンや
、ＯＫボタンＢ６５が表示される。中央の領域２７Ｂには、スクロールバーが表示される
。左の領域２７Ａには、領域２７Ｃに表示中の選択状態の設定組アイコンに対応する、複
数の設定項目およびその設定値が表示される。領域２７Ａは、利用者操作に応じて上下方
向（図１２、矢印Ａ３、Ａ４方向）にスクロールする領域とされている。そして、このス
クロールに伴って表示領域から外れた位置にある設定項目すべてを確認可能とされている
。
【００３９】
　図１２の表示例では、領域２７Ｃには、選択状態の設定組アイコンＢ４４（標準コピー
）が表示されている。また、領域２７Ａには、選択状態の設定組アイコンＢ４４に対応す
る処理（標準コピー）に関する、複数の設定項目（記録紙タイプなど）が、ＮＶＲＡＭ４
４から読み出されて表示されている。
【００４０】
　［設定変更処理］
　次に、以上のような画面遷移を伴う設定変更処理を実現するため、複合機１において制
御部１１によって実行される処理の内容を、図３～図８に示すフローチャートに基づいて
説明する。
【００４１】
　Ｓ４１０において制御部１１は、基本画面Ｐ１を液晶ディスプレイ部１６Ａに表示する
。そして、「ファクス」アイコンＢ１１、「コピー」アイコンＢ１２、「スキャン」アイ
コンＢ１３の何れかがタッチされたか否かを判断する。図９の基本画面Ｐ１の表示例を用
いて、具体的な判断方法の例を説明する。「ファクス」アイコンＢ１１～「スキャン」ア
イコンＢ１３の各々の表示領域を示す座標が、ＲＯＭ４２に予め記憶されている。制御部
１１は、タッチパネル部１６Ｃ上のタッチ位置を、基本機能プログラムから取得する。取
得されたタッチ位置が、「ファクス」アイコンＢ１１～「スキャン」アイコンＢ１３の何
れかの表示領域を示す座標内に位置する場合には、タッチ位置が位置しているアイコンに
タッチ入力されていると判断することができる。アイコンの何れにもタッチ入力されてい
ない場合（Ｓ４１０：ＮＯ）にはＳ４１０へ戻り、アイコンの何れかにタッチ入力された
場合（Ｓ４１０：ＹＥＳ）にはＳ４１１へ進む。
【００４２】
　以下では、図Ａに示した基本画面Ｐ１において、「コピー」アイコンＢ１２がタッチさ
れた場合に実行される処理を例に挙げて説明する。なお、「ファクス」アイコンＢ１１や
「スキャン」アイコンＢ１３がタッチされた場合の処理内容も、「コピー」アイコンＢ１
２がタッチされた場合の処理内容と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００４３】
　Ｓ４１１において、制御部１１は、デフォルトの設定組アイコンを示す情報（例：アイ
コンの識別ＩＤ）を、選択状態の設定組アイコンを示す情報としてＲＡＭ４３に記憶させ
る。本実施形態の説明例では、設定組アイコンＢ４４（標準コピー）が、デフォルトの設
定組アイコンに設定されている場合を説明する。デフォルトの設定組アイコンは、ユーザ
によって定められてもよいし、複合機１の製造者によって定められていてもよい。
【００４４】
　Ｓ４１２において、制御部１１は、設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７の画像（図１３）を
、ＲＯＭ４２から読み出す。Ｓ４１４において、制御部１１は、設定組アイコンに対応す
る表示文字列Ｂ５１～Ｂ５７を、ＲＯＭ４２からＲＡＭ４３に読み出す。
【００４５】
　Ｓ４１６において、制御部１１は、選択状態の設定組アイコンを、中央領域Ｌ１に表示
する。また、選択状態の設定組アイコンの１つ前のアイコン順番の設定組アイコンを、中
央領域Ｌ１に対して左側に隣接する左側近傍領域Ｌ２に表示する。また、選択状態の設定
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組アイコンの１つ後のアイコン順番の設定組アイコンを、中央領域Ｌ１に対して右側に隣
接する右側近傍領域Ｌ３に表示する。これにより、中央領域Ｌ１に表示されている選択状
態の設定組アイコンと、左側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域Ｌ３に表示されている設定
組アイコンとは、一列に並んだ状態で表示される。
【００４６】
　図１０の表示例では、中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設定組アイコン（設定
組アイコンＢ４４）と、左側近傍領域Ｌ２に表示されている設定組アイコンＢ４３と、右
側近傍領域Ｌ３に表示されている設定組アイコンＢ４５とは、一列に並んだ状態で表示さ
れる。
【００４７】
　Ｓ４３０において制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示された選択状態の設定組アイコン
の背景色を、特定色（青色）に変更する。Ｓ４３２において制御部１１は、選択状態の設
定組アイコンの上部に、選択状態の設定組アイコンに対応する表示文字列を表示する。背
景色が特定色であることで、中央領域Ｌ１に表示された設定組アイコンは、選択状態であ
ることが分かる。また、設定組アイコンの上部に表示文字列が表示されることによっても
、中央領域Ｌ１に表示された設定組アイコンは、選択状態であることが分かる。また、左
側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域Ｌ３に表示された設定組アイコンは、背景色が特定色
ではないため、非選択状態態様であることが分かる。非選択状態態様は、非選択状態にあ
ることを示す態様であり、選択状態態様とは異なる態様である。
【００４８】
　図１０の表示例では、中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設定組アイコン（設定
組アイコンＢ４４）の背景色が特定色（青色）に変更される。また、設定組アイコンＢ４
４の上部に、表示文字列Ｃ４＝「標準コピー」が表示される。
【００４９】
　Ｓ４４８（図４）において、制御部１１は、左側近傍領域Ｌ２または右側近傍領域Ｌ３
に表示されている設定組アイコンがタッチされたか否かを判断する。タッチされた場合（
Ｓ４４８：ＹＥＳ）には、Ｓ４５０へ進む。
【００５０】
　Ｓ４５０において制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示された選択状態の設定組アイコン
の、選択状態態様での表示を終了する。具体的には、中央領域Ｌ１に表示された選択状態
の設定組アイコンの背景色を通常色（黒色）へ戻す。また、表示文字列を消去する。これ
により、中央領域Ｌ１に表示される選択状態の設定組アイコンの、選択状態態様での表示
が終了する。
【００５１】
　Ｓ４５４において、制御部１１は、左側近傍領域Ｌ２（または右側近傍領域Ｌ３）に位
置していた、タッチされた設定組アイコンを中央領域Ｌ１に移動させる。同時に、中央領
域Ｌ１に表示されていた選択状態の設定組アイコンを、タッチされた設定組アイコンの移
動方向と同一方向に移動させることによって、右側近傍領域Ｌ３（または左側近傍領域Ｌ
２）に位置させる。また同時に、新たな別の設定組アイコンを、液晶ディスプレイ部１６
Ａ外から左側近傍領域Ｌ２（または右側近傍領域Ｌ３）にフレームインするように移動さ
せる。これにより、タッチされた設定組アイコンが中央領域Ｌ１の位置に移動するように
、設定組アイコンの列をスクロール表示する処理が行われる。
【００５２】
　Ｓ４５６において制御部１１は、Ｓ４４８でタッチされた設定組アイコンを示す情報を
、新たな選択状態の設定組アイコンを示す情報としてＲＡＭ４３に記憶させるとともに、
Ｓ４４８でタッチされた設定組アイコンを選択状態態様で表示する。具体的には、背景色
を特定色（青色）に変更するとともに、表示文字列を表示する。また、左側近傍領域Ｌ２
または右側近傍領域Ｌ３に表示された設定組アイコンを、非選択状態態様で表示する。具
体的には、背景色を通常色（黒色）に維持するとともに、表示文字列を表示しない。
【００５３】
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　Ｓ４４８～Ｓ４５６の処理例を、図１０および図１１の画面表示例を用いて説明する。
図１０において、右側近傍領域Ｌ３に表示されている設定組アイコンＢ４５がタッチされ
た場合の処理例を説明する。制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示された選択状態の設定組
アイコンＢ４４の選択状態態様での表示を終了する（Ｓ４５０）。制御部１１は、右側近
傍領域Ｌ３に位置していた、タッチされた設定組アイコンＢ４５を、中央領域Ｌ１に移動
させる。同時に、中央領域Ｌ１に表示されていた選択状態の設定組アイコンＢ４４を、設
定組アイコンＢ４５の移動方向（左方向）と同一方向に移動させることによって、左側近
傍領域Ｌ２に位置させる。また右側近傍領域Ｌ３に、新たに設定組アイコンＢ４６を表示
する。これにより、タッチされた設定組アイコンＢ４５が中央領域Ｌ１の位置に移動する
ように、設定組アイコンの列をスクロール表示する処理が行われる（Ｓ４５４）。制御部
１１は、選択された設定組アイコンＢ４５を示す情報を、選択状態の設定組アイコンを示
す情報としてＲＡＭ４３に記憶させる。また設定組アイコンＢ４５を、選択状態態様で表
示する（Ｓ４５６）。よって、図１０の表示画面から図１１の表示画面へ遷移する。
【００５４】
　一方、Ｓ４４８において、左側近傍領域Ｌ２または右側近傍領域Ｌ３に表示されている
設定組アイコンがタッチされていない場合（Ｓ４４８：ＮＯ）には、Ｓ４５８（図５）へ
進む。Ｓ４５８において、制御部１１は、領域２５Ｂに左右方向のフリック操作が入力さ
れたか否かを判断する。フリック操作の入力が行われたか否かの判断方法の一例を説明す
る。制御部１１は、タッチパネル部１６Ｃを用いて、定期的（例：数十ミリセカンドごと
）にタッチ位置を検出する。そして、領域２５Ｂ内でのタッチ位置の移動（ドラッグ）が
検出され、その後にタッチ位置が検出されなくなった場合には、タッチ位置の移動速度を
算出する。タッチ位置の移動速度は、タッチ位置が検出されなくなった時点以前の直近に
検出された２つのタッチ位置の２点間の距離と、測定間隔時間に基づいて算出される。算
出されたタッチ位置の移動速度が、予め定められた第１移動速度よりも大きい場合には、
フリック操作が入力されたと判断し（Ｓ４５８：ＹＥＳ）、Ｓ４６０へ進む。
【００５５】
　Ｓ４６０において、制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示される選択状態の設定組アイコ
ンの、選択状態態様での表示を終了する。なお、具体的な処理内容は、Ｓ４５０の処理内
容と同様であるため、説明を省略する。
【００５６】
　Ｓ４６６において、タッチ位置の移動方向が、領域２５Ｂ内の右方向である場合には、
右方向のフリック操作が入力されたと判断され（Ｓ４６６：右方向）、Ｓ４６８へ進む。
Ｓ４６８において制御部１１は、領域２５Ｂに表示されている設定組アイコンを、右方向
にスクロール表示する。図１０の表示例では、表示されている３つの設定組アイコンＢ４
３～Ｂ４５が右側に移動して液晶ディスプレイ部１６Ａからフレームアウトするとともに
、液晶ディスプレイ部１６Ａの左側から設定組アイコンＢ４２、Ｂ４１などがフレームイ
ンするように、スクロール表示が行われる。また、設定組アイコンの移動が開始される際
の初期移動速度は、タッチ位置の移動速度に応じた速度とされる。
【００５７】
　また、Ｓ４６６において、タッチ位置の移動方向が、領域２５Ｂ内の左方向である場合
には、左方向のフリック操作が入力されたと判断され（Ｓ４６６：左方向）、Ｓ４７０へ
進む。Ｓ４７０において制御部１１は、領域２５Ｂに表示されている設定組アイコンを、
左方向にスクロール表示する。また、設定組アイコンの移動が開始される際の初期移動速
度は、タッチ位置の移動速度に応じた速度とされる。
【００５８】
　Ｓ４７２において、制御部１１は、中央領域Ｌ１に新たに表示する設定組アイコンであ
る表示対象設定組アイコンを決定する。表示対象設定組アイコンの決定方法の一例を説明
する。制御部１１は、スクロール距離を決定する。具体的には、速度減衰関数を用いて、
Ｓ４６６で算出された初期移動速度を、時間の経過とともに減速させていく。そして、ア
イコンの移動速度が予め定められた第２移動速度を下回った時点におけるアイコンの移動
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距離を、スクロール距離とする。制御部１１は、設定組アイコンＢ４１～Ｂ４７の列（図
１３）を、スクロール距離の分だけスクロール移動方向へ移動させる。移動後の設定組ア
イコンＢ４１～Ｂ４７のうち、設定組アイコンの中心線が、中央領域Ｌ１の中心線をスク
ロール移動方向側に越えていない設定組アイコンを抽出する。そして、抽出した複数の設
定組アイコンのうちから、中央領域Ｌ１に最も近い位置に表示される設定組アイコンを、
表示対象設定組アイコンとして決定する。
【００５９】
　表示対象設定組アイコンの決定方法の具体例を、図１４の表示例を用いて説明する。図
１４（ａ）は、スクロール前の領域２５Ｂを示している。図１４（ｂ）は、左方向にスク
ロール後の領域２５Ｂを示している。図１４（ｂ）では、設定組アイコンの各々が、図１
４（ａ）に対してスクロール距離Ｄ１だけ左方向に移動している。図１４（ｂ）において
、設定組アイコンＢ４５の中心線ＢＭ１が、中央領域Ｌ１の中心線ＬＭ１をスクロール移
動方向（左方向）側に越えているため、設定組アイコンＢ４５は、表示対象設定組アイコ
ンとして選択されない。一方、設定組アイコンＢ４６の中心線ＢＭ２は、中央領域Ｌ１の
中心線ＬＭ１をスクロール移動方向（左方向）側に越えていない。また、設定組アイコン
Ｂ４６は、中央領域Ｌ１に最も近い位置に表示されているアイコンである。よって、設定
組アイコンＢ４６が、表示対象設定組アイコンとして選択される。
【００６０】
　Ｓ４７４において、制御部１１は、Ｓ４７２で表示対象設定組アイコンとして決定され
た設定組アイコンが、表示可能な設定組アイコンであるか否かを判断する。具体的には、
制御部１１は、各種のセンサ（用紙サイズ検出センサ１３Ａ、インク残量センサ１３Ｂな
ど）によって複合機１の装置状態を検出する。そして、表示対象設定組アイコンとして選
択された設定組アイコンが、検出された装置状態の下において、選択状態とすることが可
能であるか否かが判断される。
【００６１】
　選択状態とすることが可能な設定組アイコンではない場合（Ｓ４７４：ＮＯ）には、Ｓ
４７６へ進み、表示対象設定組アイコンとして現在選択されている設定組アイコンに対し
て、スクロール順番の次の順番を有する設定組アイコンを、表示対象設定組アイコンとし
て新たに選択する。そしてＳ４７４へ戻る。
【００６２】
　一方、選択状態とすることが可能なアイコンである場合（Ｓ４７４：ＹＥＳ）にはＳ４
７８へ進み、表示対象設定組アイコンを、選択状態の設定組アイコンとして中央領域Ｌ１
に表示する。Ｓ４８０において制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示された、選択状態の設
定組アイコンの表示態様を、選択状態態様に変更する。
【００６３】
　表示対象設定組アイコンが、選択状態とすることが可能な設定組アイコンであるか否か
の判断方法の具体例を、図１４（ｂ）、（ｃ）の表示例を用いて説明する。例として、複
合機１にＡ３サイズの印刷用紙がセットされていない場合を説明する。また例として、ス
クロール後の状態が図１４（ｃ）に示す状態であり、設定組アイコンＢ４６（Ａ３コピー
）が、表示対象設定組アイコンの候補とされる場合を説明する。制御部１１は、Ｓ４７４
において、用紙サイズ検出センサ１３Ａを用いて、複合機１にＡ３サイズの印刷用紙がセ
ットされていない装置状態であることを検出する。制御部１１は、Ａ３サイズの印刷用紙
がセットされていない装置状態であるため、表示対象設定組アイコンの候補とされた設定
組アイコンＢ４６（Ａ３コピー）は、選択状態とすることが不可なアイコンであると判断
する（Ｓ４７４：ＮＯ）。Ｓ４７６において、制御部１１は、設定組アイコンＢ４６に対
してスクロール順番の次の順番を有する設定組アイコンＢ４７（写真コピー）を、表示対
象設定組アイコンの候補として新たに選択する。設定組アイコンＢ４７は、Ａ３サイズの
印刷用紙がセットされていない装置状態においても選択状態とすることが可能なアイコン
であるため（Ｓ４７４：ＹＥＳ）、設定組アイコンＢ４７が表示対象設定組アイコンとし
て決定され、選択状態態様で中央領域Ｌ１に表示される（Ｓ４７８、Ｓ４８０）。これに
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より、領域２５Ｂが図１４（ｂ）の状態から図１４（ｃ）の状態に遷移する。
【００６４】
　一方、Ｓ４５８において、領域２５Ｂに左右方向のフリック操作が入力されていない場
合（Ｓ４５８：ＮＯ）には、Ｓ４８８（図６）へ進む。Ｓ４８８において、制御部１１は
、左スクロールボタンＢ７１または右スクロールボタンＢ７２がタッチされたか否かを判
断する。タッチされた場合（Ｓ４８８：ＹＥＳ）には、Ｓ４９０へ進む。
【００６５】
　Ｓ４９０において制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示された選択状態の設定組アイコン
の、選択状態態様での表示を終了する。Ｓ４９２において、制御部１１は、何れのスクロ
ールボタンがタッチされたかを判断する。右スクロールボタンＢ７２がタッチされた場合
には（Ｓ４９２：右スクロール）、Ｓ４９４へ進む。Ｓ４９４において制御部１１は、領
域２５Ｂに表示されている設定組アイコンを、１つのアイコン分だけ右方向にスクロール
表示する。また、Ｓ４９２において、左スクロールボタンＢ７１がタッチされた場合には
（Ｓ４９２：左スクロール）、Ｓ４９６へ進む。Ｓ４９６において制御部１１は、領域２
５Ｂに表示されている設定組アイコンを、１つのアイコン分だけ左方向にスクロール表示
する。Ｓ５００において制御部１１は、中央領域Ｌ１に新たに表示された設定組アイコン
を示す情報を、新たな選択状態の設定組アイコンを示す情報としてＲＡＭ４３に記憶させ
るとともに、選択状態態様で表示する。そしてＳ４４８（図４）へ戻る。
【００６６】
　一方、Ｓ４８８において、左スクロールボタンＢ７１または右スクロールボタンＢ７２
がタッチされていない場合（Ｓ４８８：ＮＯ）には、Ｓ５０８（図７）へ進む。Ｓ５０８
において、制御部１１は、領域２５Ｂに左右方向のムーブ操作が入力されたか否かを判断
する。ムーブ操作の入力が行われたか否かの判断方法の一例を説明する。制御部１１は、
Ｓ４５８で前述した方法を用いて、タッチ位置の移動速度を算出する。そして、算出され
たタッチ位置の移動速度が、予め定められた第１移動速度よりも小さい場合には、ムーブ
操作が入力されたと判断し（Ｓ５０８：ＹＥＳ）、Ｓ５０９へ進む。
【００６７】
　Ｓ５０９において、制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示される選択状態の設定組アイコ
ンの、選択状態態様での表示を終了する。Ｓ５１０において制御部１１は、タッチ位置の
移動距離に応じて、領域２５Ｂに表示されている設定組アイコンを、左右方向にスクロー
ル表示する。Ｓ５１１において制御部１１は、タッチ位置が検出されなくなったか否かを
判断する。タッチ位置が検出されている場合（Ｓ５１１：ＮＯ）にはＳ５１１へ戻り、検
出されなくなった場合（Ｓ５１１：ＹＥＳ）にはＳ５１２へ進む。
【００６８】
　Ｓ５１２において制御部１１は、中央領域Ｌ１に新たに表示する設定組アイコンである
、表示対象設定組アイコンを決定する。表示対象設定組アイコンの決定方法の一例を説明
する。制御部１１は、Ｓ５１０のスクロール処理によって移動された設定組アイコンＢ４
１～Ｂ４７のうち、設定組アイコンの中心線が、中央領域Ｌ１の中心線をスクロール移動
方向側に越えていない設定組アイコンを抽出する。そして、抽出した複数の設定組アイコ
ンのうちから、中央領域Ｌ１に最も近い位置に表示される設定組アイコンを、表示対象設
定組アイコンとして決定する。
【００６９】
　また、Ｓ５１４～Ｓ５２０で行われる各処理は、前述したＳ４７４～Ｓ４８０で行われ
る各処理と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００７０】
　一方、Ｓ５０８において、領域２５Ｂに左右方向のムーブ操作が入力されていない場合
（Ｓ５０８：ＮＯ）には、Ｓ５２８へ進む。Ｓ５２８において、制御部１１は、コピー実
行ボタンＢ６１がタッチされたか否かを判断する。コピー実行ボタンＢ６１がタッチされ
た場合（Ｓ５２８：ＹＥＳ）には、Ｓ５３０へ進む。Ｓ５３０において、制御部１１は、
中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設定組アイコンに対応する設定値を、ＮＶＲＡ
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Ｍ４４から読み出し、ＲＡＭ４３に展開する。Ｓ５３２において、制御部１１は、ＲＡＭ
４３に展開した設定値に従って画像形成部１３を制御する。これにより、コピー処理が実
行される。
【００７１】
　一方、Ｓ５２８において、コピー実行ボタンＢ６１がタッチされていない場合（Ｓ５２
８：ＮＯ）には、Ｓ５３８（図８）へ進む。Ｓ５３８において、制御部１１は、詳細設定
ボタンＢ６３がタッチされたか否かを判断する。詳細設定ボタンＢ６３タッチされた場合
（Ｓ５３８：ＹＥＳ）には、Ｓ５４０へ進む。
【００７２】
　Ｓ５４０において、制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設定組ア
イコンに対応する複数の設定項目およびその設定値を、ＮＶＲＡＭ４４から読み出してＲ
ＡＭ４３に展開する。Ｓ５４４において制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示されている選
択状態の設定組アイコンの、選択状態態様での表示を終了する。Ｓ５４６において、制御
部１１は、左側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域Ｌ３に表示されていた設定組アイコンを
消去する。Ｓ５４８において、制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示されていた選択状態の
設定組アイコンを、液晶ディスプレイ部１６Ａの右側に位置する退避位置Ｌ４に移動させ
る。退避位置Ｌ４は、液晶ディスプレイ部１６Ａの表示画面の外周部に近い位置である。
【００７３】
　Ｓ５５０において、制御部１１は、Ｓ５４８で設定組アイコンを移動することによって
生成された領域に、Ｓ５４０で読み出した複数の設定項目およびその設定値を一覧表示す
る。Ｓ５５２において、制御部１１は、設定項目の変更操作が行われたか否かを判断する
。設定項目の変更操作の一例としては、表示されている複数の設定項目の何れかにタッチ
入力やドラッグ入力をすることによって、設定値を変更する操作が挙げられる。設定項目
の変更操作が行われていない場合（Ｓ５５２：ＮＯ）にはＳ４１２（図３）へ戻り、行わ
れた場合（Ｓ５５２：ＹＥＳ）にはＳ５５４へ進む。Ｓ５５４において制御部１１は、Ｏ
ＫボタンＢ６５（図１２）がタッチされたか否かを判断する。ＯＫボタンＢ６５がタッチ
されていない場合（Ｓ５５４：ＮＯ）にはＳ５５２へ戻り、タッチされた場合（Ｓ５５４
：ＹＥＳ）にはＳ５５６へ進む。Ｓ５５６において制御部１１は、Ｓ５５２で変更された
設定値に従って画像形成部１３を制御する。これにより、コピー処理が実行される。
【００７４】
　Ｓ５４０～Ｓ５５６の処理例を、図１０および図１２の画面表示例を用いて説明する。
図１０において、詳細設定ボタンＢ６３がタッチされた場合の処理例を説明する。制御部
１１は、中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設定組アイコンＢ４４（標準コピー）
に対応する複数の設定項目およびその設定値を、ＮＶＲＡＭ４４から読み出してＲＡＭ４
３に展開する（Ｓ５４０）。制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示されている選択状態の設
定組アイコンＢ４４の選択状態態様での表示を終了する（Ｓ５４４）。制御部１１は、左
側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域Ｌ３に表示されていた、設定組アイコンＢ４３および
Ｂ４５を消去する（Ｓ５４６）。制御部１１は、中央領域Ｌ１に表示されていた選択状態
の設定組アイコンＢ４４を、液晶ディスプレイ部１６Ａの右側に位置する退避位置Ｌ４（
図１２）に移動させる（Ｓ５４８）。制御部１１は、設定組アイコンＢ４４を移動するこ
とによって生成された領域２７Ａに、標準コピーに関する複数の設定項目およびその設定
値を一覧表示する（Ｓ５５０）。制御部１１は、領域２７Ａに表示されている設定項目の
何れかに対して、変更操作が行われたか否かを判断する（Ｓ５５２）。ＯＫボタンＢ６５
がタッチされることに応じて（Ｓ５５４：ＹＥＳ）、変更された設定値に従ってコピー処
理が実行される（Ｓ５５６）。
【００７５】
［効果］
　以上説明したように、上記複合機１によれば、選択状態の設定組アイコンを中央領域Ｌ
１に選択状態態様で表示することにより（Ｓ４３０、Ｓ４３２、Ｓ４５６、Ｓ４８０、Ｓ
５００、Ｓ５２０など）、その時点で選択されている設定組アイコンをユーザに認識させ
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ることが可能となる。また、中央領域Ｌ１に一つの設定組アイコンが表示されている状態
で、残りの設定組アイコンのうちから設定組アイコンが選択されると、選択された設定組
アイコンを中央領域Ｌ１に移動させるとともに（Ｓ４５４、Ｓ４６８、Ｓ４７０、Ｓ４９
４、Ｓ４９６、Ｓ５１０など）、選択された設定組アイコンを示す情報（例：アイコンの
識別ＩＤ）を、新たな選択状態の設定組アイコンを示す情報としてＲＡＭ４３に記憶させ
るとともに、選択された設定組アイコンを選択状態態様で表示させることができる（Ｓ４
５６、Ｓ４８０、Ｓ５００、Ｓ５２０など）。これにより、選択状態の設定組アイコンお
よび非選択状態の設定組アイコンのうちから何れかの設定組アイコンを選択する操作を受
け付ける領域（領域２５Ｂ、図１０）を用いて、選択状態の設定組アイコンをユーザに認
識させることができる。よって、設定組アイコンが選択状態である旨の情報を、他の領域
に別途表示する場合などに比して、表示画面を有効に利用することが可能となる。
【００７６】
　上記複合機１によれば、選択状態態様で表示される設定組アイコンの背景色が特定色（
青色）に変更されたり（Ｓ４３０）、表示文字列が付加されて表示される（Ｓ４３２）。
これにより、選択状態の設定組アイコンを、ユーザに認識させやすくすることができる。
【００７７】
　上記複合機１によれば、領域２５Ｂに一列に並んで表示されている複数の設定組アイコ
ンの各々を移動させることにより、何れか１つの設定組アイコンを中央領域Ｌ１に位置さ
せることができる。これにより、中央領域Ｌ１に位置させたい設定組アイコンを、一列に
表示されている複数の設定組アイコンの中から見つけ出せばよいため、一つの設定組アイ
コンを選択する操作を簡易化することが可能となる。
【００７８】
　上記複合機１によれば、中央領域Ｌ１の両隣側（左側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域
Ｌ３）に、非選択状態の設定組アイコンを表示することができる。これにより、中央領域
Ｌ１に位置させたい設定組アイコンを、左側近傍領域Ｌ２および右側近傍領域Ｌ３に表示
されている設定組アイコンの中から見つけ出せばよいため、一つの設定組アイコンを選択
する操作を簡易化することが可能となる。
【００７９】
　上記複合機１によれば、設定組アイコンを移動させてスクロール表示処理を実行してい
る期間中においては、移動中の設定組アイコンの全てを非選択状態態様で表示させること
ができる（Ｓ４５０、Ｓ４６０、Ｓ４９０、Ｓ５０９）。これにより、設定組アイコンを
移動させる画像処理を実行する際の、制御部１１の処理負担を軽減することが可能となる
。
【００８０】
　上記複合機１によれば、詳細設定ボタンＢ６３（図１０、図１１）がタッチされること
に応じて、選択状態の設定組アイコンを、中央領域Ｌ１から退避位置Ｌ４へ移動させるこ
とができる（Ｓ５４８、図１２）。これにより、表示手段の表示画面の中央付近に、設定
項目および設定値を一覧表示させるためのスペースを形成することが可能となる。
【００８１】
　上記複合機１によれば、検出された複合機１の装置状態の下において、選択状態とする
ことが可能である設定組アイコンのみを、選択状態とすることができる（Ｓ４７４、Ｓ５
１４）。これにより、使用することができない状態の機能に関連する設定組アイコンを選
択してしまう事態を防止することができる。
【００８２】
　上記複合機１によれば、複数の設定組アイコンが一の方向へ移動するようにスクロール
表示された場合に、中央領域Ｌ１を一の方向へ越えて移動する設定組アイコンが中央領域
Ｌ１に表示されることが防止できる（Ｓ４７２、Ｓ５１２）。これにより、中央領域Ｌ１
を行き過ぎた設定組アイコンが一の方向と逆方向に移動して中央領域Ｌ１へ戻る、という
ようなスクロール表示が行われないため、より自然なスクロール表示を実行することが可
能となる。
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【００８３】
　その他の実施形態以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的
な一実施形態に限定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。以下に変形
例を説明する。
【００８４】
〔変形例〕
　複合機１の装置状態を検出するセンサは、用紙サイズ検出センサ１３Ａやインク残量セ
ンサ１３Ｂに限られず、各種のセンサを用いることが可能である。例えば、紙詰まりやカ
バーオープンを検出するセンサを用いても良い。
【００８５】
　例えば、上記実施形態では、コピー実行ボタンＢ６１、詳細設定ボタンＢ６３、ＯＫボ
タンＢ６５、左スクロールボタンＢ７１、右スクロールボタンＢ７２などが、液晶ディス
プレイ部１６Ａに表示され、それらに対する入力操作をタッチパネル部１６Ｃで受け付け
るように構成されていたが、いずれかのボタン又は全てのボタンが、タッチパネル部１６
Ｃとは異なる入力手段（例えば、ボタンを備える入力装置）によって構成されていてもよ
い。
【００８６】
　また、上記実施形態では、タッチパネル部１６Ｃについては、周知の方式（例えば静電
容量方式など）でタッチ操作を検出可能であればよい旨を説明したが、静電容量方式以外
の方式としては、例えば、電磁誘導方式、赤外線方式、表面弾性波方式、抵抗膜方式など
を利用することができる。
【００８７】
　また、上記実施形態では、液晶ディスプレイ部１６Ａ及び内照式表示部１６Ｂの双方で
単一のタッチパネル部１６Ｃを共用する例を示したが、液晶ディスプレイ部１６Ａと内照
式表示部１６Ｂとで、それぞれ別々のタッチパネル部が設けられていてもよい。その場合
、それら別々のタッチパネル部は、同じ方式のものであってもよいが、それぞれ異なる方
式のタッチパネル部であってもよい。例えば、一方は指先での操作に適した方式で、他方
は操作子（例えば、操作用のペン）での操作に適した方式にするとか、一方は分解能が高
い方式で、他方は分解能が低いものの安価な方式にする、といったことが可能である。
【００８８】
　また、上記実施形態では、表示デバイスである液晶ディスプレイ部１６Ａと入力デバイ
スであるタッチパネル部１６Ｃを重ねた構造にすることで、表示機能及び入力機能の双方
を備える操作パネル部１６を構成してあったが、単一のデバイスで表示機能及び入力機能
の双方を備えるデバイスを利用すれば、そのような単一のデバイスで操作パネル部１６を
構成することもできる。
【００８９】
　また、上記実施形態では、複合機１が備える制御部１１及び操作パネル部１６により、
上述の各種表示及び各種入力の受け付けを実現する例を示したが、複合機１とパーソナル
コンピュータ（ＰＣ）やスマートフォンなどの情報処理装置とを接続した場合は、それら
の情報処理装置が備える制御部、表示部、及び入力部を利用して、上述の各種表示及び各
種入力の受け付けを実現することも可能である。
【００９０】
　具体的には、図３から図８のフローチャートに示した各処理と同等な処理を、複合機１
に接続された情報処理装置の制御部に実行させるプログラムを情報処理装置にインストー
ルし、そのプログラムに従った処理を情報処理装置の制御部が実行する。これにより、情
報処理装置が備える表示部及び入力部において、上述の各種表示及び各種入力の受け付け
が実現され、例えば、図９から図１２に示す画面は、情報処理装置が備える表示部に表示
される。
【００９１】
　加えて、上記実施形態では、コピー機能に関する設定変更について例示したが、他の機
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能に関する設定変更についても、同様のユーザーインターフェースで実現できるのはもち
ろんである。
【００９２】
　また、上記実施形態では、ファクス機能、スキャン機能、コピー機能などを備える複合
機１を例に挙げたが、単機能のプリンタ、単機能のイメージスキャナ、単機能のファクシ
ミリ装置などにおいても、本発明の構成を採用することができる。また、上述したパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）やスマートフォンなどの情報処理装置を、表示部及び入力部と
して利用する構成とする場合にも、そのような情報処理装置での制御対象については、上
述のような単機能のプリンタ、スキャナ、ファクシミリ装置とすることができる。この場
合、情報処理装置では、図３から図８のフローチャートが示す処理と同等な処理を実行さ
せるためのプログラムを利用して、それら単機能の機器を対象とした表示及び入力などを
実行することとなる。
【符号の説明】
【００９３】
　１・・・複合機、１１・・・制御部、１２・・・画像読取部、１３・・・画像形成部、
１４・・・ネットワーク通信部、１５・・・電話通信部、１６・・・操作パネル部、１６
Ａ・・・液晶ディスプレイ部、１６Ｂ・・・内照式表示部、１６Ｃ・・・タッチパネル部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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