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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定する設定項目を選択するための選択キーを複数含む項目選択画面を複数種表示する
表示部と、
　使用者の操作を受け付けるタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされたことを認識
すると異なるページの項目選択画面を前記表示部に新たに表示させ、そして、表示された
選択キーへの予め定められた固定操作と前記固定操作がなされた選択キーである固定キー
を前記タッチパネル部の出力に基づいて認識し、前記タッチパネル部の出力に基づき前記
固定操作の解除に伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したとき、前記固
定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含み、選択キーが固定されていない項
目選択画面を前記表示部に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされたと認識した
とき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させる制御部と、を含み
、
　前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき前記固定操作が続けられた状態で前
記切り替え操作がなされたことを認識したとき、前記固定操作がなされた項目選択画面で
の表示位置と同じ位置に前記固定キーが表示されるように、異なるページの項目選択画面
を前記表示部に表示させ、
　前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき、前記固定操作が解除されてから所
定時間以内に前記固定キーの表示領域をタッチする操作を前記第２決定操作と認識し、前
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記固定キーの表示領域外をタッチする操作を前記第１決定操作として認識することを特徴
とする表示入力装置。
【請求項２】
　設定する設定項目を選択するための選択キーを複数含む項目選択画面を複数種表示する
表示部と、
　使用者の操作を受け付けるタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされたことを認識
すると異なるページの項目選択画面を前記表示部に新たに表示させ、そして、表示された
選択キーへの予め定められた固定操作と前記固定操作がなされた選択キーである固定キー
を前記タッチパネル部の出力に基づいて認識し、前記タッチパネル部の出力に基づき前記
固定操作の解除に伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したとき、前記固
定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含み、選択キーが固定されていない項
目選択画面を前記表示部に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされたと認識した
とき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させる制御部と、を含み
、
　前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき、予め定められた戻し方向以外の成
分が最も大きくなるように前記固定操作から続けられているタッチ位置を移動させてから
離す操作を前記第１決定操作として認識し、前記戻し方向の成分が最も大きくなるように
前記固定操作から続けられているタッチ位置を移動させてから離す操作を前記第２決定操
作と認識することを特徴とする表示入力装置。
【請求項３】
　設定する設定項目を選択するための選択キーを複数含む項目選択画面を複数種表示する
表示部と、
　使用者の操作を受け付けるタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされたことを認識
すると異なるページの項目選択画面を前記表示部に新たに表示させ、そして、表示された
選択キーへの予め定められた固定操作と前記固定操作がなされた選択キーである固定キー
を前記タッチパネル部の出力に基づいて認識し、前記タッチパネル部の出力に基づき前記
固定操作の解除に伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したとき、前記固
定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含み、選択キーが固定されていない項
目選択画面を前記表示部に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされたと認識した
とき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させる制御部と、を含み
、
　前記制御部は、前記固定操作を解除したときに表示していた選択キーを含む項目選択画
面を前記表示部に表示させた後、予め定められたやり直し操作がなされたことを前記タッ
チパネル部の出力に基づき認識したとき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表
示部に表示させ、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させた後、前
記やり直し操作がなされたことを前記タッチパネル部の出力に基づき認識したとき、前記
固定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含む項目選択画面を前記表示部に表
示させることを特徴とする表示入力装置。
【請求項４】
　設定する設定項目を選択するための選択キーを複数含む項目選択画面を複数種表示する
表示部と、
　使用者の操作を受け付けるタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされたことを認識
すると異なるページの項目選択画面を前記表示部に新たに表示させ、そして、表示された
選択キーへの予め定められた固定操作と前記固定操作がなされた選択キーである固定キー
を前記タッチパネル部の出力に基づいて認識し、前記タッチパネル部の出力に基づき前記
固定操作の解除に伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したとき、前記固
定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含み、選択キーが固定されていない項
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目選択画面を前記表示部に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされたと認識した
とき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させる制御部と、を含み
、
　前記制御部は、前記固定操作が解除されてから所定時間何ら操作がなされないとき、前
記固定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含む項目選択画面を前記表示部に
表示させることを特徴とする表示入力装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき前記固定操作が続けられた状態で前
記切り替え操作がなされたことを認識したとき、前記固定操作がなされた項目選択画面で
の表示位置と同じ位置に前記固定キーが表示されるように、異なるページの項目選択画面
を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２乃至４の何れか１項に記載の表示入
力装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき、表示された選択キーに対する長押
しを前記固定操作と認識することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の表示
入力装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の表示入力装置を含む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、表示部と、タッチパネルを含む表示入力装置に関する。又、この表示入力装
置を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピューターのような情報処理装置では、マウスやタッチパネルのようなデバイスを
用いて、特定のオブジェクト（画像）を指定できるようにすることがある。例えば、指定
したオブジェクトを画像データ内の所望の位置に移動させるといった処理がなされる。こ
のようなオブジェクトを指定できる情報処理装置の一例が特許文献１に記載されている。
【０００３】
　具体的に、特許文献１には、オブジェクトを表示し、表示手段上の複数の位置が指定さ
れたことを認識し、複数のオブジェクトのうちの１つが表示された位置（第１の位置）を
認識し、指定されたオブジェクトが表示されていない位置（第２の位置）を認識した状態
で第２の位置の移動が検出されたとき、指定オブジェクト以外のオブジェクトをスクロー
ルさせる情報処理装置が記載されている。この構成により、表示領域よりも大きな画像デ
ータを開いたとき、表示領域中の指定オブジェクトの位置を固定しつつ、背景や他のオブ
ジェクトのスクロールを行えるようにしようとする（特許文献１：請求項１、段落［００
２１］、図１２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０８６５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複写機、複合機、プリンター、ＦＡＸ装置のような画像形成装置には、操作パネル（「
表示入力装置」）が設けられることがある。操作パネルには、画面を表示する表示部（表
示パネル）やタッチパネルが設けられる。そして、画面内に表示されたソフトキーへの操
作をタッチパネルにより検知することで、使用者による設定操作が受け付けられる。
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【０００６】
　具体的に、画像形成装置の操作パネルには、実行するジョブを選択する操作や、選択し
たジョブに関する設定項目を選択する操作や、選択した設定項目に関する設定値の入力が
使用者によりなされる。表示部には、ジョブを選択するための画面や、設定項目を選択す
るための画面や、選択した設定項目について設定値を設定するための画面が表示される。
使用者は、各画面で表示されるソフトキーへのタッチ操作を行って、所望の結果が得られ
るように設定を行う。
【０００７】
　ここで、画像形成装置の高機能化により、ジョブに関する設定項目は多数に及ぶ。設定
項目を選択するための画面だけでも、複数用意される。そして、使用者は、どの画面でど
のような設定項目を選択できるか一通り確認してから、設定値を設定する場合がある。こ
のような場合、使用者は、設定項目を選択するための画面を順番に１つずつ切り替え、確
認を行う。そして、確認後、設定項目を選択し、設定値を設定することになる。しかし、
この一連の確認の設定の手順では、設定項目を選ぶための画面を繰り返し行き来するよう
に切り替えなければならず、操作が煩わしいという問題がある。また、設定済の設定値を
確認したい場合、再度、繰り返し行き来するように画面の切り替えを繰り返さなくてはな
らない。
【０００８】
　ここで、特許文献１記載の情報処理装置では、指定したオブジェクトの画面内の表示位
置を固定しつつ、スクロール操作に応じてオブジェクトの背景画面を切り替え表示するの
みであり、簡単な操作で使用者が所望する画面にジャンプする（切り替わる）わけではな
い。また、画像データの内容を全て把握するには、スクロール操作を続けて画像データの
全体を見渡さなくてはならない。従って、画面を繰り返し行き来するように画面を表示さ
せる必要があり、操作が煩わしいという問題を解決することはできない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、設定したい設定項目を選択するためのキーを固定でき
るようにし、かつ、固定の終了に伴い、簡単な操作で使用者が所望する画面に切り替えら
れる（遷移できる）ようにし、使いやすさを向上させる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題解決のため請求項１～４に係る表示入力装置は、表示部と、タッチパネル部と
、制御部を含む。前記表示部は、設定する設定項目を選択するための選択キーを複数含む
項目選択画面を複数種表示する。前記タッチパネル部は、使用者の操作を受け付ける。前
記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされた
ことを認識すると異なるページの項目選択画面を前記表示部に新たに表示させ、そして、
表示された選択キーへの予め定められた固定操作と前記固定操作がなされた選択キーであ
る固定キーを前記タッチパネル部の出力に基づいて認識し、前記タッチパネル部の出力に
基づき前記固定操作の解除に伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したと
き、前記固定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含み、選択キーが固定され
ていない項目選択画面を前記表示部に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされた
と認識したとき、前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させる。請求
項１に係る表示入力装置では、前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき前記固
定操作が続けられた状態で前記切り替え操作がなされたことを認識したとき、前記固定操
作がなされた項目選択画面での表示位置と同じ位置に前記固定キーが表示されるように、
異なるページの項目選択画面を前記表示部に表示させる。また、前記制御部は、前記タッ
チパネル部の出力に基づき、前記固定操作が解除されてから所定時間以内に前記固定キー
の表示領域をタッチする操作を前記第２決定操作と認識し、前記固定キーの表示領域外を
タッチする操作を前記第１決定操作として認識する。請求項２に係る表示入力装置では、
前記制御部は、前記タッチパネル部の出力に基づき、予め定められた戻し方向以外の成分
が最も大きくなるように前記固定操作から続けられているタッチ位置を移動させてから離
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す操作を前記第１決定操作として認識し、前記戻し方向の成分が最も大きくなるように前
記固定操作から続けられているタッチ位置を移動させてから離す操作を前記第２決定操作
と認識する。請求項３に係る表示入力装置では、前記制御部は、前記固定操作を解除した
ときに表示していた選択キーを含む項目選択画面を前記表示部に表示させた後、予め定め
られたやり直し操作がなされたことを前記タッチパネル部の出力に基づき認識したとき、
前記固定操作がなされた項目選択画面を前記表示部に表示させ、前記固定操作がなされた
項目選択画面を前記表示部に表示させた後、前記やり直し操作がなされたことを前記タッ
チパネル部の出力に基づき認識したとき、前記固定操作が解除されたときに表示していた
選択キーを含む項目選択画面を前記表示部に表示させる。請求項４に係る表示入力装置で
は、前記制御部は、前記固定操作が解除されてから所定時間何ら操作がなされないとき、
前記固定操作が解除されたときに表示していた選択キーを含む項目選択画面を前記表示部
に表示させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、項目選択画面のページを切り替えてどのような設定項目があるかを確
認した後、固定した選択キーの項目選択画面や、現在表示中の選択キーを含む項目選択画
面に、簡単な操作で切り替えられることができる。複数画面分ジャンプして元の画面に戻
ることができ、表示入力装置の使いやすさを向上させることができる。また、項目選択画
面で表示される設定項目の順番を変えるような変更を行うと、使用するたびに目的とする
設定項目の選択キーの位置が変わるので使用者に混乱を与えることになる。しかも、固定
操作によるキーの固定は１度限りであるので、使用者を混乱させない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る複合機の一例を示す図である。
【図２】実施形態に係る複合機のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】実施形態に係る操作パネルでの項目選択画面の切り替えの一例を示す図である。
【図４】特定の選択キーを固定した状態での項目選択画面の切り替えの一例を示す図であ
る。
【図５】固定操作解除後の項目選択画面の切り替えの一例を示す図である。
【図６】固定操作解除後の項目選択画面の切り替えの一例を示す図である。
【図７】実施形態に係る操作パネルで選択キーを固定したときの表示の流れの一例を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態を図１～図７を用いて説明する。ここで、表示入力装置として、複合
機１００（画像形成装置に相当）に設けられた操作パネル１を例に挙げ説明する。但し、
本実施の形態に記載されている構成、配置等の各要素は、発明の範囲を限定せず、単なる
説明例にすぎない。
【００１４】
（複合機１００の概略）
　まず、図１に基づき、実施形態に係る複合機１００の概略を説明する。図１は、実施形
態に係る複合機１００の一例を示す図である。
【００１５】
　複合機１００は、上部に画像読取部２ａ、原稿搬送部２ｂ、操作パネル１が設けられる
。原稿搬送部２ｂは、セットされた原稿を１枚ずつ連続的に画像読取部２ａの読取位置（
送り読取用コンタクトガラス２１）に向けて搬送する。又、原稿搬送部２ｂは、図１の紙
面奥側に設けられた支点（不図示）により、手前側を振るようにして開閉可能である。書
籍のような原稿を載置読取用コンタクトガラス２２に載せることができる。画像読取部２
ａは、搬送される原稿、又は、載置された原稿を読み取る。そして、画像読取部２ａは、
原稿の画像データを生成する。生成された原稿の画像データは、コピーや送信などに用い
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られる。
【００１６】
　また、複合機１００本体内部に、印刷部３が設けられる。印刷部３は、給紙部３ａ、搬
送部３ｂ、画像形成部３ｃ、中間転写部３ｄ、定着部３ｅを含む。給紙部３ａは、印刷に
用いる用紙を供給する。搬送部３ｂは、装置内で用紙を搬送する。画像形成部３ｃは、各
色（ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ）の画像形成ユニット３１Ｂｋ、３１Ｙ、３
１Ｃ、３１Ｍと、画像形成ユニット３１Ｂｋ～３１Ｍのそれぞれに設けられた感光体ドラ
ムを露光する露光装置３２を含む。各画像形成ユニット３１Ｂｋ、３１Ｙ、３１Ｃ、３１
Ｍと露光装置３２は、画像データに基づき、各色のトナー像を生成する。中間転写部３ｄ
は、各画像形成ユニットで生成されたトナー像の１次転写を受け、給紙部３ａから供給さ
れた用紙にトナー像を２次転写する。定着部３ｅは、用紙に転写されたトナー像を定着さ
せる。搬送部３ｂは、定着部３ｅを通過した用紙を排出トレイ３３に排出する。
【００１７】
　操作パネル１は、印刷、送信、原稿読み取りのような画像形成装置の機能を利用したジ
ョブの設定を行うための表示入力装置として機能する。操作パネル１では、複合機１００
の有する機能のうち、コピー機能や、スキャン送信機能のようなジョブの種類（機能）を
選択し、選択したジョブに関して設けられた設定項目を選択し、選択した設定項目の設定
値を定めることができる。
【００１８】
　図１に示すように、操作パネル１は、複合機１００の正面上方に設けられる。操作パネ
ル１は、表示部１１を含む。表示部１１は、液晶表示パネルである。しかし、画面、画像
を表示できるものであればよく、他種の表示パネルを用いてもよい。表示部１１は、実行
するジョブの種類の選択、設定項目の選択、設定値の設定、設定の完了、設定のキャンセ
ル、ジョブの実行指示を行うためのソフトキー（ボタン）を表示する。使用者は、表示部
１１に表示されたソフトキーに対して操作を行って（ソフトキーの表示位置をタッチして
）設定を行う。
【００１９】
　又、表示部１１の上面には、使用者の操作を受け付けるためのタッチパネル部１２が設
けられる。タッチパネル部１２はタッチパネル、タッチされた位置、座標を検知するため
の回路を含む。尚、タッチパネル部１２には、複数点のタッチを検知できるものを用いる
ことができる（例えば、静電容量方式）。又、操作パネル１には、複数のハードキー１３
１３が設けられる。ハードキー１３には、数字入力用のテンキーや、ジョブの実行開始を
指示するためのスタートキーが含まれる。又、コピー機能を利用する際に押されるコピー
キー１４、スキャナ機能、ＦＡＸ機能のような送信機能を利用する際に押される送信キー
１５のような機能を選択するためのキーも設けられる。
【００２０】
（複合機１００のハードウェア構成）
　次に、図２に基づき、実施形態に係る複合機１００のハードウェア構成を説明する。図
２は、実施形態に係る複合機１００のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００２１】
　複合機１００内には、主制御部４が設けられる。主制御部４は、操作パネル１、画像読
取部２ａ、原稿搬送部２ｂ、印刷部３（給紙部３ａ、搬送部３ｂ、画像形成部３ｃ、定着
部３ｅ）のような複合機１００に含まれる部分の制御を統括する。
【００２２】
　主制御部４は、ＣＰＵ４１、画像処理部４２のような処理、演算を行う回路を含む。Ｃ
ＰＵ４１は、記憶部４３に記憶される制御プログラムや制御データに基づき演算を行い、
複合機１００の各部を制御する。全体制御や画像処理を行う基板と、印刷部３を制御する
基板、を分割するように、主制御部４は、機能ごとに分割されてもよい。画像処理部４２
は、複合機１００に入力された画像データ（画像読取部２ａによる読み取りで得られたデ
ータや通信部４４が受信したデータ）に対し、画像処理を施す。画像処理部４２が処理し



(7) JP 6035318 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

た画像データは、画像形成部３ｃによるトナー像形成に用いられたり、記憶部４３に記憶
されたり、通信部４４からコンピューター２００やＦＡＸ装置３００に送信されたりする
。
【００２３】
　記憶部４３は、主制御部４と通信可能に接続される。記憶部４３は、ＲＡＭのような揮
発性の記憶装置と、ＲＯＭ、ＨＤＤのような不揮発性の記憶装置を含む。記憶部４３は、
複合機１００の制御用プログラム、制御用データ、設定データ、画像データ等の各種デー
タを記憶できる。
【００２４】
　そして、主制御部４は、各種コネクタ、ソケットやＦＡＸモデム等を備えた通信部４４
（通信インターフェイス）と通信可能に接続される。通信部４４はネットワークや公衆回
線により、複数の外部のコンピューター２００（ＰＣやサーバー）やＦＡＸ装置３００（
図２では、いずれも便宜上１つのみ図示）と通信可能に接続される。通信部４４を用いて
、画像読取部２ａでの原稿読み取りで得られた画像データをコンピューター２００や相手
方ＦＡＸ装置３００に送信することができる（スキャン送信機能）。又、通信部４４を用
いて、コンピューター２００や相手方ＦＡＸ装置３００から送信され、複合機１００に入
力される画像データに基づき印刷を行うこともできる（プリンター機能、ＦＡＸ機能）。
【００２５】
　又、主制御部４は、操作パネル１と通信可能に接続される。主制御部４は、操作パネル
１になされた入力内容、設定内容を示す信号を操作パネル１から受信し、ユーザーの設定
にあわせてコピーや送信のようなジョブが行われるように印刷部３、原稿搬送部２ｂ、画
像読取部２ａ、通信部４４、記憶部４３を制御する。
【００２６】
　具体的に、操作パネル１は、パネル制御部１０、パネルメモリー１６、表示部１１、タ
ッチパネル部１２、ハードキー１３（テンキー部、スタートキー、コピーキー１４、送信
キー１５）を含む。
【００２７】
　パネル制御部１０は、ＣＰＵ、ＩＣ、及び、表示部１１（液晶パネル）のドライバ回路
を含む。パネル制御部１０は、表示部１１の表示を制御する。又、パネル制御部１０は、
タッチパネル部１２の出力を受け、表示部１１（タッチパネル部１２）で操作された（タ
ッチされた）位置（座標）を認識する。タッチパネル部１２の出力と位置（座標）の対応
を示すテーブルのようなデータは、パネルメモリー１６に記憶される。パネル制御部１０
は、押された位置と、表示部１１に表示されている画面の画像データを比較して、画面上
で操作されたソフトキーを認識する。又、パネル制御部１０は、ハードキー１３からの信
号を受け、いずれのハードキー１３が押されたかを認識する。
【００２８】
　また、各種画面を表示するため画面用データＤ１が記憶される。画面用データＤ１は、
背景の画像データ、枠組みの画像データ、画面に表示するソフトキーの画像データ、メッ
セージ、説明文、設定項目名、設定値を示す文字（テキストデータ）、画像やテキストの
表示位置を定義したデータのような各画面の表示に用いる各種データを含む。パネル制御
部１０は、タッチパネル部１２に対する操作（各画面に配されるソフトキーへの操作）や
ハードキー１３への操作に応じて、画面用データＤ１のうち、次の画面表示に要するデー
タを読み出し、表示部１１に画面を切り替えさせる。
【００２９】
（選択キー５を固定しない場合の設定項目の選択）
　次に、図３を用いて、本実施形態に係る操作パネル１での選択キー５を固定しない場合
の設定項目の選択について説明する。図３は、実施形態に係る操作パネル１での項目選択
画面６の切り替えの一例を示す図である。
【００３０】
　本実施形態の操作パネル１には、コピーキー１４、送信キー１５のような実行するジョ
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ブ（用いる機能）を選択するためのキーが配される。使用者は、複合機１００を用いると
き、これらのキーを押して実行するジョブを選択する。また、操作パネル１の初期画面（
階層上、最上位の画面）に、用いる機能を選択するためのソフトキーを配するようにして
もよい。
【００３１】
　タッチパネル部１２の出力や、ハードキー１３からの信号に基づき、パネル制御部１０
は、使用者によって選ばれたジョブの種類を認識する。パネル制御部１０は、選択された
ジョブの種類に対して設けられた設定項目を選択するための画面（項目選択画面６）を表
示部１１に表示させる。例えば、コピー機能が選択されたとき、パネル制御部１０は、コ
ピー機能に対して設けられた設定項目を選択するための画面を表示させる（図３参照）。
また、送信機能が選択されたとき、パネル制御部１０は、送信機能に対して設けられた設
定項目を選択するための画面を表示させる。
【００３２】
　また、操作パネル１には、システムメニューキー１７が配される。複合機１００の基本
的な動作を設定するとき、使用者は、システムメニューキー１７を押す。例えば、システ
ムメニューキー１７を操作した後、複合機１００で用いる言語の設定や、ネットワークに
関する設定や、ジョブに関する設定項目のデフォルト値の設定を行うことができる。尚、
操作パネル１の初期画面（階層上、最上位の画面）に、システムの設定を行うことを選択
するためのソフトキーを配するようにしてもよい。
【００３３】
　タッチパネル部１２の出力や、ハードキー１３からの信号に基づき、パネル制御部１０
がシステムの設定を行う旨の入力を認識したとき、パネル制御部１０は、システムの設定
に関して設けられた設定項目を選択するための画面（項目選択画面６）を表示部１１に表
示させる。
【００３４】
　このように、操作パネル１では、設定可能な項目を選択するための画面を表示させるこ
とができる。使用者は、所望の結果を得られるように、設定項目を選択し、選択した設定
項目の画面で設定値を設定する。例えば、両面コピーを行いたいとき、使用者は、コピー
機能を選択し、両面印刷の設定項目を選択する操作を行い、両面印刷の設定項目の画面で
ソフトキーを操作して、両面印刷の内容の設定を行う。
【００３５】
　ここで、図３を用いて、項目選択画面６の一例を説明する。図３では、実行するジョブ
としてコピーを選択したときに表示させることができる項目選択画面６を例に挙げて説明
する。なお、送信ジョブやシステム設定に関しても項目選択画面６が用意されるが、詳細
な説明は割愛する。
【００３６】
　尚、図３は、選択キー５を固定しない場合に表示される項目選択画面６を示している。
【００３７】
　パネル制御部１０は、項目選択画面６内に、設定項目を選択するための選択キー５を複
数表示させる。選択キー５は、横方向を長手方向とした長方形である。パネル制御部１０
は、複数の選択キー５が縦方向に並ぶように表示部１１に表示させる。本実施形態の操作
パネル１では、１枚の項目選択画面６につき５個の選択キー５が表示される。なお、１枚
の項目選択画面６内に表示させる選択キー５の数は、６個以上でもよいし、１個以上４個
以下でもよい。選択キー５は、設定項目を選ぶためのものである。そのため、項目選択画
面６に表示されるそれぞれの選択キー５が対応する設定項目はそれぞれ異なる。
【００３８】
　パネル制御部１０は、各選択キー５の内側かつ左側には、対応する設定項目名を表示部
１１に表示させる。パネル制御部１０は、各選択キー５の内側かつ右側に、対応する設定
項目での現在の設定値を表示部１１に表示させる。設定項目ごとにデフォルトの設定値が
予め定められている。項目選択画面６を表示させた当初は、デフォルトの設定値が表示さ
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れる。パネルメモリー１６や記憶部４３は、各設定項目のデフォルトの設定値を定めたデ
ータを記憶する。
【００３９】
　パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき選択キー５へのタッチを認識
する。そして、パネル制御部１０は、タッチされた選択キー５に記された設定項目が選択
されたと認識する。例えば、図３の最上段の項目選択画面６のうち、「原稿サイズ（Orig
inal Size）」の設定項目に対応する選択キー５１がタッチされたとき、パネル制御部１
０は、原稿サイズの設定項目が選択されたと認識する。そして、パネル制御部１０は、原
稿サイズを設定するための画面を表示部１１に表示させる。
【００４０】
　選択キー５への操作に応じて切り替えた画面（選択した設定項目の画面）での設定値の
設定が完了すると、パネル制御部１０は、選択キー５の操作時点に表示させていた項目選
択画面６を表示部１１に表示させる（元に戻る）。
【００４１】
　１つの選択キー５は、１種類の設定項目に対応している。一方、設定項目は多数ある。
そのため、１ページ分の（１枚の）項目選択画面６内に全設定項目の選択キー５を表示す
ることはできない。そこで、複数ページ分の項目選択画面６が用意される。そして、それ
ぞれの設定項目に対応する選択キー５は、複数ページの項目選択画面６のうち、何れかに
配される。図３は、全５ページの項目選択画面６のうち、３ページ分を図示している。図
３に示す項目選択画面６のうち、１段目のものが１枚目（１ページ目）の項目選択画面６
である。中段目のものは２枚目（２ページ目）の項目選択画面６である。３段目のものは
３枚目（３ページ目）の項目選択画面６である。
【００４２】
　設定項目の順番は（どの設定項目の選択キー５をどのような順番で表示するか）は予め
定められる。具体的に、選択キー５を固定していないとき、１ページ目の項目選択画面６
では、１～５番目までの設定項目の選択キー５が表示される。１ページ目の項目選択画面
６には、「Original Size（原稿サイズ）」、「Density（濃度）」といった設定項目に対
応する選択キー５が配される。「Collate（ページ揃え）」の順番は先頭であり、「Origi
nal Size（原稿サイズ）」の順番は２番目であり、「Density（濃度）」の順番は５番目
である（他は図３の最上段の図参照）。
【００４３】
　選択キー５を固定していないとき、２ページ目の項目選択画面６では、６～１０番目ま
での設定項目の選択キー５が表示される。２ページ目の項目選択画面６には、「Eco Prin
t（エコプリント）」、「Hue Adjustment（色相調整）」といった設定項目に対応する選
択キー５が配される。そして、「Eco Print（エコプリント）」の設定項目の順番は７番
目、「Hue Adjustment（色相調整）」の設定項目の順番は８番目である（他は図３の２段
目の図参照）。
【００４４】
　選択キー５を固定していないとき、３ページ目の項目選択画面６では、１１～１５番目
までの設定項目の選択キー５が表示される。３ページ目の項目選択画面６には、「Zoom（
拡大／縮小）」、「Sharpness（シャープネス）」といった設定項目に対応する選択キー
５が配される。そして、「Zoom（拡大／縮小）」の設定項目の順番は１１番目、「Sharpn
ess（シャープネス）」の設定項目の順番は１２番目である（他は図３の最下段の図参照
）。
【００４５】
　また、選択キー５を固定していないとき、パネル制御部１０は、各項目選択画面６の右
側の枠内に、「現在表示している項目選択画面６が何ページ目に当たるかを示す数字／項
目選択画面６の総ページ数」を表示部１１に表示させる。図３では、５ページ分の項目選
択画面６が、全設定項目の選択キー５を表示するために用意されている例を示している。
【００４６】
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　そして、表示する項目選択画面６を切り替えるための切り替えキーが各項目選択画面６
内に設けられる。切り替えキーとして、次ページキーＫ１と前ページキーＫ２が設けられ
る。次ページキーＫ１は、次のページの項目選択画面６に切り替えるためのキーである。
前ページキーＫ２は、前のページの項目選択画面６に切り替えるためのキーである。最初
のページの項目選択画面６には、次ページキーＫ１が配される（図３参照）。また、２ペ
ージ目～最後のページよりも１つ前のページの項目選択画面６には、次ページキーＫ１と
前ページキーＫ２が配される（図３参照）。また、項目選択画面６の最後のページには、
前ページキーＫ２が配される。
【００４７】
　パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき、切り替えキーへのタッチ（
予め定められた切り替え操作）を認識する。タッチパネル部１２の出力に基づき前ページ
キーＫ２を押す操作がなされたと認識したとき、パネル制御部１０は、現在表示している
項目選択画面６の１つ前のページの項目選択画面６を表示部１１に新たに表示させる。ま
た、次ページキーＫ１を押す操作がなされたと認識したとき、パネル制御部１０は、現在
表示している項目選択画面６の次のページの項目選択画面６を表示部１１に新たに表示さ
せる。
【００４８】
　使用者は、切り替えキーを操作して、どのような設定項目があるかを確認できる。そし
て、使用者は、所望の設定項目に対応する選択キー５を操作する。そして、使用者は、設
定項目を選択することにより表示される画面で、選択した設定項目の設定値を定める。
【００４９】
（選択キー５の固定と固定した状態での項目選択画面６の切り替え）
　次に、図４に基づき、実施形態に係る操作パネル１での選択キー５の固定と項目選択画
面６の切り替えを説明する。図４は、特定の選択キー５を固定した状態での項目選択画面
６の切り替えの一例を示す図である。
【００５０】
　本実施形態の操作パネル１、複合機１００では、選択キー５を固定し、固定した選択キ
ー５を各項目選択画面６に表示させることができる。
【００５１】
　まず、選択キー５のうち１つを固定キー７としてを定める操作である固定操作を説明す
る。どのような操作を固定操作とするかは、適宜定めることができる。本実施形態の操作
パネル１では、固定操作は、選択キー５を長押しする操作である。制御部は、タッチパネ
ル部１２の出力に基づき、領域内が所定時間（例えば、０．５～数秒）続けて押されてい
る選択キー５を、固定キー７と認識する。言い換えると、パネル制御部１０は、タッチパ
ネル部１２の出力に基づき、選択キー５への長押し操作を固定操作と認識する。
【００５２】
　そして、制御部は、タッチパネル部１２の出力に基づき固定操作が続けられた状態で切
り替え操作がなされたことを認識したとき、切り替え後の項目選択画面６内であって、固
定操作がなされた項目選択画面６での固定キー７の表示位置と同じ位置となるように、固
定キー７を表示部１１に表示させる。
【００５３】
　図４は、「Density」の設定項目に対応する選択キー５への固定操作を続けている状態
で、項目選択画面６を切り替えた例を示している。図４に示すように、固定操作を続けて
いる（固定キー７の表示位置をタッチし続けている）間、パネル制御部１０は、切り替え
られたそれぞれの項目選択画面６内に、固定キー７を表示部１１に表示させる。各項目選
択画面６では、固定キー７は、固定操作がなされた画面での配置位置と同じ位置に表示さ
れる。項目選択画面６を切り替えても、固定キー７が表示される。
【００５４】
　そのため、設定しようか迷っている設定項目の選択キー５を固定しつつ、項目選択画面
６を切り替えて他にどのような設定項目があるかを確認することができる。例えば、原稿
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よりも文字を鮮やかにする（はっきりした文字で印刷する）ため、濃度を濃くすることを
思いついたものの、他に関連する設定項目を探す場合を想定する。このような場合、「De
nsity」という設定する項目の候補を確保しつつ、項目選択画面６を切り替えて、関連す
る設定項目を探すことができる。なお、印刷物の文字をはっきりさせることに関する設定
項目には、「Sharpness」がある。
【００５５】
　図３、図４の例では、選択キー５を固定しないとき、１つの項目選択画面６内に５種類
の選択キー５が表示される。選択キー５を固定したとき、５種類のうち１つが固定される
ので、項目選択画面６を切り替えたときに新たに表示される選択キー５の数は、４つとな
る。
【００５６】
　通常のときに（キーを固定しない場合に）、固定キー７の表示位置に表示されていた選
択キー５は、次の順番の位置に表示位置がずらされる。図４の中段と最下段の項目選択画
面６の例で示すように、選択キー５を固定しないときに「Density」の表示位置に表示さ
れていた設定項目に対応する選択キー５は、固定された選択キー５の次の順番の位置にず
らされる。図４に示す例では、「Color Selection」の設定項目に対応する選択キー５は
３ページ目の項目選択画面６の一番上の位置に移動される。
【００５７】
　また、固定キー７によって設定項目の順番は繰り下げられる。そのため、選択キー５を
固定しない場合にくらべて、固定した場合の方が、項目選択画面６の総ページ数は多くな
る。なお、固定された選択キー５の表示位置と重なる選択キー５を全て抽出し、抽出した
選択キー５を項目選択画面６の最終ページにまとめて表示するようにしてもよい。
【００５８】
（表示させる項目選択画面６の決定）
　次に、図５、図６に基づき、固定操作を解除して表示させる項目選択画面６を選択する
操作を説明する。図５、図６は、固定操作解除後の項目選択画面６の切り替えの一例を示
す図である。
【００５９】
　まず、パネル制御部１０は、固定操作が解除されたことをタッチパネル部１２の出力に
基づき認識する。具体的に、タッチ点が無くなったとき、パネル制御部１０は、固定操作
が解除されたと認識する。
【００６０】
　そして、パネル制御部１０は、なされた操作に応じて表示させる項目選択画面６を決定
する。具体的に、パネル制御部１０は、予め定められた第１決定操作がなされたとき、選
択キー５が固定されていない項目選択画面６であって、固定操作が解除されたときに表示
していた選択キー５を含む項目選択画面６を表示すると定める。また、パネル制御部１０
は、予め定められた第２決定操作（戻り操作）がなされたとき、固定操作がなされた項目
選択画面６を表示すると定める。
【００６１】
　このように、固定操作解除後の使用者の振る舞いによって、固定操作がなされた項目選
択画面６にジャンプするか、固定操作を解除したときの画面に含まれていた選択キー５を
含む項目選択画面６を表示させるかを定めることができる。
【００６２】
　ここで、第１決定操作と第２決定操作（戻り操作）は適宜定めることができる。タッチ
位置の移動方向の観点から第１決定操作と第２決定操作を定めることができる。実施形態
の操作パネル１では、パネル制御部１０し、固定操作のためのタッチ位置を予め定められ
た戻り方向に指を動かしてから離す操作を第２決定操作（戻り操作）と認識し、戻り方向
以外に動かしてから離す操作を第１決定操作と認識する。尚、戻り方向は適宜定めること
ができるが、本説明では、左方向であるものとして説明する。
【００６３】
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　この場合、まず、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき、固定操作
から続くタッチ位置の移動（フリック操作）の軌跡を認識する。具体的には、パネル制御
部１０は、タッチが開始された位置（座標）と指が離された位置（座標）をタッチパネル
部１２の出力に基づき認識する。そして、パネル制御部１０は、各座標をつなぐ直線（軌
跡）の長さ（移動量）を求める。そして、パネル制御部１０は、求めた長さが所定の長さ
よりも長いとき、フリック操作がなされた（第１決定操作又は第２決定操作）がなされた
と認識する。そして、パネル制御部１０は、軌跡を上下左右（水平と垂直）の成分に分解
する。次に、パネル制御部１０は、成分のうち、左方向の成分が最も大きいとき、第２決
定操作（戻り操作）がなされたと認識する。一方、パネル制御部１０は、成分のうち、左
方向以外の成分（上、下、右方向の何れかの成分）が最も大きいとき、第１決定操作がな
されたと認識する。
【００６４】
　パネル制御部１０は、左以外の方向へのジェスチャー操作によって第１決定操作がなさ
れたと認識したとき、固定操作が解除された項目選択画面６で表示されていた選択キー５
を含み、キーが固定されていない状態の項目選択画面６を表示部１１に表示させる（図５
の中段の図参照）。
【００６５】
　なお、キーを固定することにより、選択キー５の表示位置がずらされる。そのため、パ
ネル制御部１０は、選択キー５の固定がなされていない状態の項目選択画面６のページの
うち、固定操作が解除された画面に表示されていた選択キー５と同じ選択キー５を最も多
く含むページの項目選択画面６を表示部１１に表示させる。また、パネル制御部１０は、
選択キー５の固定がなされていない状態の項目選択画面６のページのうち、固定操作が解
除された画面に表示されていた選択キー５と同じ選択キー５の数が少ない方の項目選択画
面６を表示部１１に表示させるようにしてもよい。
【００６６】
　一方、パネル制御部１０は、左方向へのジェスチャー操作によって第２決定操作（戻り
操作）がなされたと認識したとき、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１１に表
示させる（図６の中段の図参照）。
【００６７】
　つまり、左方向を戻り方向と規定し、戻り方向への操作を、元の項目選択画面６（固定
操作がなされた画面）に戻す操作と扱う。そのため、簡易で直感的なジェスチャー操作に
よって、元の項目選択画面６に戻るか否かを定めることができる。
【００６８】
　また、固定操作解除後の固定キー７に対する操作の内容の観点から第１決定操作と第２
決定操作（戻り操作）を定めることができる。固定操作のための指をタッチパネル部１２
から離してから、所定時間以内に固定キー７の位置をタッチ（タップ）する操作を第２決
定操作（戻り操作）と扱ってもよい。また、固定操作のための指をタッチパネル部１２か
ら離してから、所定時間以内に固定キー７の範囲外をタッチする操作を第１決定操作と扱
ってもよい。尚、所定時間は適宜定めることができる。例えば、０．５～数秒程度とする
ことができる。
【００６９】
　この場合、まず、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき、固定操作
解除後、所定時間経過前になされた使用者のタッチの位置（座標）を認識する。そして、
パネル制御部１０は、固定キー７の表示領域以外がタッチされたとき、第１決定操作がな
されたと認識すする（図５の中段の図参照）。一方、パネル制御部１０は、所定時間経過
前に固定キー７の表示領域内がタッチされたとき、第２決定操作（戻り操作）がなされた
と認識する（図６の中段の図参照）。
【００７０】
　なお、固定操作のための指をタッチパネル部１２から離してから、所定時間以内に何ら
操作がなされない場合もあり得る。操作がないので、使用者は、固定操作を解除した項目
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選択画面６内の選択キー５に対応する設定項目について設定しようとしていると推定でき
る。そこで、固定操作解除から所定時間以内に何ら操作がなされない場合、パネル制御部
１０は、選択キー５が固定されていない状態であって、固定操作解除時点に表示していた
選択キー５を含む項目選択画面６を表示部１１に表示させる（図５の中段の図参照）。な
お、固定操作のための指をタッチパネル部１２から離してから、所定時間以内に何ら操作
がなされない場合、パネル制御部１０は、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１
１に表示させてもよい。
【００７１】
　ここで、使用者は、固定操作解除後の項目選択画面６の切り替え先を誤ってしまう場合
がある。そこで、本実施形態の操作パネル１では、予め定められたやり直し操作によって
、第１決定操作によって切り替えられた画面を第２決定操作によって切り替えることがで
きた画面に、又は、第２決定操作によって切り替えられた画面を第１決定操作によって切
り替えることができた画面とすることができる。
【００７２】
　ここで、どのような操作をやり直し操作とするかは、適宜定めることができる。例えば
、第１決定操作や第２決定操作によって切り替えられた画面内での複数点の同時（２点タ
ッチや３点タッチ）とすることができる。また、やり直し操作は、他種のジェスチャー操
作であってもよい。
【００７３】
　パネル制御部１０は、固定操作の解除がなされたときに表示していた選択キー５を含む
項目選択画面６に切り替えられた状態で、タッチパネル部１２の出力に基づきやり直し操
作がなされたことを認識したとき、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１１に切
り替え表示させる（図５の中段に示す画面から最下段に示す画面への切り替え参照）。
【００７４】
　一方、パネル制御部１０は、固定操作が解除された後、固定操作がなされた項目選択画
面６に切り替えられた状態で、タッチパネル部１２の出力に基づきやり直し操作がなされ
たことを認識したとき、固定操作が解除されたときに表示していた選択キー５を含む項目
選択画面６を表示部１１に切り替え表示させる（図６の中段に示す画面から最下段に示す
画面への切り替え参照）。
【００７５】
　これにより、切り替えミスがあっても、１つの操作で本来所望していた画面にジャンプ
することができる。
【００７６】
（選択キー５を固定したときの表示の流れ）
　次に、図７を用いて、実施形態に係る操作パネル１で選択キー５を固定したときの表示
の流れの一例を説明する。図７は、実施形態に係る操作パネル１で選択キー５を固定した
ときの表示の流れの一例を示すフローチャートである。
【００７７】
　図７のスタートは、コピーや送信のような選択された機能の項目選択画面６が表示され
ている状態で、使用者によって固定操作がなされた時点である。
【００７８】
　まず、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力に基づき、固定操作が解除され
たか否かを確認する（ステップ♯１）。言い換えると、パネル制御部１０は、選択キー５
の固定のためになされた長押しが継続しているか否かを確認する。
【００７９】
　固定操作が続けられているとき（ステップ♯１のＮｏ）、パネル制御部１０は、タッチ
パネル部１２の出力に基づき、項目選択画面６の切り替え操作がなされたか否かを確認す
る(ステップ♯２)。切り替え操作がなされていないとき（ステップ♯２のＮｏ）、フロー
はステップ♯１に戻る。一方、切り替え操作がなされたとき（ステップ♯２のＹｅｓ）、
パネル制御部１０は、切り替え前と切り替え後で固定キー７の表示位置を変えないように
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しつつ、切り替え操作に応じた項目選択画面６を切り替える（ステップ♯３）。そして、
フローは、ステップ♯１に戻る。
【００８０】
　フリック操作や指を離す操作によって固定操作が解除されたとき（ステップ♯１のＹｅ
ｓ）、パネル制御部１０は、第２決定操作（戻り操作）がなされたか否かを確認する（ス
テップ♯４）。もし、第２決定操作（戻り操作）がなされていないとき（ステップ♯４の
Ｎｏ）、パネル制御部１０は、第１決定操作がなされたか否かを確認する（ステップ♯５
）。第１決定操作がなされていないとき、パネル制御部１０は、固定操作解除から所定時
間経過したか否かを確認する（ステップ♯６）。所定時間経過していないとき（ステップ
♯６のＮｏ）、フローは、ステップ♯４に戻る。
【００８１】
　第２決定操作（戻り操作）がなされたとき（ステップ♯４のＹｅｓ）、パネル制御部１
０は、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１１に表示させる（ステップ♯７）。
一方、第１決定操作がなされたとき（ステップ♯５のＹｅｓ）、及び、操作がないまま所
定時間経過したとき、パネル制御部１０は、固定操作が解除された項目選択画面６で表示
されていた選択キー５を最も多く含む画面であって、選択キー５が固定されていない項目
選択画面６を表示部１１に表示させる（ステップ♯８）。ステップ♯７、ステップ♯８の
後、本フローは終了する。
【００８２】
　このようにして、実施形態ら係る表示入力装置（操作パネル１）は、表示部１１、タッ
チパネル部１２、制御部（パネル制御部１０）を含む。表示部１１は、設定する設定項目
を選択するための選択キー５を複数含む項目選択画面６を複数種表示する。タッチパネル
部１２は、使用者の操作を受け付ける。制御部（パネル制御部１０）は、タッチパネル部
１２の出力に基づき予め定められた切り替え操作がなされたことを認識すると異なるペー
ジの項目選択画面６を表示部１１に新たに表示させ、そして、表示された選択キー５への
予め定められた固定操作と固定操作がなされた選択キー５である固定キー７をタッチパネ
ル部１２の出力に基づいて認識し、タッチパネル部１２の出力に基づき固定操作の解除に
伴って予め定められた第１決定操作がなされたと認識したとき、選択キー５が固定されて
いない画面であって、固定操作が解除されたときに表示していた選択キー５を含む項目選
択画面６を表示部１１に表示させ、予め定められた第２決定操作がなされたと認識したと
き、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１１に表示させる。
【００８３】
　これにより、設定するかもしれない、あるいは、気になった設定項目に対応する選択キ
ー５に対し固定操作を行っておき、他のページの項目選択画面６を確認して、どのような
設定項目（選択キー５）があるかを確認した後、固定操作を解除して簡単に固定しておい
た選択キー５を含む項目選択画面６にジャンプすることができる。従って、何回も行き来
するように項目選択画面６を切り替える必要が無く、操作の煩わしさが解消される。また
、表示入力装置（操作パネル１）の使いやすさを高めることができる。また、固定操作解
除後、現在表示している項目選択画面６に配された選択キー５の表示を続けることも選択
することができる。従って、選択キー５を固定した後、使用者が設定したい設定項目に対
応する選択キー５を含む画面を簡単な操作で瞬時に表示させることができる。
【００８４】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、タッチパネル部１２の出力に基づき固定操作が
続けられた状態で切り替え操作がなされたことを認識したとき、固定操作がなされた項目
選択画面６での表示位置と同じ位置に固定キー７が表示されるように、異なるページの項
目選択画面６を表示部１１に表示させる。
【００８５】
　これにより、固定操作を続けている間、各項目選択画面６に固定しているキーを表示さ
せることができる。従って、固定キー７がどの設定項目に対応しているかが常時表示させ
ることができる。また、固定キー７が各項目選択画面６に固定的に表示されるのは、固定



(15) JP 6035318 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

操作が続けられている間だけとなる。そのため、画像形成装置（複合機１００）のような
共用される装置で、本来の（オリジナルの、デフォルトの）の画面の内容を書き換えるの
ではなく、キーの固定は一度限りである。キーを固定する操作を行うたびに項目選択画面
６の内容が変化せず、使用者が混乱することもない。
【００８６】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、タッチパネル部１２の出力に基づき、固定操作
が解除されてから所定時間以内に固定キー７の表示領域をタッチする操作を第２決定操作
と認識し、固定キー７の表示領域外をタッチする操作を第１決定操作として認識する。こ
れにより、固定操作解除後、タッチ位置を調整するだけ固定操作が解除されたときに所望
の項目選択画面６への切り替えを行うことができる。
【００８７】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、タッチパネル部１２の出力に基づき、予め定め
られた戻し方向以外の成分が最も大きくなるように固定操作から続けられているタッチ位
置を移動させてから離す操作を第１決定操作として認識し、戻し方向の成分が最も大きく
なるように固定操作から続けられているタッチ位置を移動させてから離す操作を第２決定
操作と認識する。これにより、予め定められた方向に指を払うか否かという差だけで、所
望の項目選択画面６への切り替えを行うことができる。
【００８８】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、タッチパネル部１２の出力に基づき、表示され
た選択キー５に対する長押しを固定操作と認識する。これにより、長押しするだけで固定
キー７を定めることができる。
【００８９】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、固定操作を解除したときに表示していた選択キ
ー５を含む項目選択画面６を表示部１１に表示させた後、予め定められたやり直し操作が
なされたことをタッチパネル部１２の出力に基づき認識したとき、固定操作がなされた項
目選択画面６を表示部１１に表示させ、固定操作がなされた項目選択画面６を表示部１１
に表示させた後、やり直し操作がなされたことをタッチパネル部１２の出力に基づき認識
したとき、固定操作が解除されたときに表示していた選択キー５を含む項目選択画面６を
表示部１１に表示させる。
【００９０】
　これにより、固定操作を解除して一方の画面を切り替えたものの、使用者がやっぱり他
方の画面の方がよかったと思った場合や、使用者が操作ミスをした場合、やり直し操作を
行うだけで、他方の画面に直ちに切り替えることができる。なお、やり直し操作は、特に
制限はないが、２点タッチのような簡易な操作でよい。
【００９１】
　また、制御部（パネル制御部１０）は、固定操作が解除されてから所定時間何ら操作が
なされないとき、固定操作が解除されたときに表示していた選択キー５を含む項目選択画
面６を表示部１１に表示させる。これにより、固定操作解除後、操作がなされない場合、
使用者は元の項目選択画面６に戻らない意思であると推定できる。この推定に基づき、表
示される項目選択画面６を切り替えることができる。
【００９２】
　また画像形成装置（複合機１００）は、実施形態に係る表示入力装置（操作パネル１）
を含む。これにより、使用者が所望する画面に簡単な操作で切り替えられ、不要な画面切
り替えを無くすことができるので、使いやすい画像形成装置を提供することができる。
【００９３】
　本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明
の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、表示部とタッチパネル部を含む表示入力装置や、画像形成装置に利用可能で
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ある。
【符号の説明】
【００９５】
１００　複合機（画像形成装置）　　　　　１　　　操作パネル（表示入力装置）
１０　　パネル制御部（制御部）　　　　　１１　　表示部
１２　　タッチパネル部　　　　　　　　　５　　　選択キー
６　　　項目選択画面　　　　　　　　　　７　　　固定キー

【図１】 【図２】
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