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(57)【要約】
【課題】表示パネルにおけるバックライトの有無に関係
なく、消費電力を低減する。
【解決手段】表示パネルの表示面１１ａにタッチ操作を
受け付けるボタン画像Ｂ６～Ｂ９が表示されると、表示
面１１ａ上における各ボタン画像の表示領域に相当する
直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域については、その
タッチ位置を検出するための発光素子２１ａ、２２ａ（
白抜きの丸印）を点灯させてタッチ位置の検出を実行さ
せる。表示面１１ａ上におけるボタン画像Ｂ６～Ｂ９以
外の背景画像領域に相当する直交座標系のＸ成分領域と
Ｙ成分領域については、そのタッチ位置を検出するため
の発光素子２１ａ、２２ａ（網点の丸印）を消灯させて
タッチ位置の検出をオフ状態とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面を有する表示パネルと、
　前記表示パネルの表示面に、操作者によるタッチ操作を受け付けるためのボタン画像を
表示する表示制御手段と、
　前記表示パネルの表示面上における任意のタッチ位置をＸ－Ｙ直交座標系の２成分とし
て検出可能なタッチ位置検出機構と、
　前記表示面に前記ボタン画像が表示される場合に、当該表示面上において当該ボタン画
像が表示される第１領域とこれ以外の第２領域とを判定する領域判定手段と、
　前記領域判定手段の判定結果を参照して、前記タッチ位置検出機構に対して、前記第２
領域のうち少なくとも一部の領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッ
チ位置の検出をオフ状態にし、かつ前記第１領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ
成分領域のタッチ位置の検出の実行を指示する検出指示手段と、
　を備えることを特徴とするタッチパネル入力装置。
【請求項２】
　前記表示面に前記ボタン画像が複数、表示される場合に、Ｘ方向またはＹ方向に沿って
各ボタン画像が１列に配置されるか否かを判断する配置判断手段をさらに有し、
　前記検出指示手段は、
　前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向に沿って１列に配置されている
ことが判断される場合に、前記タッチ位置検出機構に対して、直交座標系のＹ成分領域に
ついては前記領域判定の結果に関わらず全ての検出をオフ状態にすることを指示し、
　前記各ボタン画像がＹ方向に沿って１列に配置されていることが判断される場合に、前
記タッチ位置検出機構に対して、直交座標系のＸ成分領域については前記領域判定の結果
に関わらず全ての検出をオフ状態にすることを指示することを特徴とする請求項１に記載
のタッチパネル入力装置。
【請求項３】
　前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って１列に配
置されていることが判断された場合に、前記各ボタン画像についてそのタッチ操作の頻度
が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度のボタン画像のいずれ
かに分類する頻度分類手段をさらに有し、
　前記タッチ位置検出機構は、
　前記表示面上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置を
検出するための複数の検出部を備え、
　前記検出指示手段は、
　前記頻度分類手段により高頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ
位置を検出するための検出部に、タッチ位置の検出動作が可能になる予め決められた許容
範囲内における所定の標準電力が供給され、
　低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検
出部に前記許容範囲内において前記標準電力よりも低い所定の電力が供給されるように、
前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うことを特徴とする請求項２に記載のタッチパ
ネル入力装置。
【請求項４】
　前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って１列に配
置されていることが判断された場合に、前記各ボタン画像についてそのタッチ操作の頻度
が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度のボタン画像のいずれ
かに分類する頻度分類手段をさらに有し、
　前記タッチ位置検出機構は、
　前記表示面上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置を
検出するための複数の検出部を備え、
　前記検出指示手段は、
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　タッチ位置の検出を実行すべき２以上の検出部に対して一つずつ順番にタッチ位置検出
のための電力供給が行われ、かつ、
　前記頻度分類手段による分類の結果、低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１
領域のタッチ位置を検出するための検出部に電力を供給する時間の長さが、高頻度に分類
されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検出部に電力を供
給する時間の長さよりも短くなるように、前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うこ
とを特徴とすること特徴とする請求項２に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、
　前記頻度分類手段による分類の結果、低頻度および高頻度のそれぞれに分類されたボタ
ン画像のいずれか一方または両方が複数の場合に、低頻度に分類されたボタン画像の全て
と、高頻度に分類されたボタン画像の全てとが、前記配列方向に沿って分離された状態に
なるように、前記各ボタン画像の表示位置を並び替えることを特徴とする請求項３または
４に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項６】
　前記ボタン画像が複数、存在し、当該各ボタン画像の予め決められている表示態様をこ
れとは異なる所定の表示態様に変更する表示位置変更を行うと仮定した場合に、タッチ位
置の検出をオフ状態にできるＸ成分領域およびＹ成分領域の面積が増加するかを判定する
領域増加判定手段を有し、
　前記表示制御手段は、
　前記領域増加判定手段による判定の結果、前記面積が増加する場合に、前記表示位置を
変更することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項７】
　前記予め決められている表示態様は、
　前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿った複数の列で表示されることであり、
　前記所定の表示態様は、
　前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿った１列で表示されることであることを特
徴とする請求項６に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項８】
　前記予め決められている表示態様は、
　前記各ボタン画像が分散状態で表示されることであり、
　前記所定の表示態様は、
　前記各ボタン画像が１個所に集中して表示されることであることを特徴とする請求項６
に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、
　前記表示位置を変更する前に、前記予め決められている表示態様で表示し、
　前記予め決められている表示態様が前記表示面に表示されているときに、ユーザーの最
初のタッチ操作によるタッチ位置が前記タッチ位置検出機構により検出されると、当該検
出されたタッチ位置に基づき前記１個所を決めて、決めた１個所に集中表示されるように
前記表示位置を変更することを特徴とする請求項８に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項１０】
　前記表示面に前記ボタン画像が複数、表示される場合に、各ボタン画像についてそのタ
ッチ操作の頻度が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度のボタ
ン画像のいずれかに分類する頻度分類手段をさらに有し、
　前記タッチ位置検出機構は、
　前記表示面上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置を
検出するための複数の検出部を備え、
　前記検出指示手段は、
　前記頻度分類手段により高頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ
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位置を検出するための検出部に、タッチ位置の検出動作が可能になる予め決められた許容
範囲内における所定の標準電力が供給され、
　低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検
出部に前記許容範囲内において前記標準電力よりも低い所定の電力が供給されるように、
前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うことを特徴とする請求項１に記載のタッチパ
ネル入力装置。
【請求項１１】
　前記領域判定手段は、
　前記表示面に表示されるボタン画像の輪郭を指標するＸ座標およびＹ座標を取得する輪
郭座標取得部を備え、
　前記取得されたＸ座標およびＹ座標を利用して、前記第１領域と第２領域の判定を行う
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項１２】
　表示面を有する表示パネルと、
　前記表示パネルの表示面に所定の画面を表示する表示制御手段と、
　前記表示パネルの表示面上における任意のタッチ位置をＸ－Ｙ直交座標系の２成分とし
て検出可能なタッチ位置検出機構と、
　前記表示面上にユーザーのスライド操作を要求するスライド操作画面が表示されている
場合において、前記タッチ位置検出機構によってタッチ位置が検出されると、検出された
タッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部分とを除いた前記表示面上の残りの部分に
相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出をオフ状態にし、かつ前記タッチ位
置部分および前記周辺部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出を実行
することを、前記タッチ位置検出機構に指示する検出指示手段と、
　を備えることを特徴とするタッチパネル入力装置。
【請求項１３】
　前記検出指示手段は、
　前記タッチ位置部分および前記周辺部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領
域の検出を実行中に、前記スライド操作に伴い、前記タッチ位置検出機構によって前記タ
ッチ位置とは異なる新たなタッチ位置が検出されると、
　前記表示面上における前記新たに検出されたタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周
辺部分とを除いた残りの部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出をオ
フ状態にし、かつ当該タッチ位置部分および周辺部分に相当する直交座標系のＸ成分領域
とＹ成分領域の検出を実行する状態に遷移することを、前記タッチ位置検出機構に指示す
ることを特徴とする請求項１２に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項１４】
　前記スライド操作画面は、
　タッチ位置が前記表示面上を１方向にスライドされることによって所定の情報の入力を
受け付けるシングルタッチ画面であることを特徴とする請求項１２または１３に記載のタ
ッチパネル入力装置。
【請求項１５】
　前記スライド操作画面は、
　タッチ位置が前記表示面上を異なる２方向にそれぞれスライドされることによって所定
の情報の入力を受け付けるダブルタッチ画面であることを特徴とする請求項１２または１
３に記載のタッチパネル入力装置。
【請求項１６】
　前記タッチ位置検出機構は、
　前記表示パネルにおける表示面の周囲に、Ｙ軸方向に対向する２辺の一方に複数の発光
素子からなる第１発光素子列とその他方に複数の受光素子からなる第１受光素子列とが対
向配置され、かつ、Ｘ軸方向に対向する２辺の一方に複数の発光素子からなる第２発光素
子列とその他方に複数の受光素子からなる第２受光素子列とが対向配置されてなる検出光
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学系と、
　前記それぞれの発光素子を制御する発光制御部と、
　を備え、
　前記検出指示手段は、
　前記タッチ位置の検出をオフ状態にすべきＸ成分領域とＹ成分領域の検出に用いられる
発光素子に電力を供給せず、前記第１領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領
域のタッチ位置の検出に用いられる発光素子にタッチ位置の検出のための電力を供給する
指示を前記発光制御部に対して行うことを特徴とする請求項１～１５のいずれかに記載の
タッチパネル入力装置。
【請求項１７】
　前記それぞれの発光素子は、
　個別にスイッチを介して発光側の電力供給線に接続されており、
　前記検出指示手段は、
　前記タッチ位置の検出をオフ状態にすべきＸ成分領域とＹ成分領域の検出に用いられる
発光素子に接続されたスイッチがオフ状態になり、前記第１領域に相当する直交座標系の
Ｘ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出に用いられる発光素子に接続されるスイッチ
がオン状態になるように、各スイッチのオンとオフの切り替え制御の指示を前記発光制御
部に対して行うことを特徴とする請求項１６に記載のタッチパネル入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、携帯情報端末装置、車載用情報端末装置等の各種電子機器に
使用されるタッチパネル入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、プリンター、複合機（MFP：Multi Function Peripheral）等の画像形成装置、携
帯端末装置、車載用端末装置等の電子機器には、タッチパネル入力装置が使用されること
がある。タッチパネル入力装置には、通常、各種情報を表示する表示パネルと、ユーザー
によって表示パネルの表面（以下、「表示面」という。）のタッチ位置を検出するタッチ
位置検出機構とが設けられている。
【０００３】
　タッチパネル入力装置がユーザーの指示を受け付ける場合には、表示パネルの表示面に
所定の画像が表示される。表示面に表示される画像には、ユーザーのタッチ操作を受け付
けるボタンやアイコン等の画像（以下、「ボタン画像」という。）が含まれている場合が
ある。ボタン画像には、例えばメニュー画面に表示される各種ボタンや、表示面に表示さ
れるいわゆるソフトウエアキーボードの各キーなども含まれる。
【０００４】
　表示面にボタン画像が表示される場合、ボタン画像の表示位置に対するタッチ位置がタ
ッチ位置検出機構によって検出されると、そのボタンに対して予め割り当てられた例えば
コピー開始の指示などを示す情報の入力が受け付けられる。
　このようなタッチパネル入力装置では、ユーザーの操作性、視認性等を考慮して、表示
パネルが大型化される傾向にある。しかし、表示パネルが大型化すると、表示パネルの消
費電力が増加するだけでなく、表示パネルのタッチ位置を検出するタッチ位置検出機構の
消費電力も増加する。このために、表示パネルが大型化しても、タッチパネル入力装置全
体における消費電力の低減が要望されている。
【０００５】
　特許文献１には、液晶表示部と、液晶表示部に光を照射する光源部（バックライト）と
を備えたタッチパネルを有する画像形成装置が開示されている。このタッチパネルでは、
光源部によって液晶表示部に光が照射されることによって表示面に、印刷用紙のサイズな
どの各種設定項目や設定項目選択キーなどを示す画像が表示される。
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　このような構成において、タッチ位置検出機構によって検出される設定項目の選択回数
が少ない場合に、当該設定項目と設定項目選択キーの表示画像に照射される光の輝度が低
下するようにバックライトが制御される。これにより、液晶表示部に光を照射するバック
ライトの消費電力を低減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－４７９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術は、液晶表示部の電力を低減できるにとどまり、タッ
チ位置検出機構の消費電力を低減するものではない。
　表示パネルとして、最近普及しつつある、バックライトを有さない構成のものを用い、
それにタッチ位置検出機構を設置して、バックライトを備えたものよりも更に低消費電力
化を図ったタッチパネル入力装置が考えられるが、表示パネルの大型化、高画素化に応じ
てタッチ位置検出機構の消費電力の増大が無視できず、この点の改善が望まれている。
【０００８】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示パネルがバック
ライトを有する構成であるか否かに関係なく、消費電力を低減することができるタッチパ
ネル入力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の局面に係るタッチパネル入力装置は、表示面
を有する表示パネルと、前記表示パネルの表示面に、操作者によるタッチ操作を受け付け
るためのボタン画像を表示する表示制御手段と、前記表示パネルの表示面上における任意
のタッチ位置をＸ－Ｙ直交座標系の２成分として検出可能なタッチ位置検出機構と、前記
表示面に前記ボタン画像が表示される場合に、当該表示面上において当該ボタン画像が表
示される第１領域とこれ以外の第２領域とを判定する領域判定手段と、前記領域判定手段
の判定結果を参照して、前記タッチ位置検出機構に対して、前記第２領域のうち少なくと
も一部の領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出をオフ
状態にし、かつ前記第１領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位
置の検出の実行を指示する検出指示手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記表示面に前記ボタン画像が複数、表示される場合に、Ｘ方向またはＹ方向に
沿って各ボタン画像が１列に配置されるか否かを判断する配置判断手段をさらに有し、前
記検出指示手段は、前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向に沿って１列
に配置されていることが判断される場合に、前記タッチ位置検出機構に対して、直交座標
系のＹ成分領域については前記領域判定の結果に関わらず全ての検出をオフ状態にするこ
とを指示し、前記各ボタン画像がＹ方向に沿って１列に配置されていることが判断される
場合に、前記タッチ位置検出機構に対して、直交座標系のＸ成分領域については前記領域
判定の結果に関わらず全ての検出をオフ状態にすることを指示するとしても良い。
【００１１】
　ここで、前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って
１列に配置されていることが判断された場合に、前記各ボタン画像についてそのタッチ操
作の頻度が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度のボタン画像
のいずれかに分類する頻度分類手段をさらに有し、前記タッチ位置検出機構は、前記表示
面上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置を検出するた
めの複数の検出部を備え、前記検出指示手段は、前記頻度分類手段により高頻度に分類さ
れたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検出部に、タッチ位
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置の検出動作が可能になる予め決められた許容範囲内における所定の標準電力が供給され
、低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検
出部に前記許容範囲内において前記標準電力よりも低い所定の電力が供給されるように、
前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うとしても良い。
【００１２】
　また、前記配置判断手段によって、前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って１
列に配置されていることが判断された場合に、前記各ボタン画像についてそのタッチ操作
の頻度が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度のボタン画像の
いずれかに分類する頻度分類手段をさらに有し、前記タッチ位置検出機構は、前記表示面
上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置を検出するため
の複数の検出部を備え、前記検出指示手段は、タッチ位置の検出を実行すべき２以上の検
出部に対して一つずつ順番にタッチ位置検出のための電力供給が行われ、かつ、前記頻度
分類手段による分類の結果、低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッ
チ位置を検出するための検出部に電力を供給する時間の長さが、高頻度に分類されたボタ
ン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検出部に電力を供給する時間
の長さよりも短くなるように、前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うとしても良い
。
【００１３】
　さらに、前記表示制御手段は、前記頻度分類手段による分類の結果、低頻度および高頻
度のそれぞれに分類されたボタン画像のいずれか一方または両方が複数の場合に、低頻度
に分類されたボタン画像の全てと、高頻度に分類されたボタン画像の全てとが、前記配列
方向に沿って分離された状態になるように、前記各ボタン画像の表示位置を並び替えると
しても良い。
【００１４】
　また、前記ボタン画像が複数、存在し、当該各ボタン画像の予め決められている表示態
様をこれとは異なる所定の表示態様に変更する表示位置変更を行うと仮定した場合に、タ
ッチ位置の検出をオフ状態にできるＸ成分領域およびＹ成分領域の面積が増加するかを判
定する領域増加判定手段を有し、前記表示制御手段は、前記領域増加判定手段による判定
の結果、前記面積が増加する場合に、前記表示位置を変更するとしても良い。
【００１５】
　ここで、前記予め決められている表示態様は、前記各ボタン画像がＸ方向またはＹ方向
に沿った複数の列で表示されることであり、前記所定の表示態様は、前記各ボタン画像が
Ｘ方向またはＹ方向に沿った１列で表示されることであるとしても良い。
　また、前記予め決められている表示態様は、前記各ボタン画像が分散状態で表示される
ことであり、前記所定の表示態様は、前記各ボタン画像が１個所に集中して表示されるこ
とであるとしても良い。
【００１６】
　ここで、前記表示制御手段は、前記表示位置を変更する前に、前記予め決められている
表示態様で表示し、前記予め決められている表示態様が前記表示面に表示されているとき
に、ユーザーの最初のタッチ操作によるタッチ位置が前記タッチ位置検出機構により検出
されると、当該検出されたタッチ位置に基づき前記１個所を決めて、決めた１個所に集中
表示されるように前記表示位置を変更するとしても良い。
【００１７】
　また、前記表示面に前記ボタン画像が複数、表示される場合に、各ボタン画像について
そのタッチ操作の頻度が閾値よりも低い低頻度のボタン画像と当該閾値よりも高い高頻度
のボタン画像のいずれかに分類する頻度分類手段をさらに有し、前記タッチ位置検出機構
は、前記表示面上におけるＸ成分領域とＹ成分領域のそれぞれについて任意のタッチ位置
を検出するための複数の検出部を備え、前記検出指示手段は、前記頻度分類手段により高
頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出するための検出部
に、タッチ位置の検出動作が可能になる予め決められた許容範囲内における所定の標準電
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力が供給され、低頻度に分類されたボタン画像が表示される第１領域のタッチ位置を検出
するための検出部に前記許容範囲内において前記標準電力よりも低い所定の電力が供給さ
れるように、前記タッチ位置検出機構に対して指示を行うとしても良い。
【００１８】
　さらに、前記領域判定手段は、前記表示面に表示されるボタン画像の輪郭を指標するＸ
座標およびＹ座標を取得する輪郭座標取得部を備え、前記取得されたＸ座標およびＹ座標
を利用して、前記第１領域と第２領域の判定を行うとしても良い。
　本発明の第２の局面に係るタッチパネル入力装置は、表示面を有する表示パネルと、前
記表示パネルの表示面に所定の画面を表示する表示制御手段と、前記表示パネルの表示面
上における任意のタッチ位置をＸ－Ｙ直交座標系の２成分として検出可能なタッチ位置検
出機構と、前記表示面上にユーザーのスライド操作を要求するスライド操作画面が表示さ
れている場合において、前記タッチ位置検出機構によってタッチ位置が検出されると、検
出されたタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部分とを除いた前記表示面上の残り
の部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出をオフ状態にし、かつ前記
タッチ位置部分および前記周辺部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検
出を実行することを、前記タッチ位置検出機構に指示する検出指示手段と、を備えること
を特徴とする。
【００１９】
　ここで、前記検出指示手段は、前記タッチ位置部分および前記周辺部分に相当する直交
座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出を実行中に、前記スライド操作に伴い、前記タッ
チ位置検出機構によって前記タッチ位置とは異なる新たなタッチ位置が検出されると、前
記表示面上における前記新たに検出されたタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部
分とを除いた残りの部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域の検出をオフ状
態にし、かつ当該タッチ位置部分および周辺部分に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ
成分領域の検出を実行する状態に遷移することを、前記タッチ位置検出機構に指示すると
しても良い。
【００２０】
　また、前記スライド操作画面は、タッチ位置が前記表示面上を１方向にスライドされる
ことによって所定の情報の入力を受け付けるシングルタッチ画面であるとしても良い。
　さらに、前記スライド操作画面は、タッチ位置が前記表示面上を異なる２方向にそれぞ
れスライドされることによって所定の情報の入力を受け付けるダブルタッチ画面であると
しても良い。
【００２１】
　また、前記タッチ位置検出機構は、前記表示パネルにおける表示面の周囲に、Ｙ軸方向
に対向する２辺の一方に複数の発光素子からなる第１発光素子列とその他方に複数の受光
素子からなる第１受光素子列とが対向配置され、かつ、Ｘ軸方向に対向する２辺の一方に
複数の発光素子からなる第２発光素子列とその他方に複数の受光素子からなる第２受光素
子列とが対向配置されてなる検出光学系と、前記それぞれの発光素子を制御する発光制御
部と、を備え、前記検出指示手段は、前記タッチ位置の検出をオフ状態にすべきＸ成分領
域とＹ成分領域の検出に用いられる発光素子に電力を供給せず、前記第１領域に相当する
直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出に用いられる発光素子にタッチ
位置の検出のための電力を供給する指示を前記発光制御部に対して行うとしても良い。
【００２２】
　ここで、前記それぞれの発光素子は、個別にスイッチを介して発光側の電力供給線に接
続されており、前記検出指示手段は、前記タッチ位置の検出をオフ状態にすべきＸ成分領
域とＹ成分領域の検出に用いられる発光素子に接続されたスイッチがオフ状態になり、前
記第１領域に相当する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出に用いら
れる発光素子に接続されるスイッチがオン状態になるように、各スイッチのオンとオフの
切り替え制御の指示を前記発光制御部に対して行うとしても良い。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明の第１の局面に係るタッチパネル入力装置では、タッチ位置検出機構は、表示面
上において画像が表示される第１領域以外の第２領域のうち少なくとも一部の領域に相当
する直交座標系のＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出がオフ状態とされる。
　これにより、タッチ位置検出機構の消費電力を、表示面の全域のタッチ位置を検出する
構成よりも低減することができ、表示パネルがバックライトを有するか否かに関係なく、
タッチパネル入力装置全体の消費電力を低減することができる。
【００２４】
　また、本発明の第２の局面に係るタッチパネル入力装置では、表示パネルの表示面に表
示されたスライド操作画面におけるタッチ位置部分およびその周辺部分だけの検出が実行
される。これにより、タッチ位置のスライドおよびスライド方向の検出を可能としつつ、
タッチ位置検出機構における消費電力を表示面の全域のタッチ位置を検出する場合よりも
低減でき、タッチパネル入力装置全体の消費電力の低減を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】タッチパネル入力装置が設けられたＭＦＰの外観を示す斜視図である。
【図２】タッチパネル入力装置の構成を説明するための模式図である。
【図３】タッチパネル入力装置における表示パネルの表示面に表示されたタッチ操作画面
の例を示す図である。
【図４】タッチパネル入力装置における表示パネルの表示面に表示される別のタッチ操作
画面の例を示す図である。
【図５】タッチパネル入力装置において実行される省電力制御の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図６】図５のフローチャートに連続する省電力制御の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図７】タッチパネル入力装置における表示パネルの表示面に表示されるさらに別のタッ
チ操作画面の例を示す図である。
【図８】省電力制御において実行される操作頻度基準処理のサブルーチンを示すフローチ
ャートである。
【図９】（ａ）は、操作頻度基準処理が実行される前のタッチ操作画面が表示パネルの表
示面に表示された状態の模式図である。（ｂ）は、（ａ）に示されたタッチ操作画面のボ
タン画像を、操作頻度基準処理の実行によって並び替えた変更画像が表示パネルの表示面
に表示された状態の模式図である。
【図１０】（ａ）は、複数列領域画像が表示パネルの表示面に表示された状態の模式図で
ある。（ｂ）は、（ａ）に示された複数列領域画像を、単列領域表示処理の実行によって
並び替えた単列領域画像が表示パネルの表示面に表示された状態の模式図である。
【図１１】省電力制御において実行される単列領域表示処理のサブルーチンを示すフロー
チャートである。
【図１２】（ａ）は、集中表示処理が実行可能と判定されるタッチ操作画面が表示パネル
の表示面に表示された場合の一例を示す模式図である。（ｂ）は、（ａ）に示されたタッ
チ操作画面のボタン画像を、集中表示処理の実行によって表示面の左側寄りに集中表示し
た画像が表示パネルの表示面に表示された状態の模式図である。
【図１３】（ａ）は、タッチ操作画面のボタン画像を、集中表示処理の実行によって表示
面の中央に集中表示した画像が表示パネルの表示面に表示された状態の模式図である。（
ｂ）は、タッチ操作画面のボタン画像を、集中表示処理の実行によって表示面の右側寄り
に集中表示した画像が表示パネルの表示面に表示された状態の模式図である。
【図１４】省電力制御において実行される集中表示処理のサブルーチンを示すフローチャ
ートである。
【図１５】省電力制御において実行されるスライド操作省電力処理のサブルーチンを示す
フローチャートである。
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【図１６】図１５のフローチャートに連続するスライド操作省電力処理の処理手順を示す
フローチャートである。
【図１７】表示パネルに表示されたシングルタッチ画面上でのユーザーによるタッチ位置
がスライド操作される前の状態とスライド操作された後の状態を説明するための模式図で
ある。
【図１８】（ａ）は、表示パネルに表示されたダブルタッチ画面をユーザーがピンチアウ
ト操作を行うために、最初に表示パネルをタッチ操作した状態を説明するための模式図で
ある。（ｂ）は、（ａ）に示す状態で、ユーザーがピンチアウト操作を実行した状態を説
明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
　［ＭＦＰ］
　図１は、本発明の実施形態に係るタッチパネル入力装置が設けられた画像形成装置の一
例であるＭＦＰの外観を示す斜視図である。
　このＭＦＰは、画像形成本体部Ａと、タッチパネル入力装置Ｂとを有している。
【００２７】
　画像形成本体部Ａは、電子写真方式によって記録シート上にトナー画像を形成してプリ
ントアウトする画像形成機能、原稿の画像を読み取るスキャン機能、スキャンされたデー
タを送信する送信機能等を備えている。
　タッチパネル入力装置Ｂは、各種情報の入力を受け付けるための画像を表示する機能と
、画像が表示された表示面に対するユーザーのタッチ操作およびタッチ位置を検出する機
能とを有している。
【００２８】
　［タッチパネル入力装置］
　図２は、本実施形態に係るタッチパネル入力装置Ｂの構成を説明するための模式図であ
る。タッチパネル入力装置Ｂは、表示パネル１０およびタッチ位置検出機構２０と、表示
パネル１０およびタッチ位置検出機構２０のそれぞれを制御する主制御部３０とを有して
いる。
【００２９】
　表示パネル１０は、各種画像が表示される表示パネル本体１１と、表示パネル本体１１
を制御する表示制御部１３とを有している。
　表示パネル１０の表示パネル本体１１は、例えば液晶表示パネルによって構成されてい
る。なお、表示パネル本体１１は、バックライトが設けられた構成、バックライトが設け
られていない構成のいずれであってもよい。
【００３０】
　表示制御部１３は、表示パネル本体１１における表示面１１ａ（図１において正面側に
向けられた表面）に各種画像が表示されるように表示パネル本体１１を制御する。
　表示パネル本体１１の表示面１１ａは横長の長方形状に構成されており、ユーザーによ
るタッチ操作が可能になっている。なお、以下においては、表示面１１ａにおける横方向
を「Ｘ方向」、縦方向を「Ｙ方向」とする。
【００３１】
　タッチ位置検出機構２０は、表示パネル本体１１の表示面１１ａ上におけるユーザーの
指、入力ペン等によるタッチ位置を検出する。
　タッチ位置検出機構２０は、表示パネル１０における表示面１１ａの周囲であって、Ｙ
軸方向に対向する２辺の一方に設けられた第１発光部２１Ａと、他方に設けられた第１受
光部２１Ｂとを有している。第１発光部２１Ａには、複数の第１発光素子２１ａからなる
第１発光素子列２１Ｍが設けられている。第１受光部２１Ｂには、複数の第１受光素子２
１ｂからなる第１受光素子列２１Ｎが設けられている。
【００３２】



(11) JP 2015-170285 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

　また、タッチ位置検出機構２０は、表示パネル１０における表示面１１ａの周囲であっ
て、Ｘ軸方向に対向する２辺の一方に設けられた第２発光部２２Ａと、他方に設けられた
第２受光部２２Ｂとを有している。第２発光部２２Ａには、複数の第２発光素子２２ａか
らなる第２発光素子列２２Ｍが設けられている。第２受光部２２Ｂには、複数の第２受光
素子２２ｂからなる第２受光素子列２２Ｎが設けられている。
【００３３】
　第１発光部２１Ａおよび第１受光部２１Ｂと、第２発光部２２Ａおよび第２受光部２２
Ｂとは、表示面１１ａ上のタッチ位置を検出する検出光学系を構成している。
　第１発光部２１Ａにおける各第１発光素子２１ａは、ＬＥＤによってそれぞれ構成され
ており、それぞれがＸ方向に沿って一定の間隔、例えば２～３ｍｍ程度をあけて配置され
ている。各第１発光素子２１ａは、それぞれから照射される光が、表示パネル本体１１の
表示面１１ａに対して例えば１～２ｍｍ程度の上方域をＹ方向に沿って通過するように設
けられている。
【００３４】
　第１発光素子２１ａのそれぞれは、常開の第１発光側スイッチ２１ｃを介して、１本の
第１発光側電力供給線２１ｅに接続されている。第１発光側スイッチ２１ｃのそれぞれは
、発光制御部２５によって、オン（開）状態およびオフ（閉）状態に制御される。
　発光制御部２５は、主制御部３０からの指示により、選択された１つの第１発光側スイ
ッチ２１ｃを、所定のタイミングでオン状態に制御する。この場合、他の第１発光側スイ
ッチ２１ｃはオフ状態に制御される。
【００３５】
　第１発光側電力供給線２１ｅには、発光側電流制御部２３によって制御された電流が供
給される。発光側電流制御部２３は発光制御部２５によって制御される。発光側電流制御
部２３は、いずれか１つの第１発光側スイッチ２１ｃがオン状態になるタイミングで、第
１発光側電力供給線２１ｅに所定の電流を供給する。
　これにより、オン状態になる第１発光側スイッチ２１ｃが接続された第１発光素子２１
ａに所定の電流が供給される。当該第１発光素子２１ａは、供給された電流に対応した強
度の光を発光する動作状態（駆動状態）になる。
【００３６】
　この場合、オン状態になった第１発光側スイッチ２１ｃ以外の第１発光側スイッチ２１
ｃはオフ状態とされる。このために、オフ状態になった第１発光側スイッチ２１ｃに接続
された第１発光素子２１ａには、第１発光側電力供給線２１ｅから電流は供給されず、そ
れぞれは、発光が停止した非動作状態（非駆動状態）になる。
　発光制御部２５は、第１発光側スイッチ２１ｃのそれぞれを、Ｘ方向に沿って配置され
た順番で一つずつオン状態とし、それ以外をオフ状態に切り替え制御する。
【００３７】
　この第１発光側スイッチ２１ｃのオンとオフの切り替え制御は、後述する省電力制御が
実行される場合、全ての第１発光側スイッチ２１ｃが対象になるのではなく、複数個の第
１発光素子２１ａのうち、非動作状態（オフ状態）に設定された第１発光素子２１ａに接
続される第１発光側スイッチ２１ｃについては、オン状態とされずにオフ状態を維持する
制御が実行されるようになっている。切り替え制御の対象とされる各第１発光側スイッチ
２１ｃを１つずつ順番にオンする場合の切り替え周期は、例えば数ミリ秒や数十ミリ秒と
することができる。第２発光部２２Ａも同様である。
【００３８】
　第１発光部２１Ａに対向する第１受光部２１Ｂにおける各第１受光素子２１ｂは、それ
ぞれフォトダイオードによって構成されている。第１受光素子２１ｂのそれぞれは、第１
発光素子２１ａのそれぞれから照射された光を受光するように、第１発光素子２１ａのそ
れぞれに対向して配置されている。従って、第１受光素子２１ｂのそれぞれも、第１発光
素子２１ａのそれぞれと同様に、Ｘ方向に沿って２～３ｍｍ程度の一定の間隔をあけて配
置されている。
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【００３９】
　第１受光素子２１ｂのそれぞれは、第１受光側スイッチ２１ｄを介して、１本の第１受
光側電力供給線２１ｆに接続されている。第１受光側電力供給線２１ｆには、受光側電流
制御部２４によって制御された電流が供給される。
　第１受光素子２１ｂに接続された第１受光側スイッチ２１ｄは、受光制御部２６によっ
て、第１受光素子２１ｂに対向する第１発光素子２１ａに接続された第１発光側スイッチ
２１ｃに同期してオンおよびオフされる。従って、いずれか１つの第１発光素子２１ａが
動作（発光）状態になるタイミングで、当該第１発光素子２１ａに対向する第１受光素子
２１ｂに接続された第１受光側スイッチ２１ｄがオン状態に制御される。
【００４０】
　受光側電流制御部２４は、受光制御部２６の指示により、第１受光側スイッチ２１ｄが
オンするタイミングで、予め設定された所定の電流を第１受光側電力供給線２１ｆに供給
する。従って、第１受光素子２１ｂに接続された第１受光側スイッチ２１ｄがオンするタ
イミングで、当該第１受光素子２１ｂに所定の電流が供給される。これにより、第１受光
素子２１ｂのそれぞれは、第１受光側スイッチ２１ｄがオンするタイミングで、光に反応
する動作状態（駆動（オン）状態）になる。
【００４１】
　動作状態になった第１受光素子２１ｂは、対向する第１発光素子２１ａから発せられた
光を受光すると、受光した光の強度に対応した電流を出力する。第１受光素子２１ｂのそ
れぞれの出力は、主制御部３０に与えられている。
　第１受光素子２１ｂが動作状態の場合、対向する第１発光素子２１ａから照射された光
が、表示面１１ａをタッチした指等によって遮光されると、第１受光素子２１ｂが受光す
る光の強度は低下し、当該第１受光素子２１ｂから出力される電流が低下する。
【００４２】
　主制御部３０は、動作状態になった第１受光素子２１ｂから出力される電流値が予め設
定された電流値（以下、「閾値電流」という。）よりも低下すると、ユーザーによって表
示面３１ａがタッチ操作されたものと判定する。
　これに対して、第１発光素子２１ａが非動作（非発光）状態に設定される場合には、当
該第１発光素子２１ａに対向する第１受光素子２１ｂに接続された第１受光側スイッチ２
１ｄは、オフ状態を維持するように制御される。これにより、オフ状態の第１受光側スイ
ッチ２１ｄに接続された第１受光素子２１ｂは、第１受光側電力供給線２１ｆから電流が
供給されず、光に反応しない非動作状態（オフ状態）になる。このような非動作状態の第
１受光素子２１ｂは、対向する第１発光素子２１ａから照射される光を受光したとしても
、電流を出力することはない。
【００４３】
　主制御部３０は、順番に一つずつ動作状態になった第１受光素子２１ｂのうち、出力さ
れる電流値が予め設定された閾値電流よりも低下した第１受光素子２１ｂ、すなわちユー
ザーによるタッチ操作を判定した第１受光素子２１ｂを特定し、特定した第１受光素子２
１ｂのＸ座標位置に基づいて、表示面１１ａにおけるタッチ位置のＸ座標を検出する。な
お、それぞれの第１受光素子２１ｂごとに表示面１１ａに対するＸ座標位置が予め対応付
けて記憶されている。
【００４４】
　このように、表示面１１ａにおける異なるＸ座標位置において相互に対向して配置され
た第１発光素子２１ａおよび第１受光素子２１ｂの組は、表示面１１ａにおけるＸ成分領
域のタッチ位置を検出する第１センサー２１ｘ（検出部）を構成している。第１センサー
２１ｘのそれぞれは、当該第１センサー２１ｘが配置されたＸ座標位置におけるＹ方向に
沿った全域をタッチ位置の検出対象とした透過型光学センサーになっている。
【００４５】
　次に、第２発光部２２Ａおよび第２受光部２２Ｂについて説明する。
　第２発光部２２Ａにおける各第２発光素子２２ａもＬＥＤによってそれぞれ構成されて
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おり、それぞれがＹ方向に沿って一定の間隔、例えば２～３ｍｍ程度をあけて配置されて
いる。第２発光部２２Ａは、各第２発光素子２２ａから照射される光が、表示パネル本体
１１の表示面１１ａに対して例えば１～２ｍｍ程度の上方域をＸ方向に沿って通過するこ
と以外は、第１発光部２１Ａと同様の構成になっている。
【００４６】
　具体的には、第２発光素子２２ａのそれぞれは、第２発光側スイッチ２２ｃを介して、
１本の第２発光側電力供給線２２ｅに接続されている。第２発光側スイッチ２２ｃのそれ
ぞれは、発光制御部２５によって、オン状態およびオフ状態に制御される。また、第２発
光側電力供給線２２ｅに供給される電流は、発光側電流制御部２３によって制御される。
　このような構成の第２発光部２２Ａは、動作状態に設定された第２発光素子２２ａが、
Ｙ方向に沿って順番に動作状態となるように制御される。このこと以外は、第１発光部２
１Ａと同様になっており、従って、非動作状態に設定された第２発光素子２２ａは、電流
が供給されないことにより、非発光状態を維持する。
【００４７】
　第２発光部２２Ａに対向する第２受光部２２Ｂにおける各第２受光素子２２ｂも、それ
ぞれフォトダイオードによって構成されている。第２受光素子２２ｂのそれぞれは、第２
発光素子２２ａのそれぞれから照射された光を受光するように、第２発光素子２２ａのそ
れぞれに対向して配置されている。第２受光部２２Ｂも、第２受光素子２２ｂがＹ方向に
沿って配置されていること以外は、第１受光部２２Ａと同様の構成になっている。
【００４８】
　具体的には、第２受光部２２Ｂにおける第２受光素子２２ｂのそれぞれは、第２受光側
スイッチ２２ｄを介して、１本の第２受光側電力供給線２２ｆに接続されている。第２受
光側スイッチ２２ｄのそれぞれは、受光制御部２６によって、オン状態およびオフ状態に
制御される。また、第２受光側電力供給線２２ｆに供給される電流は、受光側電流制御部
２４によって制御される。
【００４９】
　このような構成の第２受光部２２Ｂは、第１受光部２１Ｂと同様に、第２受光素子２２
ｂのそれぞれが、対向する第２発光素子２２ａが動作状態になるタイミングで動作状態に
なるように制御される。
　動作状態になった第２受光素子２２ｂは、受光量に対応した電流を主制御部３０に出力
する。また、第２受光素子２２ｂは、電流が供給されないことにより、光に反応しない非
動作状態になり、光を受光しても電流を出力することはない。
【００５０】
　第２受光素子２２ｂが動作状態の場合、対向する第２発光素子２２ａから照射された光
が、表示面１１ａをタッチした指等によって遮光されると、第２受光素子２２ｂが受光す
る光の強度は低下し、当該第２受光素子２２ｂから出力される電流が低下する。
　一方で、第２発光素子２２ａが非動作（非発光）状態に設定される場合には、当該第２
発光素子２２ａに対向する第２受光素子２２ｂに接続された第２受光側スイッチ２２ｄは
、オフ状態を維持するように制御される。これにより、オフ状態の第２受光側スイッチ２
２ｄに接続された第２受光素子２２ｂは、第２受光側電力供給線２２ｆから電流が供給さ
れず、光に反応しない非動作状態（オフ状態）になる。
【００５１】
　主制御部３０は、順番に一つずつ動作状態になった第２受光素子２２ｂのうち、出力さ
れる電流値が閾値電流よりも低下した第２受光素子２２ｂ、すなわちユーザーによるタッ
チ操作を検出した第２受光素子２２ｂを特定し、特定した第２受光素子２２ｂのＹ座標位
置に基づいて、表示面１１ａにおけるタッチ位置のＹ座標を検出する。なお、第２受光素
子２２ｂの座標位置は、第２受光素子２２ｂごとに予め対応付けされて記憶されている。
【００５２】
　このタッチ位置のＹ座標の検出と上記のＸ座標の検出により、表示面１１ａ上における
ユーザーのタッチ操作によるタッチ位置がＸ－Ｙ直交座標系の座標として検出される。
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　このように、表示面１１ａにおける異なるＹ座標位置において相互に対向して配置され
た第２発光素子２２ａおよび第２受光素子２２ｂの組は、表示面１１ａにおけるＹ成分領
域のタッチ位置を検出する第２センサー２２ｙ（検出部）を構成している。第２センサー
２２ｙのそれぞれは、当該第２センサー２２ｙが配置されたＹ座標位置におけるＸ方向に
沿った全域をタッチ位置の検出対象とした透過型光学センサーになっている。
【００５３】
　主制御部３０は、所定の情報の入力を受け付ける入力操作画面を表示パネル本体１１の
表示面１１ａに表示することを表示制御部１３に指示する。
　また、表示面１１ａ上に入力操作画面が表示された状態で、タッチ位置検出機構２０に
よってタッチ位置が検出されると、主制御部３０は、検出されたタッチ位置に基づいて所
定の情報の入力を受け付ける。
【００５４】
　［入力操作画面］
　次に、表示パネル本体１１の表示面１１ａに表示される入力操作画面について説明する
。入力操作画面には、タッチ操作画面とスライド操作画面とがある。
　タッチ操作画面は、例えば図３に示す画面からなり、１つの画面内に、ユーザーによる
表示面１１ａのタッチ操作によって所定の情報の入力を受け付ける１個以上のボタン画像
、ここではＢ１～Ｂ４が含まれている。ここで、ボタン画像とは、ユーザーがタッチ操作
する、若しくは、ユーザーのタッチ操作による文字入力を要求するボタンやキーなどの形
状を示す画像をいう。
【００５５】
　タッチ操作画面が表示面１１ａに表示されると、表示面１１ａは、ボタン画像が表示さ
れている部分（第１領域）と、ボタン画像以外の表示画像あるいは背景画像が存在する残
りの部分（第２領域）のいずれかになる。以下では、ボタン画像以外の残りの部分の画像
を背景画像、第１領域をボタン画像領域、第２領域を背景画像領域という。
　表示面１１ａにタッチ操作画面が表示されると、前述したように、タッチ位置検出機構
２０は、表示面１１ａのタッチ位置（Ｘ－Ｙ座標）を検出し、主制御部３０は、そのタッ
チ位置からどのボタン画像領域がタッチ操作されたのか、すなわちユーザーによりどのボ
タンが選択されたのかを特定する。
【００５６】
　そして、主制御部３０は、ボタン画像領域に表示されたボタン画像に予め設定された所
定の情報の入力（文字入力を含む）を受け付けて、受け付けられた所定の情報に関する処
理を画像形成本体部Ａに指示する。
　一方、スライド操作画面とは、ユーザーが表示面１１ａのタッチ位置をスライドさせる
ことによって所定の情報の入力を受け付ける場合に、表示面１１ａに表示される画面であ
り、シングルタッチ画面とダブルタッチ画面の２つがある。
【００５７】
　シングルタッチ画面とは、フリック操作のように、例えば、表示面１１ａにタッチされ
た１本の指を１方向へスライドさせることによって所定の情報の入力を受け付ける際に表
示される（図１７参照）。
　一方、ダブルタッチ画面とは、ピンチイン操作およびピンチアウト操作のように、例え
ば、表示面１１ａにタッチされた２本の指を相反する方向へスライドさせることによって
所定情報の入力を受け付ける際に表示される（図１８参照）。
【００５８】
　図２に戻って、主制御部３０の記憶部（不図示）には、複数のタッチ操作画面、複数の
スライド操作画面のそれぞれの画像データが予め記憶されている。主制御部３０は、記憶
部に記憶された複数のタッチ操作画面またはスライド操作画面から選択された１つの画面
を表示面１１ａに表示することを表示制御部１３に指示する。
　表示制御部１３は、主制御部３０の指示により、タッチ操作画面、スライド操作画面に
おけるシングルタッチ画面またはダブルタッチ画面のいずれか１つを、入力操作画面とし
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て表示面１１ａに表示する。表示面１１ａに表示された入力操作画面に対するタッチ操作
によって所定情報の入力が受け付けられると、必要に応じて異なる入力操作画面が表示面
１１ａに表示される。
【００５９】
　＜タッチ操作画面＞
　次に、表示パネル本体１１の表示面１１ａに表示されるタッチ操作画面を、図３を用い
て具体的に説明する。
　図３に示すタッチ操作画面には、表示面１１ａに表示される複数のボタン画像、ここで
は４つのボタン画像Ｂ１～Ｂ４が含まれている。この表示面１１ａにおけるボタン画像Ｂ
１～Ｂ４のそれぞれの表示領域がボタン画像領域になる。
【００６０】
　ボタン画像Ｂ１～Ｂ４は、表示面１１ａにおける上下方向（Ｙ方向）の下側において、
Ｘ方向に沿って相互に間隔を空けた状態で１列に並んで表示されている。最も右側に表示
されたボタン画像Ｂ１は楕円形状になっており、例えば、画像形成本体部Ａにおいてコピ
ー動作などの各種動作モードでの動作の開始を受け付けるスタートボタンを表示する画像
になっている。
【００６１】
　ボタン画像Ｂ１に対して左側方向に順番に並んで表示されたボタン画像Ｂ２、Ｂ３、Ｂ
４は、それぞれ同じ大きさの矩形状になっている。
　ボタン画像Ｂ２は、画像形成時の画質調整の選択を受け付ける選択キーを表示する画像
であり、ボタン画像Ｂ３は、スキャン動作時における原稿の読取モード（片面／両面読取
など）の選択を受け付ける選択キーを表示する画像であり、ボタン画像Ｂ４は、画像形成
動作時において使用される用紙サイズの選択を受け付ける選択キーを表示する画像になっ
ている。これら隣り合うボタン画像同士のＸ方向の間隔は、等しくなっている。
【００６２】
　表示面１１ａにおけるボタン画像Ｂ１～Ｂ４の表示位置であるボタン画像領域のいずれ
かがタッチ操作されると、主制御部３０は、タッチ操作されたボタン画像に設定された情
報（動作開始時など）が指示されたものとして、その指示を受け付ける。
　表示面１１ａ上の全ての領域のうち、ボタン画像Ｂ１～Ｂ４が表示されている領域以外
の領域が背景画像領域であり、具体的には表示面１１ａにおける右側の辺とボタン画像Ｂ
１との間、表示面１１ａにおける左側の辺とボタン画像Ｂ４との間、隣り合う２つのボタ
ン画像の間、ボタン画像Ｂ１～Ｂ４がＸ方向に並ぶ領域と表示面１１ａにおける上側の辺
との間が含まれる。
【００６３】
　図３には、タッチ位置検出機構２０における第１センサー２１ｘ（第１発光素子２１ａ
および第１受光素子２１ｂ）と、第２センサー２２ｙ（第２発光素子２２ａおよび第２受
光素子２２ｂ）とを模式的に示している。
　なお、図３では、説明を容易にするために、第１発光素子２１ａおよび第２発光素子２
２ａの大きさ、ボタン画像Ｂ１～Ｂ４の大きさ等は実際とは異なっている。表示面１１ａ
におけるボタン画像Ｂ１～Ｂ４が表示された部分は、通常、それぞれの上方域を、相互に
隣接する複数個（通常、５個以上）の第１発光素子２１ａおよび第２発光素子２２ａのそ
れぞれから照射される光が通過する大きさになっている。
【００６４】
　また、相互に隣り合うボタン画像の間の表示面１１ａの背景画像領域は、図３では、そ
れぞれ、１つの第１発光素子２１ａから照射される光が通過する程度の大きさに示されて
いる。しかし、実際には、それぞれの背景画像領域の上方を、２～３個程度の第１発光素
子２１ａのそれぞれから照射される光が通過する大きさになっている。
　さらに、図３では、動作状態になった第１発光素子２１ａから発せられた光がその第１
発光素子２１ａに対応する第１受光素子２１ｂに向かう様子を破線の矢印で模式的に示し
ている。以下の各図でも発光素子から発せられた光を破線の矢印で示す場合がある。
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【００６５】
　タッチ操作画面は、複数個のボタン画像がＸ方向に沿って１列に配置された構成に限ら
ず、例えば図４に示すようにＹ方向に沿って１列に配置される構成もある。
　図４に示すタッチ操作画面には、複数のボタン画像Ｂｉが表示されている。
　各ボタン画像Ｂｉには、画像形成本体部Ａに設けられた送信機能によって、データを送
信する際の送信先としての氏名が表示されている。この各ボタン画像Ｂｉがそれぞれ表示
された表示面１１ａにおける各表示領域がボタン画像領域になっている。
【００６６】
　このタッチ操作画面は、画像形成本体部Ａの動作モードとしてデータの送信モードを選
択した場合に、詳細設定画像またはポップアップ画像として表示面１１ａに表示される。
　複数のボタン画像Ｂｉのそれぞれは同じ形状になっており、それぞれが、表示面１１ａ
におけるＸ方向に沿った横長の長方形状になっている。全てのボタン画像Ｂｉは、隣り合
うボタン画像Ｂｉ同士が相互に接した状態で、Ｙ方向に沿って１列に並んで表示されてい
る。
【００６７】
　全てのボタン画像Ｂｉと、表示面１１ａにおける左右の両側に位置する各辺との間は、
表示面１１ａにおいてはＹ方向に沿った背景画像領域になっている。これらの背景画像領
域は、Ｘ方向に沿った長さが比較的短く、表示面１１ａにおけるＹ方向の全域にわたって
形成されている。
　また、表示面１１ａにおけるＹ方向（上下方向）の最も上側および下側にそれぞれ表示
された各ボタン画像Ｂｉと、表示面１１ａにおける上下の両側の各辺との間は、表示面１
１ａにおけるＸ方向に沿った背景画像領域になっている。これらの背景画像領域は、Ｙ方
向に沿った長さが比較的短く、表示面１１ａにおけるＸ方向の全域にわたって形成されて
いる。
【００６８】
　なお、図４においても、図３と同様に、タッチ位置検出機構２０における第１センサー
２１ｘ（第１発光素子２１ａおよび第１受光素子２１ｂ）と、第２センサー２２ｙ（第２
発光素子２２ａおよび第２受光素子２２ｂ）とを模式的に示している。
　表示面１１ａにおける各ボタン画像Ｂｉの表示位置であるボタン画像領域がタッチ操作
されると、主制御部３０は、各ボタン画像Ｂｉに設定されたアドレスにデータを送信する
ことが指示されたものとして、その指示を受け付ける。
【００６９】
　＜スライド操作画面＞
　上記のようなタッチ操作画面に対して、スライド操作画面は、本実施形態では、表示面
１１ａに表示された画像の一部を、移動、拡大、縮小のいずれかの操作を実行する際に表
示される。
　［省電力制御］
　主制御部３０は、入力操作画面を表示パネル本体１１の表示面１１ａに表示することが
指示されると、タッチ位置を検出する際にタッチ位置検出機構２０の消費電力を低減する
省電力制御を実行する。省電力制御には、表示面１１ａにタッチ操作画面の表示が指示さ
れた場合に実行されるタッチ操作省電力処理と、表示面１１ａにスライド操作画面の表示
が指示された場合に実行されるスライド操作省電力処理とがある。
【００７０】
　タッチ操作省電力処理では、タッチ位置検出機構２０の消費電力を低減できる標準省電
力モードの処理が実行される。また、ユーザーの選択によって、タッチ位置検出機構２０
における消費電力の低減を優先的に実行する省電力優先モードの処理を実行することも可
能になっている。ユーザーによる省電力優先モードの選択は、ＭＦＰの初期設定において
、あるいは、ＭＦＰを使用している間の任意のタイミングで行われる。
【００７１】
　スライド操作省電力処理では、シングルタッチ画面またはダブルタッチ画面におけるタ



(17) JP 2015-170285 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

ッチ位置およびタッチ位置のスライドを検出する際に、タッチ位置検出機構２０の消費電
力を低減することができる。
　次に、主制御部３０によって実行される省電力制御の詳細について、図５および図６の
フローチャートに基づいて説明する。
【００７２】
　主制御部３０は、電源がオン状態になること等によって省電力制御を開始する。この場
合、主制御部３０は、表示パネル本体１１の表示面１１ａに、表示すべき入力操作画面の
表示を指示する前に、まず、その入力操作画面の画面データに付加されている入力操作画
面に関する情報を取得する（ステップＳ１１）。
　この情報には、表示すべき入力操作画面の画面種類、具体的にはその画面がタッチ操作
画面とスライド操作画面のいずれであるかを示す情報が含まれている。
【００７３】
　次いで、表示面１１ａに表示すべき入力操作画面がタッチ操作画面とスライド操作画面
のいずれであるかを判定する（ステップＳ１２）。この判定は、上記の画面種類の情報を
参照することにより行われる。
　スライド操作画面であることが判定されると（ステップＳ１２において「Ｎｏ」）、ス
ライド操作省電力処理を実行するためにステップＳ１３に進む。ステップＳ１３以降のス
ライド操作省電力処理については後述する。
【００７４】
　一方、タッチ操作画面であることが判定されると（ステップＳ１２において「Ｙｅｓ」
）、ステップＳ１４以降のタッチ操作省電力処理を実行する。
　＜タッチ操作省電力処理＞
　タッチ操作省電力処理には、標準省電力モードを実行する処理（ステップＳ１４～Ｓ１
９、Ｓ２１）と、省電力優先モードを実行する処理（ステップＳ２２、Ｓ３４、Ｓ３６）
が含まれている。以下、この順に処理内容を説明する。
【００７５】
　＜標準省電力モード＞
　ステップＳ１４では、表示が指示されたタッチ操作画面のボタン画像に関する情報（以
下、「ボタン画像情報」という。）を取得する。ボタン画像情報には、表示面１１ａに表
示されるべきボタン画像の輪郭を指標するＸ座標およびＹ座標（輪郭座標）と、ボタン画
像毎に設定された設定入力情報が含まれる。
【００７６】
　ここで、設定入力情報は、そのボタンがタッチ操作されたときに実行すべき機能として
予め割り当てられた機能、例えばコピー開始などを示す情報である。
　主制御部３０は、表示が指示されたタッチ操作画面の画像データから、その画面に含ま
れるボタン画像の輪郭座標を取得する。この取得は、主制御部３０に設けられた輪郭座標
取得部（不図示）が実行する。
【００７７】
　輪郭座標取得部は、例えば、タッチ操作画面の画像データを参照し、ボタン画像の輪郭
を示す線分を構成する各画素ごとにそのＸ方向とＹ方向の座標位置を抽出することにより
、輪郭座標を取得する。なお、輪郭座標の取得方法は、これに限られず、例えば表示対象
のボタン画像ごとに、その輪郭座標が書き込まれたテーブルを予め作成して、作成された
テーブルから輪郭座標を取得する構成としてもよい。このテーブルは、例えば主制御部３
０の記憶部に予め記憶される構成とすることができる。
【００７８】
　ステップＳ１４においてボタン画像情報が取得されると、ステップＳ１５に進む。
　ステップＳ１５では、取得されたボタン画像の輪郭座標に基づいて、表示面１１ａ上に
おけるボタン画像領域および背景画像領域を判定する領域判定処理を実行する。
　この領域判定は、それぞれのボタンごとにその画像の輪郭で示される閉じられた領域を
ボタン画像領域と特定し、これ以外の残りの領域を背景画像領域とすることにより行われ
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る。この意味で、主制御部３０は、ステップＳ１５を実行する場合に、ボタン画像領域と
背景画像領域とを判定する領域判定手段として機能するといえる。
【００７９】
　次いで、領域判定処理の結果に基づいて、背景画像におけるＸ成分領域あるいはＹ成分
領域が表示面１１ａの全域にわたって存在するかを判断する（ステップＳ１６）。
　具体的には、Ｘ方向に沿って並ぶそれぞれの受光素子２１ｂのＸ座標位置ごとに、その
Ｘ座標位置に対する、表示面１１ａ上におけるＹ座標の全域が背景画像領域に属するか、
もしくはＹ座標の一部がボタン画像領域に属するかを判断する。
【００８０】
　例えば、図３に示す受光素子２１ｇのＸ座標位置については、Ｙ方向のいずれの位置に
もボタン画像領域が存在しないので、Ｙ座標の全域が背景画像領域に属することが判断さ
れる。一方、受光素子２１ｈのＸ座標位置については、Ｙ方向の一部の位置にボタン画像
Ｂ１のボタン画像領域が存在するので、一部がボタン画像領域に属すると判断される。
　Ｙ方向についても同様に、Ｙ方向に沿って並ぶそれぞれの受光素子２２ｂのＹ座標位置
ごとに、そのＹ座標位置に対する、表示面１１ａ上におけるＸ座標の全域が背景画像領域
に属するか、もしくはＸ座標の一部がボタン画像領域に属するかを判断する。
【００８１】
　全域が背景画像領域に属すると判断されたＸ座標位置またはＹ座標位置が１つでもある
場合には、背景画像におけるＸ成分領域あるいはＹ成分領域が表示面１１ａの全域にわた
って存在すると判断され、１つもない場合には、存在しないことが判断される。図３と図
４の例の場合、存在することが判断される。
　背景画像領域におけるＸ成分領域あるいはＹ成分領域がＹ方向あるいはＸ方向の全域に
わたって存在することを判断すると（ステップＳ１６において「Ｙｅｓ」）、ステップＳ
１７に進む。
【００８２】
　ステップＳ１７では、タッチ操作画面に複数のボタン画像が含まれる場合、その複数の
ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って１列に配置されているかをボタン画像情報に基
づいて判断する。図３と図４に示す例の場合、１列の配置であると判断される。この意味
で、主制御部３０は、ステップＳ１７を実行する場合に、各ボタン画像が１列に配置され
ていることを判断する配置判断手段として機能するといえる。
【００８３】
　図３の例のようにボタン画像Ｂ１～Ｂ４がＸ方向に沿って１列に配置されている場合、
ボタン画像Ｂ１～Ｂ４の表示位置は、Ｘ座標では異なるがＹ座標では同一になる。このよ
うな状態では、いずれのボタン画像Ｂ１～Ｂ４がタッチ操作されたかを、タッチ位置のＹ
座標を検出しなくてもＸ座標だけで検出することができる。
　一方、図４では複数のボタン画像がＹ方向に沿って１列に配置されている。この場合、
それぞれのボタン画像の表示位置は、Ｙ座標では異なるがＸ座標では同一になるので、タ
ッチ位置のＸ座標を検出しなくてもＹ座標だけで検出することができる。つまり、複数の
ボタン画像が１列に配置されている場合、ボタン画像領域と背景画像領域の区別に関わら
ず、Ｘ座標とＹ座標の一方を非検出にしてもボタン画像のタッチ操作を検出できることに
なる。
【００８４】
　複数のボタン画像が１列で配置されていることを判断すると（ステップＳ１７において
「Ｙｅｓ」）、領域判定の結果に関わらず、複数の第１センサー２１ｘと第２センサー２
２ｙのうち、複数のボタン画像の配列方向とは直交する方向に沿って配置されたセンサー
の全てを非動作状態に設定する（ステップＳ１８）。
　図３の例では、全ての第２センサー２２ｙが非動作状態に設定され、図４の例では、全
ての第１センサー２１ｘが非動作状態に設定される。図３と図４では、非動作状態に設定
されたセンサーを網点の丸印で示している。
【００８５】
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　上記のように第１センサー２１ｘは、それぞれが配置されたＸ座標位置において、表示
面１１ａ上のＹ方向に沿った全域のタッチ操作を検出対象としている。従って、表示面１
１ａにおいて、Ｙ方向の全域にわたって連続した背景画像領域が存在する場合には、その
背景画像領域のＸ成分領域のタッチ操作を検出するための第１センサー２１ｘが抽出され
て非動作状態に設定される。
【００８６】
　同様に、第２センサー２２ｙは、それぞれが配置されたＹ座標位置において、表示面１
１ａのＸ方向に沿った全域のタッチ操作を検出対象としている。従って、表示面１１ａに
おいて、Ｘ方向の全域にわたって連続した背景画像領域が存在する場合には、その背景画
像領域のＹ成分領域のタッチ操作を検出するための第２センサー２２ｙが抽出されて非動
作状態に設定される。
【００８７】
　続いて、ステップＳ１８で非動作状態に設定されたセンサー以外のセンサーのうち、背
景画像領域に対応するセンサー、すなわち複数のボタン画像の配列方向に沿って配置され
た複数のセンサーのうち、背景画像領域のタッチ位置を検出可能なセンサーを非動作状態
に設定する（ステップＳ１９）。
　図３の例では、複数の第１センサー２１ｘのうち、背景画像領域に対応するセンサー（
網点の丸印で示すセンサー）が非動作状態に設定され、図４の例では、複数の第２センサ
ー２２ｙのうち、背景画像領域に対応するセンサー（網点の丸印で示すセンサー）が非動
作状態に設定される。なお、非動作状態に設定されなかったセンサーは、動作状態に設定
されたことになる。図３と図４では、動作状態に設定されたセンサーを、白抜きの丸印で
示している。
【００８８】
　続いて、省電力優先モードが選択されているかを判断する（ステップＳ２０）。省電力
優先モードが選択されていないことを判断すると（ステップＳ２０において「Ｎｏ」）、
ステップＳ２３に進む。
　一方、複数のボタン画像が１列で配置されていないことを判断すると（ステップＳ１７
において「Ｎｏ」）、複数の第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙのうち、背景画像
領域に対応するセンサーを抽出して、抽出したセンサーだけを非動作状態に設定して（ス
テップＳ２１）、図６に示すステップＳ３１に進む。
【００８９】
　ここで、複数のボタン画像が１列で配置されていないタッチ操作画面には、例えば図７
に示すような４つのボタン画像Ｂ６～Ｂ９を含む画面があり、Ｘ方向の座標位置が同じ位
置関係にあるボタン画像Ｂ８とＢ９や、Ｙ方向の座標位置が同じ位置関係にあるボタン画
像Ｂ７とＢ９を含む場合、Ｘ座標とＹ座標の一方の座標位置を検出するだけでは、いずれ
のボタン画像がタッチ操作されたかが判らない。
【００９０】
　従って、この場合には、上記のように第１センサー２１ｘの全てまたは第２センサー２
２ｙの全てを非動作状態に設定することができず、背景画像領域に対応するセンサー（網
点の丸印で示すもの）だけを抽出してそのセンサーが非動作状態に設定される。非動作状
態に設定されなかったセンサーは、動作状態に設定されたことになる。
　そして、図６のステップＳ３１において省電力優先モードがユーザーによって選択され
ているかを判断し、省電力優先モードが選択されていないことを判断すると（ステップＳ
３１において「Ｎｏ」）、図５のステップＳ２３に進む。
【００９１】
　一方、背景画像におけるＸ成分領域あるいはＹ成分領域が表示面１１ａの全域にわたっ
て存在しないことを判断すると（ステップＳ１６において「Ｎｏ」）、図６のステップＳ
３１に進む。
　ここで、背景画像におけるＸ成分領域あるいはＹ成分領域が表示面１１ａの全域にわた
って存在しない場合とは、全ての第１センサー２１ｘのＸ座標位置のそれぞれにおいて、
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表示面１１ａのＹ方向の全域にわたって背景画像領域が存在せず、全ての第２センサー２
２ｙのＹ座標位置のそれぞれにおいても、表示面１１ａのＸ方向の全域にわたって背景画
像領域が存在しない場合である。この場合、非動作状態に設定できるセンサーが１つも存
在しないことになり、全ての第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙが動作状態に設定
される。
【００９２】
　ステップＳ３１において、省電力優先モードがユーザーによって選択されていないこと
を判断すると（ステップＳ３１において「Ｎｏ」）、図５のステップＳ２３に進む。
　ステップＳ２３では、表示指示されたタッチ操作画面を表示面１１ａに表示することを
表示制御部１３に指示するとともに、タッチ位置検出機構２０に対して駆動開始を指示す
る。
【００９３】
　これにより、表示パネル本体１１の表示面１１ａには、指示されたタッチ操作画面が表
示される。また、タッチ位置検出機構２０では、全ての第１センサー２１ｘおよび第２セ
ンサー２２ｙのうち、動作状態に設定されたセンサーが動作状態になり、非動作状態に設
定されたセンサーが非動作状態になる。この意味で、主制御部３０は、ステップＳ２３を
実行する場合に、表示パネル１０に対して画像の表示を指示する表示指示手段として機能
し、タッチ位置検出機構２０に対してタッチ位置の検出を実行するオン状態とタッチ位置
を検出しないオフ状態にすることを指示する検出指示手段として機能するといえる。
【００９４】
　非動作状態に設定された第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙについては、対
応する第１発光側スイッチ２１ｃと第１受光側スイッチ２１ｄおよび第２発光側スイッチ
２２ｃと第２受光側スイッチ２２ｄの全てがオフ状態に維持される。
　動作状態に設定された第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙについては、対応
する第１発光側スイッチ２１ｃと第１受光側スイッチ２１ｄおよび第２発光側スイッチ２
２ｃと第２受光側スイッチ２２ｄが順次、オンとオフの切り替えが実行される。
【００９５】
　具体的には、発光制御部２５は、動作状態に設定された第１センサー２１ｘの第１発光
素子２１ａに接続された第１発光側スイッチ２１ｃを、Ｘ方向に沿って並んだ順番に、一
定時間だけオン状態に制御する。この場合、オン状態に制御される第１発光側スイッチ２
１ｃ以外の第１発光側スイッチ２１ｃはオフ状態に制御される。
　また、発光側電流制御部２３は、第１発光側スイッチ２１ｃがオンするタイミングで第
１発光側電力供給線２１ｅに所定の基準値の電流をそれぞれ供給する。なお、この場合の
第１発光側電力供給線２１ｅに供給される所定の電力を「標準電力」とする。
【００９６】
　これにより、オン状態の第１発光側スイッチ２１ｃに接続された第１発光素子２１ａに
は標準電力が供給される。標準電力が供給される第１発光素子２１ａは、一定時間だけ、
所定の発光強度の光をＹ方向に沿って照射する発光状態になる。なお、この場合の第１発
光素子２１ａの発光強度を「標準強度」とする。
　また、受光制御部２６は、第１発光側スイッチ２１ｃがオン状態とされる第１センサー
２１ｘの第１受光側スイッチ２１ｄを、当該第１発光側スイッチ２１ｃがオンされるタイ
ミングに同期してオン状態に制御する。従って、第１受光側スイッチ２１ｄのそれぞれも
、Ｘ方向に沿って並んだ順番に、一定時間だけオン状態に制御される。この場合も、オン
状態に制御される第１受光側スイッチ２１ｄ以外の第１受光側スイッチ２１ｄはオフ状態
に制御される。
【００９７】
　第１受光側スイッチ２１ｄのそれぞれがオンすると、当該第１受光側スイッチ２１ｄに
接続された第１受光素子２１ｂが一定時間だけ第１受光側電力供給線２１ｆからの供給電
力を受けて動作状態となり、受光した光の強度に対応した電流を出力する。
　同様に、動作状態に設定された第２センサー２２ｙについては、発光制御部２５は、そ
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の第２発光素子２２ａに接続された第２発光側スイッチ２２ｃを、Ｙ方向に沿って並んだ
順番に一定時間だけオン状態に制御する。また、受光制御部２６は、第２発光側スイッチ
２２ｃがオン状態とされる第２センサー２２ｙの第２受光側スイッチ２２ｄを、当該第２
発光側スイッチ２２ｃがオンするタイミングに同期してオン状態に制御する。
【００９８】
　これにより、第２センサー２２ｙのそれぞれは、第１センサー２１ｘと同様に制御され
る。上記の標準電力と標準強度についても第２センサー２２ｙについて同様である。
　これにより、非動作状態に設定された第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの
それぞれがタッチ操作の検出対象とする背景画像領域は、タッチ操作の検出が実行されな
い状態（オフ状態）になる。
【００９９】
　従って、全ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙをボタン画像の表示位置
に関係なく動作状態、すなわちタッチ操作の検出を行えるオン状態にする構成に比べて、
動作状態とされる第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの個数が減少し、その個
数の減少分、センサーへの供給電力が低減して、タッチ位置検出機構２０の消費電力を低
減することができ、タッチ位置検出機構２０の省電力化を図れる。
【０１００】
　タッチ位置検出機構２０の駆動が開始されると、ユーザーのタッチ操作による表示面１
１ａ上のタッチ位置が、動作状態になった第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙ
により検出されるまで待機状態になる（ステップＳ２４）。
　このタッチ位置の検出は、次のようにして行われる。
　すなわち、動作状態の第１受光素子２１ｂおよび第２受光素子２２ｂのそれぞれから順
次出力される電流値をモニターし、いずれかの第１受光素子２１ｂおよび第２受光素子２
２ｂの出力電流が閾値電流よりも低下したか否かを判断する。
【０１０１】
　いずれかの第１受光素子２１ｂおよび第２受光素子２２ｂの出力電流が閾値電流よりも
低下したことを判断すると、出力電流が閾値電流よりも低下した第１受光素子２１ｂのＸ
座標位置および第２受光素子２２ｂのＹ座標位置に基づいて、タッチ操作によるタッチ位
置を表示面１１ａ上におけるＸ－Ｙ直交座標系の２成分として検出する。
　タッチ位置の検出を判断すると（ステップＳ２４において「Ｙｅｓ」）、検出されたタ
ッチ位置と、ステップＳ１４で取得されたボタン画像の輪郭座標とに基づいて、タッチ操
作されたボタン画像領域に対応するボタン画像を特定し、特定されたボタン画像の設定入
力情報を、ステップＳ１４で取得された全てのボタン画像の設定入力情報から選択して取
得する（ステップＳ２５）。
【０１０２】
　主制御部３０は、取得された設定入力情報に関する処理を画像形成本体部Ａに指示する
。例えば、ボタン画像Ｂ１のボタン画像領域がタッチ操作された場合には、コピー動作な
どの動作モードの開始が画像形成本体部Ａに指示される。
　また、ステップＳ２５では、タッチ操作されたボタン画像に対するタッチ操作の回数（
総合計）をカウントする。それぞれのボタン画像ごとに、１回のタッチ操作があるたびに
、現在の回数に１がインクリメントされて、その回数が更新される。このタッチ操作の回
数は、後述する操作頻度基準処理（ステップＳ２２）で用いられる。
【０１０３】
　ステップＳ２５での処理が終了するとステップＳ２６に進み、表示パネル１０に表示さ
れたタッチ操作画面を、異なる入力操作画面（タッチ操作画面に限らない）に変更する必
要があるかを判断する。例えば、動作モードの選択を受け付けるボタン画像Ｂ２に対する
タッチ操作がなされた場合、動作モードを選択するための別のメニュー画面に遷移する必
要があることから、変更の必要があると判断される。
【０１０４】
　異なる入力操作画面への変更が必要であることを判断すると（ステップＳ２６において
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「Ｙｅｓ」）、ステップＳ１１に戻り、新たな入力操作画面について、ステップＳ１１以
降の処理を実行する。一方、タッチ操作画面を他の入力操作画面に変更する必要がないこ
とを判断すると（ステップＳ２６において「Ｎｏ」）、ステップＳ２４に戻って待機状態
になる。なお、待機状態の継続時間が一定時間を超えると、当該省電力制御を終了すると
しても良い。
【０１０５】
　＜省電力優先モード＞
　次に、省電力優先モードがユーザーによって選択されている場合について説明する。ユ
ーザーが省電力優先モードを選択していることは、ステップＳ２０またはＳ３１において
判断される。
　＜ステップＳ２０による省電力優先モード＞
　省電力優先モードの選択を判断すると（ステップＳ２０において「Ｙｅｓ」）、省電力
優先モードとして操作頻度基準処理を実行する（ステップＳ２２）。
【０１０６】
　操作頻度基準処理は、タッチ操作の頻度が少ないボタン画像の表示位置であるボタン画
像領域のタッチ操作を検出対象とする第１センサー２１ｘまたは第２センサー２２ｙに供
給される電力を低減する処理である。
　図８は、操作頻度基準処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
　同図に示すように、まず、表示が指示されたタッチ操作画面におけるそれぞれのボタン
画像（ボタン画像領域）に対するタッチ操作の頻度を取得する（ステップＳ４１）。
【０１０７】
　ボタン画像に対するタッチ操作の頻度とは、全てのボタン画像（ボタン画像領域）のタ
ッチ操作の回数の合計に対して、それぞれのボタン画像の個別のタッチ操作の回数の割合
である。なお、各ボタン画像に対するタッチ操作の回数は、前述したように、ステップＳ
２５においてカウントされている。従って、各ボタン画像に対するタッチ操作の回数のカ
ウント値に基づいて、全てのボタン画像のタッチ操作の回数の合計を求めることができる
。これにより、ボタン画像毎のタッチ操作の頻度を取得できる。
【０１０８】
　次いで、取得されたボタン画像毎のタッチ操作の頻度を、それぞれ、予め設定された閾
値と比較して、表示が指示されたタッチ操作画面における各ボタン画像を、閾値よりも高
い高頻度と、閾値よりも低い低頻度とに分類する（ステップＳ４２）。
　この分類がなされると、低頻度のボタン画像および高頻度のボタン画像のいずれか一方
または両方が複数であるかを判断する（ステップＳ４３）。
【０１０９】
　低頻度のボタン画像および高頻度のボタン画像のいずれか一方または両方が複数である
ことを判断すると（ステップＳ４３において「Ｙｅｓ」）、ステップＳ４４に進む。
　ステップＳ４４では、低頻度に分類された全てのボタン画像と、高頻度に分類された全
てのボタン画像とが所定の並び替え状態になるように、表示制御部１３に指示する。
　このステップＳ４４の処理前に、既にステップＳ１７において、複数のボタン画像がＸ
方向またはＹ方向に沿って１列になっていることが判断されている。このために、ステッ
プＳ４４では、低頻度のボタン画像の全てと、高頻度のボタン画像の全てとが、ステップ
Ｓ１７において判断された配列方向に沿って相互に分離した状態になるように、ボタン画
像の表示位置が並び替える指示が行われる。
【０１１０】
　この指示により、表示面１１ａでは、低頻度のボタン画像の全てと高頻度のボタン画像
の全てとが、配列方向に沿って分離した状態で表示される表示位置変更が実行される。
　図９（ａ）は、ボタン画像の並び替え前の状態の例を示す図であり、図９（ｂ）は、ボ
タン画像の並び替え後の状態（変更状態）の例を示す図である。
　図９では、ボタン画像Ｂ１、Ｂ３、Ｂ５が高頻度のボタン画像に分類され、ボタン画像
Ｂ２、Ｂ４が低頻度のボタン画像に分類され、ボタン画像Ｂ１、Ｂ３、Ｂ５が表示面１１
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ａにおけるＸ方向の右側において相互に隣接した状態に並び替えられ、ボタン画像Ｂ２、
Ｂ４が表示面１１ａにおけるＸ方向の左側において相互に隣接した状態に並び替えられた
場合の例を示している。
【０１１１】
　図８に戻って、ステップＳ４５では、発光制御部２５および受光制御部２６に対して、
低頻度のボタン画像に対応するボタン画像領域のタッチ操作を検出対象とする第１センサ
ー２１ｘ（以下、「低頻度領域第１センサー２１ｘ」という。）または第２センサー２２
ｙ（以下、「低頻度領域第２センサー２２ｙ」という。）のそれぞれを順番に動作状態と
する時間だけを短くすることを指示する。
【０１１２】
　この場合、高頻度のボタン画像領域のタッチ操作を検出対象とする第１センサー２１ｘ
（以下、「高頻度領域第１センサー２１ｘ」という。）または第２センサー２２ｙ（以下
、「高頻度領域第２センサー２２ｙ」という。）のそれぞれを順番に動作状態とする時間
は短くされず、標準時間になっている。
　ステップＳ４５の処理が終了すると、ステップＳ４７に進む。
【０１１３】
　ステップＳ４７では、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａまたは低頻
度領域第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａに対して、標準電力の電流値よりも低い
電流の所定の電力（以下、「駆動低電力」という。）を供給することを発光制御部２５に
指示する。そして、タッチ位置検出機構２０に駆動開始を指示して（ステップＳ４８）、
図５のステップＳ２４に進む。これにより、発光制御部２５および受光制御部２６は、タ
ッチ位置検出機構２０を、主制御部３０による指示（ステップＳ４５、Ｓ４７）になるよ
うに制御して、タッチ操作の検出を実行する。
【０１１４】
　例えば、第２センサー２２ｙの全てが非動作状態に設定されている場合には、ステップ
Ｓ４５において、低頻度領域第１センサー２１ｘの動作時間を、高頻度領域第１センサー
２１ｘの動作時間（標準時間）よりも短くすることが指示される。これにより、発光制御
部２５は、低頻度領域第１センサー２１ｘにおける第１発光側スイッチ２１ｃのオン時間
を標準時間よりも短くなるように制御する。その結果、全ての低頻度領域第１センサー２
１ｘの第１発光素子２１ａが発光状態になる時間の合計は、操作頻度基準処理を実行しな
い場合よりも短くなる。
【０１１５】
　一方、第１センサー２１ｘの全てが非動作状態に設定されている場合には、ステップＳ
４５において、低頻度領域第２センサー２２ｙの動作時間を標準時間よりも短くすること
が指示される。これにより、発光制御部２５は、低頻度領域第２センサー２２ｙにおける
第２発光側スイッチ２２ｃのオン時間が、標準時間よりも短くなるように制御する。その
結果、全ての低頻度領域第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａが発光状態になる時間
の合計は、操作頻度基準処理を実行しない場合よりも短くなる。
【０１１６】
　いずれの場合にも、タッチ位置検出機構２０の消費電力が、操作頻度基準処理を実行し
ない場合よりも低減される。
　上記のように動作状態に設定された第１センサー２１ｘまたは第２センサー２２ｙのそ
れぞれは、順番に一つずつだけが動作状態、すなわちタッチ位置検出のための電力が供給
される状態に切り替わっていく。従って、１つのセンサーに対する動作状態の時間を短く
するということは、単位時間当たりにおけるそのセンサーによる検出時間が標準時間より
も短くなる。
【０１１７】
　検出時間を短くするほど消費電力を低減できるが、短くしすぎると、例えばユーザーに
よる指のタッチ操作が一瞬であった場合、その一瞬のタッチ操作を検出できなくなること
が起こり易くなる。
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　一方で、動作状態の時間を標準時間よりも短くするのは、ユーザーがタッチ操作する機
会が少ないボタン画像領域を検出対象とする低頻度領域第１センサー２１ｘまたは低頻度
領域第２センサー２２ｙだけであり、かつ一瞬のタッチ操作が行われることも少ないと考
えられるので、タッチ操作の検出精度の低下が生じる蓋然性は低くなる。
【０１１８】
　このように各センサーに対する動作状態の時間を操作頻度に応じて標準時間よりも短く
する制御をとる場合、動作状態の時間を固定する場合に比べてタッチ操作の検出精度の低
下が生じる場合が想定されるが、ユーザーが省電力優先モードを選択していることから、
タッチ位置検出機構２０における消費電力の低減を優先するようにしている。
　さらに、ステップＳ４７においては、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２
１ａまたは低頻度領域第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａに対して駆動低電力の供
給が指示されている。このために、発光制御部２５は、発光側電流制御部２３を制御して
、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａまたは低頻度領域第２センサー２
２ｙの第２発光素子２２ａに駆動低電力を供給する。
【０１１９】
　例えば、図９（ｂ）に示すように全ての第２センサー２２ｙが非動作状態に設定されて
いる場合には、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａに接続された第１発
光側スイッチ２１ｃがオンするタイミングで、第１発光側電力供給線２１ｅに駆動低電力
が供給される。これにより、オン状態の第１発光側スイッチ２１ｃに接続された低頻度領
域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａには、駆動低電力が供給される。その結果、
当該第１発光素子２１ａは、発光強度が標準強度よりも低下した低発光強度の光を照射す
る。
【０１２０】
　なお、高頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａが動作状態とされる場合に
は、当該第１発光素子２１ａに対して標準電力が供給される。従って、高頻度領域第１セ
ンサー２１ｘの第１発光素子２１ａは標準強度の光を照射する。
　図９（ｂ）では、複数の第１発光素子２１ａのうち、一部の第１発光素子２１ａから標
準強度の光（太線）が照射されている様子と、別の第１発光素子２１ａから低発光強度の
光（細線）が照射されている様子が示されている。
【０１２１】
　一方、全ての第１センサー２１ｘが非動作状態に設定されている場合には、低頻度領域
第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａに接続された第２発光側スイッチ２２ｃがオン
するタイミングで、第２発光側電力供給線２２ｅに駆動低電力が供給される。これにより
、オン状態の第２発光側スイッチ２２ｃに接続された低頻度領域第２センサー２２ｙの第
２発光素子２２ａには駆動低電力が供給される。その結果、当該第２発光素子２２ａは、
低発光強度の光を照射する。
【０１２２】
　なお、高頻度領域第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａが動作状態とされる場合に
は、当該第２発光素子２２ａに対して標準電力が供給される。従って、高頻度領域第２セ
ンサー２２ｙの第２発光素子２２ａは標準強度の光を照射する。
　いずれの場合にも、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａまたは低頻度
領域第２センサー２２ｘの第２発光素子２２ａへの供給電力が低減されるので、頻度に関
係なく供給電力を標準電力のまま固定する構成に比べて、タッチ位置検出機構２０の消費
電力を低減できる。
【０１２３】
　第１受光素子２１ｂと第２受光素子２２ｂのそれぞれについて、操作者のタッチ操作を
検出可能な受光量の許容範囲のうち、基準となる受光量に相当する光を、対応する発光素
子から発するのに必要な電流の電力が上記の標準電力として設定され、受光量の許容範囲
のうち、標準電力の場合よりも少ない量の光を発光素子から発するのに必要な電流の電力
が上記の駆動低電力として設定されている。
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【０１２４】
　標準電力と駆動低電力は、タッチ位置の検出が可能な発光素子への供給電力の許容範囲
内において、駆動低電力が標準電力よりも低くなるように予め決められており、駆動低電
力の方が標準電力よりも消費電力を低減できるが、駆動低電力では、標準電力よりも発光
素子への供給電流が低下するので、その分、発光素子からの発光量が低減する。
　発光素子からの発光量が低減すると、それだけ受光素子の受光量が少なくなるので、受
光素子の出力電流が標準電力の場合よりも下がり、閾値電流との差が標準電力の場合より
も小さくなることが生じる。
【０１２５】
　消費電力をより低減すべく、駆動低電力を標準電力に対して小さくしすぎると、例えば
ボタン画像領域上を通過する光の一部だけがユーザーの指により誤って遮光されただけで
も、受光素子の出力電流が閾値電流を下回ってしまい、タッチ操作したものと検出してし
まうことが起こり易くなる。
　しかし、駆動低電力の供給は、ユーザーがタッチ操作する機会が少ないボタン画像領域
を検出対象とする低頻度領域第１センサー２１ｘまたは低頻度領域第２センサー２２ｙだ
けであり、かつ当該ボタン画像領域上を通過する光を誤って指で遮光する操作を行うこと
も少ないと考えられるので、タッチ操作の検出精度の低下が生じる蓋然性は低くなる。
【０１２６】
　また、低頻度と高頻度のボタン画像の少なくとも一方が複数ある場合には、低頻度のボ
タン画像は、高頻度のボタン画像と分離した状態で表示される。高頻度のボタン画像は、
タッチ操作のためにユーザーが接近する機会が多くなるのに対して、低頻度のボタン画像
は接近する機会が少なくなる。このことによっても、さらに低頻度のボタン画像のタッチ
操作の検出精度が低下する蓋然性が低くなるといえる。
【０１２７】
　このように各センサーに対する供給電力を操作頻度に応じて標準電力と駆動低電力に切
り替える制御をとる場合、標準電力のまま固定する場合に比べてタッチ操作の検出精度の
低下が生じる場合が想定されるが、ユーザーが省電力優先モードを選択していることから
、タッチ位置検出機構２０における消費電力の低減を優先するようにしている。
　なお、上記の駆動状態の時間を標準時間に対してどれだけよりも短くするか、および駆
動低電力を標準電力に対してどれだけ低くするかについては、消費電力と検出精度を考慮
して予め実験などから適した時間や電流値などを決めることができる。
【０１２８】
　次に、低頻度のボタン画像領域および高頻度のボタン画像領域の両方が複数でない場合
（ステップＳ４３において「Ｎｏ」）について説明する。この場合には、ステップＳ４６
に進む。ステップＳ４６では、ボタン画像の表示位置を並び替えることなく、表示パネル
本体１１の表示面１１ａに表示することを表示制御部１３に指示する。これにより、表示
面１１ａには、ボタン画像が並び替えられていない状態のタッチ操作画面（指示されたタ
ッチ操作画面）が表示される。
【０１２９】
　その後、ステップＳ４７に進む。従って、この場合には、低頻度領域第１センサー２１
ｘのそれぞれ、低頻度領域第２センサー２２ｙのそれぞれが動作状態になる時間を短くす
るステップＳ４５の処理は実行されない。
　ステップＳ４７では、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａまたは低頻
度領域第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａに、駆動低電力を供給することを発光制
御部２５に指示する。
【０１３０】
　その後、タッチ位置検出機構２０に駆動開始を指示して（ステップＳ４８）、図５のス
テップＳ２４に進む。これにより、発光制御部２５および受光制御部２６は、タッチ位置
検出機構２０を、主制御部３０によって指示された状態になるように制御して、タッチ位
置検出機構２０によるタッチ操作の検出を実行する。
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　この場合には、低頻度領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａまたは低頻度領域
第２センサー２２ｙの第２発光素子２２ａに対しては駆動低電力が供給される。これによ
り、駆動低電力が供給された第１発光素子２１ａまたは第２発光素子２２ａからは、標準
強度よりも低い低強度の光が照射される。従って、タッチ位置検出機構２０の消費電力は
、標準強度に固定する場合よりも低減される。
【０１３１】
　なお、上記の説明では、低頻度のボタン画像におけるタッチ操作を検出する全ての第１
センサー２１ｘの第１発光素子２１ａに駆動低電力を供給する構成として、タッチ位置検
出機構２０における消費電力を低減している。しかし、この構成に限らない。
　例えば、低頻度の１つのボタン画像（ボタン画像領域）を検出対象とする複数の第１セ
ンサー２１ｘから選択される１以上の第１センサー２１ｘを非動作状態とし、選択されな
い第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａを動作状態にする構成としてもよい。動作状
態にする第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａには、標準電力、駆動低電力のいずれ
を供給してもよい。
【０１３２】
　この場合、非動作状態にされる第１センサー２１ｘのＸ方向に連続する個数が多くなる
と、タッチ操作を検出できない領域がＸ方向に広くなるので、ユーザーの指の大きさと、
隣り合う２つの第１センサー２１ｘのＸ方向の間隔の大きさなどから、連続する個数をタ
ッチ操作が可能な範囲内になるように予め決めることができる。また、非動作状態になる
第１センサー２１ｘを挟んでＸ方向両側に位置する２つの第１センサー２１ｘがそれぞれ
動作状態になるように、動作状態と非動作状態を決めることもできる。上記のことは、第
２センサー２２ｙについても同様である。
【０１３３】
　また、操作頻度基準処理では全ての低頻度のボタン画像と全ての高頻度のボタン画像と
が相互に分離するように、ボタン画像の並び替えを行っている。しかし、このような並び
替えを行わない構成としてもよい。
　この場合には、図８のステップＳ４２の処理が終了すると、ステップＳ４３～Ｓ４５の
処理を実行せずに、ステップＳ４６の処理が実行される。これにより、ボタン画像は並び
替えられることがない。その後、ステップＳ４７の処理が実行されることにより、低頻度
領域第１センサー２１ｘの第１発光素子２１ａには駆動低電力が供給される。従って、タ
ッチ位置検出機構２０における消費電力は、操作頻度基準処理が実行されない場合よりも
低減される。
【０１３４】
　さらに、ボタン画像を並び替えずに（ステップＳ４４をスキップして）、低頻度領域第
１センサー２１ｘ、低頻度領域第２センサー２２ｙの動作状態になる時間を短くする処理
（ステップＳ４５）を実行する構成をとることも可能である。
　また、操作頻度基準処理（ステップＳ２２）では、ステップＳ４４とＳ４７のいずれか
一方だけを実行する構成をとることもできる。
【０１３５】
　さらに、低頻度と高頻度のボタン画像の数に関わりなく、かつボタン画像の並び替えの
表示も指示することなく（ステップ４３、Ｓ４４をスキップして）、ステップＳ４５とＳ
４７を実行する、またはステップ４５とＳ４７の一方だけを実行する構成としても良い。
　また、検出時間の短縮（ステップＳ４５）と供給電力の低減（ステップＳ４７）に代え
て、例えば１つの低頻度のボタン画像領域を検出対象とするセンサーが複数ある場合に、
その複数のセンサーの中に、電力供給されないセンサーが一部に含まれるように制御する
方法（センサーを間引く方法）も考えられる。
【０１３６】
　＜ステップＳ３１による省電力優先モード＞
　省電力優先モードの選択が判断されると（ステップＳ３１において「Ｙｅｓ」）、ステ
ップＳ３２～Ｓ３６による表示変更処理を省電力優先モードとして実行する。
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　まず、表示が指示されたタッチ操作画面の複数のボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿
った複数の列を構成するかを判断する（ステップＳ３２）。
【０１３７】
　複数のボタン画像が複数列を構成するとは、Ｘ方向に沿って並ぶ列またはＹ方向に沿っ
て並ぶ列が２列以上存在するように複数のボタン画像が並べられる構成をいう。例えば、
図１０（ａ）に示すボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７は、Ｙ方向に沿った列が２列になるように
並べられて配置される構成になっている。以下、複数のボタン画像が複数列を構成するタ
ッチ操作画面を「複数列領域画像」という。
【０１３８】
　タッチ操作画面が複数列領域画像でないことを判断すると（ステップＳ３２において「
Ｎｏ」）、ステップＳ３５に進み、集中表示処理が実行できるかを判断する。ステップＳ
３５以降の処理については後述する。
　タッチ操作画面が複数列領域画像であることを判断すると（ステップＳ３２において「
Ｙｅｓ」）、ステップＳ３３に進む。ステップＳ３３では、複数列領域画像における複数
列のボタン画像を１列に並び替えた画像（以下、「単列領域画像」という。）の画像デー
タが記憶部に予め記憶されているかを判断する。単列領域画像とは、例えば図１０（ｂ）
に示すボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のように複数のボタンがＸ方向またはＹ方向に沿って１
列に配列された画像をいう。
【０１３９】
　単列領域画像の画像データが記憶されていないことを判断すると（ステップＳ３３にお
いて「Ｎｏ」）、ステップＳ３４における単列領域表示処理を実行することなく、図５の
ステップＳ２３に進む。この場合には、上記のように省電力優先モードが選択されていな
い場合（ステップＳ３１において「Ｎｏ」）と同様の処理が実行される。
　一方、単列領域画像の画像データが記憶されていることを判断すると（ステップＳ３３
において「Ｙｅｓ」）、単列領域表示処理の実行が可能であると判断し、ステップＳ３４
に進んで、単列領域表示処理を実行する。
【０１４０】
　＜単列領域表示処理＞
　単列領域表示処理が実行されるのは、上記のステップＳ１６で「Ｎｏ」の場合、または
ステップＳ１７で「Ｎｏ」の場合を条件としており、このことは、第１センサー２１ｘの
全て、または、第２センサー２２ｙの全てが非動作状態に設定されていない状態（例えば
、図７の状態）であることを意味する。
【０１４１】
　このために、タッチ位置の検出を実行する際におけるタッチ位置検出機構２０の消費電
力は、第１センサー２１ｘの全て、または、第２センサー２２ｙの全てが非動作状態に設
定されている状態（例えば、図３、図４の状態）よりも多くなっている。
　しかし、複数列領域画像を単列領域画像に変更すると、複数のボタン画像のそれぞれの
タッチ操作を、ボタン画像の配列方向に沿って配置された第１センサー２１ｘまたは第２
センサー２２ｙだけで検出することができる。従って、ボタン画像のタッチ操作に直接的
に関与しない第２センサー２２ｙまたは第１センサー２１ｘの全てを非動作状態に設定す
ることができる。
【０１４２】
　これにより、タッチ位置の検出をオフ状態にできる背景画像領域の面積が増加して、背
景画像領域のタッチ操作を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙ
の個数の合計を増加させることができる場合があり得る。この場合、ボタン画像（ボタン
画像領域）のタッチ操作を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙ
の個数の合計が、複数列領域画像の場合よりも減少することになり、タッチ操作の検出を
実行する際におけるタッチ位置検出機構２０の消費電力を低減することができる。
【０１４３】
　すなわち、予め決められている表示態様である複数列領域画像をこれとは異なる所定の
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表示態様である単列領域画像に変更すると仮定した場合に、動作状態に設定される第１セ
ンサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数を減少することができれば、タッチ位置検
出機構２０の消費電力の低減を実現できることになる。
　従って、本実施の形態では、記憶部に記憶される全ての複数列領域画像のうち、単列領
域画像に変更すると仮定した場合に、動作状態に設定される第１センサー２１ｘおよび第
２センサー２２ｙの総数を減少できる複数列領域画像を予め決め、決められた複数列領域
画像とこれに対応する単列領域画像とを主制御部３０の記憶部に記憶しておき、表示指示
された複数列領域画像に対応する単列領域画像が存在する場合に（ステップＳ３３におい
て「Ｙｅｓ」）、単列領域表示処理（ステップＳ３４）を実行するとしている。
【０１４４】
　この意味で、主制御部３０は、ステップＳ３３の処理を実行する際に、タッチ位置の検
出をオフ状態にできるＸ成分領域とＹ成分領域の面積が増加するかを判定する領域増加判
定手段として機能するといえる。
　図１０（ａ）は、単列領域表示処理が実行可能と判定される複数列領域画像が表示パネ
ル本体１１の表示面１１ａに表示された状態を示す模式図である。この複数列領域画像は
、例えば、図９（ａ）に示すタッチ操作画面が表示面１１ａに表示された場合に、用紙サ
イズを設定するための選択ボタンであるボタン画像Ｂ４がタッチ操作されることにより、
タッチ操作画面上にレイヤー表示される。
【０１４５】
　表示面１１ａに表示された複数列領域画像では、用紙サイズに関する情報に対応した７
つのボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のうち、Ｙ方向に沿ったボタン画像Ｂ１１～Ｂ１４の列と
Ｙ方向に沿ったボタン画像Ｂ１５～Ｂ１７の列が２列で並列表示されている。それぞれの
ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７は同じ形状および大きさになっており、Ｘ方向に沿って長い長
方形状になっている。なお、表示面１１ａにおいて７つのボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７がそ
れぞれ表示された領域がボタン画像領域になっている。
【０１４６】
　左側のボタン画像の列には、表示面１１ａにおけるＹ方向の上側から下側にかけてボタ
ン画像Ｂ１１～Ｂ１４の４つが相互に接した状態で表示されている。また、右側のボタン
画像の列には、表示面１１ａにおけるＹ方向の上側から下側にかけてボタン画像Ｂ１５～
Ｂ１７の３つが相互に接した状態で表示されている。
　左側の列におけるＹ方向の最も上側に表示されたボタン画像Ｂ１１には、プリントアウ
トする用紙サイズを画像データに基づいて自動的に選択することを画像形成本体部Ａに指
示する機能が設定されている。
【０１４７】
　ボタン画像Ｂ１１の下側のボタン画像Ｂ１２、ボタン画像Ｂ１３、ボタン画像Ｂ１４に
は、それぞれ所定サイズの用紙の選択を画像形成本体部Ａに指示する機能がそれぞれ設定
されている。
　右側の列におけるボタン画像Ｂ１５～Ｂ１７のそれぞれにも、所定サイズの用紙の選択
を画像形成本体部Ａに指示する機能がそれぞれ設定されている。
【０１４８】
　このような複数列領域画像の表示が指示されると、ステップＳ１４～Ｓ１７、Ｓ２１の
処理が実行されることにより、ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のボタン画像領域のタッチ操作
を検出対象とする第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙ（図１０（ａ）の白抜きの丸
印）が動作状態に設定される。
　このような複数列領域画像における全てのボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７を、Ｙ方向に沿っ
て１列に並び替えた単列領域画像（変更画像）が表示パネル本体１１の表示面１１ａに表
示された状態を図１０（ｂ）に示す。
【０１４９】
　図１０（ｂ）に示す単列領域画像では、全てのボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７が、その順番
で、Ｙ方向に沿って１列に配置されるように並び替えられて表示される。
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　このような単列領域画像の場合、ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のそれぞれのボタン画像領
域のタッチ操作を、Ｘ方向に沿って並んだ第１センサー２１ｘに関係なく、Ｙ方向に沿っ
た第２センサー２２ｙによって検出できる。
【０１５０】
　このために、図１０（ｂ）に模式的に示すように、ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のボタン
画像領域のタッチ操作を検出対象とする第２センサー２２ｙ（図１０（ｂ）の白抜きの丸
印）だけを動作状態に設定すればよい。
　従って、Ｘ方向に沿って並んだ第１センサー２１ｘの全てが非動作状態に設定され、Ｙ
方向に沿って並んだ第２センサー２２ｙは、ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７のそれぞれを検出
対象とするセンサーだけが動作状態に設定される。これにより、非動作状態となる第１セ
ンサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数は、図１０（ａ）に示す複数列領域画像の
場合よりも増加し、動作状態となる第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数
は減少する。
【０１５１】
　図１０（ａ）に例示する複数列領域画像だけでなく、図示しない他の複数列領域画像に
ついても、単列領域画像に変更した場合に動作状態になる第１センサー２１ｘおよび第２
センサー２２ｙの総数が減少するものについては、上記のようにその複数列領域画像に対
応する単列領域画像の画像データが予め主制御部３０に記憶されている。
　従って、１以上の複数列領域画像のうち、表示されるべき複数列領域画像が指示された
場合に、その指示された複数列領域画像に対応する単列領域画像の画像データを読み出す
ことにより、読み出した単列領域画像の画像データに基づき、複数列領域画像を変更した
単列領域画像を表示パネル本体１１の表示面１１ａに表示することができる。
【０１５２】
　このように、表示が指示された複数列領域画像に対応した単列領域画像が主制御部３０
の記憶部に記憶されている場合には、図６のステップＳ３３において「Ｙｅｓ」となり、
ステップＳ３４の単列領域表示処理が実行される。
　図１１は、単列領域表示処理のサブルーチンを示すフローチャートである。単列領域表
示処理では、複数列領域画像に替えて、主制御部３０の記憶部に記憶された単列領域画像
を表示面１１ａに表示することを表示制御部１３に指示する（ステップＳ５１）。
【０１５３】
　次いで、表示面１１ａに表示された単列領域画像における各ボタン画像の配列方向とは
直交する方向に並ぶ第１センサー２１ｘまたは第２センサー２２ｙの全てを非動作状態に
することを、発光制御部２５および受光制御部２６に指示する（ステップＳ５２）。図１
０（ｂ）の例では、全ての第１センサー２１ｘが非動作状態に設定される。
　さらに、非動作状態の設定が指示されなかった第１センサー２１ｘまたは第２センサー
２２ｙのうち、ボタン画像（ボタン画像領域）をタッチ操作の検出対象としないセンサー
と検出対象とするセンサーを抽出する（ステップＳ５３）。図１０（ｂ）の例では、全て
の第２センサー２２ｙのうち、網点の丸印で示す第２センサー２２ｙが検出対象としない
センサーとして抽出され、白抜きの丸印で示す第２センサー２２ｙが検出対象とするセン
サーとして抽出される。
【０１５４】
　検出対象としないセンサーとして抽出された第１センサー２１ｘまたは第２センサー２
２ｙを非動作状態に、検出対象とするセンサーとして抽出された第１センサー２１ｘまた
は第２センサー２２ｙを動作状態にすることを、発光制御部２５および受光制御部２６に
指示する（ステップＳ５４）。
　その後、タッチ位置検出機構２０に対して駆動開始を指示する（ステップＳ５５）。こ
れにより、発光制御部２５および受光制御部２６は、タッチ位置検出機構２０を、主制御
部３０によって指示された状態になるように制御して、タッチ位置検出機構２０によるタ
ッチ操作の検出を実行する。
【０１５５】
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　この場合には、発光制御部２５および受光制御部２６は、非動作状態が指示された第１
センサー２１ｘまたは第２センサー２２ｙの全てを非動作状態に制御する。従って、タッ
チ位置検出機構２０の消費電力は、単列領域画像に変更される前の複数列領域画像が表示
面１１ａに表示される場合よりも低減される。
　その後、図５のステップＳ２４に進み、タッチ操作画面におけるいずれかのボタン画像
がタッチ操作されるまで待機状態になる。ステップＳ２４以降の処理は前述した通りであ
る。
【０１５６】
　なお、複数列領域画像を単列領域画像に変更すると、図１０（ｂ）に示すように単列領
域画像の一部が元々表示されていたボタン画像Ｂ２、Ｂ３の上に重なるようになるため、
ユーザーによっては画面が見にくくなると感じる場合も生じ得る。しかし、ユーザーが省
電力優先モードを選択していることから、タッチ位置検出機構２０における消費電力の低
減が優先されるようにしている。
【０１５７】
　また、上記の単列領域表示処理では、ボタン画像Ｂ１１～Ｂ１７をＹ方向に沿った１列
に並び替えるとしたが、これに限られない。ボタンの数、形状、大きさによっては、例え
ばＸ方向に沿った１列に並び替えるとしても良い。いずれの方向に並び替えるかは予め決
められる。
　さらに、複数のボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って２列に並んだ複数列領域画像
について説明したが、単列領域表示処理の実行は、このような場合に限らない。例えば、
ボタン画像がＸ方向またはＹ方向に沿って３列以上に並ぶ複数列領域画像に対しても、単
列領域表示処理を実行する構成としてもよい。
【０１５８】
　また、複数のボタン画像が列状に並ぶ場合に限られず、例えば相互に間隔をおいて散在
する構成でも、それらを１列に並べることにより、並べる前よりも、動作状態となる第１
センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数を減少できるのであれば、上記同様に単
列領域表示処理を実行する構成をとることもできる。
　＜集中表示処理＞
　次に、図６に示すステップＳ３２において、タッチ操作画面が複数列領域画像でない場
合（ステップＳ３２において「Ｎｏ」）におけるステップＳ３５以降の処理について説明
する。ステップＳ３５以降の処理では、集中表示処理によりタッチ位置検出機構２０にお
ける消費電力の低減が可能であるかを判断し（ステップＳ３５）、集中表示処理が可能と
判断されると、集中表示処理が実行される（ステップＳ３６）。
【０１５９】
　ここで、集中表示とは、表示が指示された全てのボタン画像を、表示面１１ａにおける
任意の１個所に集中的に表示することである（図１２（ｂ）参照）。このような集中表示
により、隣接するボタン画像同士は、相互に接した状態、あるいは、比較的小さな間隙が
形成された状態とされる。
　ステップＳ３５では、表示が指示されたタッチ操作画面がボタン画像の集中表示が可能
であるかを判断する。本実施の形態では、複数個のボタン画像が相互に間隔をあけて表示
される１つのタッチ操作画面ごとに、予め集中表示可能な否かが決められており、その決
められた可否の結果に基づき、集中表示の可否が判断される。
【０１６０】
　集中表示可能か否かの決定は、次のようにして行われる。
　すなわち、図１２（ａ）に示すようにタッチ操作画面には、複数個のボタン画像Ｂｉが
表示面１１ａの全面にわたって分散状態で表示される画面が存在する。
　このようなタッチ操作画面では、表示面１１ａにおいてＸ方向またはＹ方向の全域にわ
たって背景画像領域が存在しない場合が多く、各ボタン画像のボタン画像領域のタッチ操
作を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの個数が多くなる。つ
まり、非動作状態に設定できる第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの個数が少
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なくなる。
【０１６１】
　図１２（ａ）に示すタッチ操作画面の場合、１０個のボタン画像Ｂｉのそれぞれのボタ
ン画像領域のタッチ操作を検出するには、第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙ
の全てを動作状態に設定する必要が生じる。
　タッチ位置検出機構２０の消費電力を低減すべく、非動作状態に設定できる第１センサ
ー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの個数をより多くするには、表示面１１ａにおいてＸ
方向またはＹ方向の全域にわたって背景画像領域が存在する部分、すなわちタッチ位置の
検出をオフ状態にできる背景画像領域の面積ができるだけ増加するようにすれば良い。
【０１６２】
　このようにする方法の一つとして、分散する複数個のボタン画像を表示面１１ａにおけ
る任意の１点の周囲に集中して表示させる集中表示を実行する構成がとられている。
　図１２（ｂ）は、図１２（ａ）に示されたタッチ操作画面における全てのボタン画像Ｂ
ｉを、表示面１１ａ上における１個所（表示中心点）Ｐａを中心として集中表示した画像
（変更画像）を示している。
【０１６３】
　ここで、各ボタン画像Ｂｉは、全てが同一の形状および大きさであり、各ボタン画像Ｂ
ｉのそれぞれの表示位置が表示面１１ａにおけるボタン画像領域になっている。
　ボタン画像のＸ方向に沿った長さは、それぞれ、表示面１１ａにおけるＸ方向に沿った
長さの１／５であり、Ｙ方向に沿った長さも、それぞれ、表示面１１ａにおけるＹ方向に
沿った長さの１／５になっている。
【０１６４】
　また、表示中心点Ｐａは、表示面１１ａの左端からＸ方向に表示面１１ａのＸ方向長さ
の１／５の長さの位置、かつ、表示面１１ａの上端からＹ方向に表示面１１ａのＹ方向長
さの半分の長さの位置になっている。
　集中表示は、これを行う前の図１２（ａ）に示すタッチ操作画面における複数のボタン
画像Ｂｉのうち、Ｘ方向の左側への移動可能なボタン画像Ｂｉの表示位置が、可能な限り
Ｘ方向の左側へ移動することにより行われる。
【０１６５】
　これにより、図１２（ｂ）のタッチ操作画面に示すように、全てのボタン画像Ｂｉが表
示中心点Ｐａの周囲に集中表示されて、表示面１１ａにおける左側の２／５の大きさの領
域内に位置するようになる。
　各ボタン画像Ｂｉが集中表示された図１２（ｂ）のタッチ操作画面において、各ボタン
画像ＢｉのＸ座標位置を検出するためには、表示面１１ａの左側の辺からＸ方向の全長の
２／５の長さの範囲内に位置する第１センサー２１ｘ（白抜きの丸印）だけが動作状態で
あればよい。
【０１６６】
　つまり、各ボタン画像Ｂｉが集中表示されている領域に対して右側に確保された大きな
面積の背景画像領域１１ｚに対応する複数個の第１センサー２１ｘ（網点の丸印）を非動
作状態に設定できる。
　従って、図１２（ａ）に示すタッチ操作画面における全てのボタン画像Ｂｉ（予め決め
られている表示態様）を、図１２（ｂ）に示すように表示中心点Ｐａの周囲に集中表示す
れば（異なる所定の表示態様に変更すれば）、背景画像領域のタッチ操作を検出対象とす
る第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの個数を増加することができる。これに
より、ボタン画像Ｂｉを検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの
個数が減少する。
【０１６７】
　複数のタッチ操作画面ごとに、それぞれ集中表示を行った場合に動作状態になる第１セ
ンサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数が減少するタッチ操作画面については集中
表示が可能、そうでないタッチ操作画面については集中表示が不可と予め決められる。こ
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の決定結果は、主制御部３０に記憶される。この意味で、主制御部３０は、ステップＳ３
５の処理を実行する際に、上記同様の領域増加判定手段として機能するといえる。
【０１６８】
　図１２では、表示面１１ａ上において表示中心点Ｐａを表示面１１ａの中心位置よりも
Ｘ方向左寄りに位置する場合の例を示したが、これに限られず、例えば表示面１１ａの中
心位置やこれよりも右寄りの位置などとすることもできる。
　図１３（ａ）は、表示中心点Ｐａが表示面１１ａの中心位置に位置する場合の集中表示
の例を示し、図１３（ｂ）は、表示中心点Ｐａが表示面１１ａの中心位置よりも右寄りに
位置する場合の集中表示の例を示している。
【０１６９】
　図１３（ａ）と図１３（ｂ）のそれぞれの集中表示の方法でも、図１２（ｂ）の集中表
示の場合と同様に、動作状態になる第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの総数
を図１２（ａ）に示す分散表示よりも減少させることができる。
　表示中心点Ｐａを図１２（ｂ）、図１３（ａ）、図１３（ｂ）のいずれにするかは、後
述のようにユーザーの最初のタッチ操作によるタッチ位置に基づき決めることができる。
【０１７０】
　例えば、図１３（ａ）に示すように表示面１１ａをＸ方向に左側のα、中央のβ、右側
のγの各領域に略３等分して、中央領域β内のいずれかの位置がタッチ操作されると、図
１３（ａ）に示すように表示中心点Ｐａを中央領域βの中央位置に決め、図１３（ａ）に
示す集中表示を選択する。
　また、右側領域γ内のいずれかの位置がタッチ操作されると、図１３（ｂ）に示すよう
に表示中心点Ｐａを表示面１１ａの右端からＸ方向に表示面１１ａのＸ方向長さの１／５
の長さの位置、かつ、表示面１１ａの上端からＹ方向に表示面１１ａのＹ方向長さの半分
の長さの位置に決め、図１３（ｂ）に示す集中表示を選択する。
【０１７１】
　さらに、左側領域α内のいずれかの位置がタッチ操作されると、図１２（ｂ）に示す集
中表示を選択することができる。
　なお、上記では、複数個のボタン画像ＢｉがＹ方向に沿って並ぶ列を２列で並列表示す
る場合の例を説明したが、これに限られず、例えばＸ方向に沿って並ぶ列を２列で並列表
示する構成をとることできる。どの方向に沿う列にするかは予め決められる。
【０１７２】
　図６に戻り、ステップＳ３５において、表示が指示されたタッチ操作画面が集中表示不
可と判断すると（ステップＳ３５において「Ｎｏ」）、図５のステップＳ２３に進み、ス
テップＳ２３以降の処理を実行する。
　一方、表示が指示されたタッチ操作画面が集中表示可能と判断すると（ステップＳ３５
において「Ｙｅｓ」）、ステップＳ３６に進み、集中表示処理を実行する。
【０１７３】
　図１４は、集中表示処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
　同図に示すように、まず、表示が指示されたタッチ操作画面（集中表示処理が実行され
ていないタッチ操作画面）の表示を表示制御部１３に指示する（ステップＳ６１）。これ
により、集中表示が可能なタッチ操作画面が表示面１１ａに表示される。
　次いで、第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの全てを動作状態とすることを
発光制御部２５および受光制御部２６に指示するとともに、タッチ位置の検出開始をタッ
チ位置検出機構２０に指示する（ステップＳ６２）。本実施形態では、タッチ操作画面が
表示された後の最初のタッチ位置に基づいて表示中心点Ｐａを決めるようにしている。こ
のために、表示面１１ａにおける最初のタッチ位置を検出するために、第１センサー２１
ｘおよび第２センサー２２ｙの全てを動作状態としている。
【０１７４】
　そして、ユーザーの表示面１１ａへのタッチ操作によるタッチ位置が検出されるまで待
機状態になる（ステップＳ６３）。
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　その後、表示面１１ａのタッチ位置が検出されると（ステップＳ６３において「Ｙｅｓ
」）、タッチ位置を検出した第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙに基づいて表
示中心点Ｐａの座標位置を特定する（ステップＳ６４）。ここでは、最初のタッチ位置が
上記の図１３（ａ）に示すα、β、γのいずれの領域内であるかを判断し、判断した領域
がαであれば、図１２（ｂ）に示す表示中心点Ｐａの座標位置が特定され、βであれば、
図１３（ａ）に示す表示中心点Ｐａの座標位置が特定され、γであれば、図１３（ｂ）に
示す表示中心点Ｐａの座標位置が特定される。
【０１７５】
　次いで、表示中心点Ｐａの周囲にボタン画像Ｂｉを集中して表示することを表示制御部
１３に指示する（ステップＳ６５）。これにより、表示制御部１３は、表示面１１ａにお
ける表示中心点Ｐａの周囲に全てのボタン画像Ｂｉを集中的に表示する表示位置変更を行
う。この場合には、表示中心点Ｐａに接近する方向への移動可能なボタン画像Ｂｉが、表
示中心点Ｐａに接近する方向へ移動させる。これにより、表示中心点Ｐａの周囲に、全て
のボタン画像Ｂｉが集中表示された状態になる。
【０１７６】
　なお、全てのボタン画像Ｂｉを集中表示する際には、相互に隣接するボタン画像Ｂｉは
、相互に接した状態になっていてもよいが、比較的小さな間隙が形成された状態であって
もよい。
　その後、全てのボタン画像Ｂｉ以外の背景画像領域のタッチ操作を検出対象とする第１
センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの全てを非動作状態に、全てのボタン画像Ｂｉ
のボタン画像領域のタッチ操作を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー
２２ｙの全てを動作状態にする指示を行う（ステップＳ６６）。これにより、集中表示処
理を終了して、図５のステップＳ２４に進み、前述したように、いずれかのボタン画像Ｂ
ｉのタッチ位置が検出されるまで待機状態になる。
【０１７７】
　以上の集中表示処理においても、タッチ位置検出機構２０における消費電力を、第１セ
ンサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの全てを動作状態にする場合よりも低減すること
ができる。
　上記のような集中表示処理を行うと、元々、分散表示されていた各ボタン画像の表示位
置が変わることになるため、ユーザーにとっては操作性が低下したと感じる場合も生じ得
るが、省電力優先モードが選択されていることから、この操作性の低下よりも、タッチ位
置検出機構２０における消費電力の低減が優先されるようになっている。
【０１７８】
　なお、上記の集中表示処理の説明においては、表示中心点Ｐａを、表示面１１ａおける
最初のユーザーのタッチ位置に基づいて特定するとしたが、これに限られない。例えば、
上記の構成に替えて、表示面１１ａにおける任意の位置を表示中心点Ｐａとして予め設定
しておいてもよい。この場合には、図１４のステップＳ６２～Ｓ６４の処理を実行するこ
となく、ステップＳ６５以降の処理が実行される。
【０１７９】
　＜スライド操作省電力処理＞
　次に、図５のステップＳ１３において実行されるスライド操作省電力処理について説明
する。
　図１５および図１６は、スライド操作省電力処理のサブルーチンを示すフローチャート
である。スライド操作省電力処理では、スライド操作画面として、表示が指示されたシン
グルタッチ画面またはダブルタッチ画面を表示面１１ａに表示することを表示制御部１３
に指示する（図１５のステップＳ７０）。
【０１８０】
　シングルタッチ画面は、例えば、フリック操作によって表示位置を変更できる画像を含
んだ状態で表示面１１ａに表示される。また、ダブルタッチ画面は、例えば、ピンチアウ
ト操作またはピンチイン操作によって拡大または縮小される画像を含んだ状態で、表示面
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１１ａに表示される。表示面１１ａにシングルタッチ画面およびダブルタッチ画面のいず
れが表示されても、図１５および図１６のフローチャートに基づく処理が実行される。
【０１８１】
　スライド操作画面が表示面１１ａに表示されると、第１センサー２１ｘおよび第２セン
サー２２ｙの全てを動作状態にすることを、タッチ位置検出機構２０に指示して、ユーザ
ーのタッチ操作によるタッチ位置の検出開始を指示する（ステップＳ７１）。
　そして、タッチ位置が検出されるまで、待機状態になる（ステップＳ７２）。
　タッチ位置の検出は、上記のように、複数個の第１センサー２１ｘおよび第２センサー
２２ｙのうち、受光素子２１ｂおよび２２ｂの出力電流が閾値電流よりも低下した状態に
なった第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙを特定し、特定した第１センサー２
１ｘおよび第２センサー２２ｙのＸ、Ｙ座標位置を検出することにより行われる。
【０１８２】
　タッチ操作によるタッチ位置を検出すると（ステップＳ７２において「Ｙｅｓ」）、タ
ッチ位置を検出した第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの全てをそれぞれ中核
センサーＳｇ１に設定する（ステップＳ７３）。
　そして、全ての中核センサーＳｇ１のＸ座標位置およびＹ座標位置から、タッチ位置（
領域）の中央のＸ座標およびＹ座標を求めて、求められたＸ座標およびＹ座標を現在のタ
ッチ位置として記憶する（ステップＳ７４）。
【０１８３】
　次いで、中核センサーＳｇ１によって検出されたタッチ位置の周囲の領域のタッチ操作
を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙを、それぞれ周辺センサ
ーＳｇ２に設定する（ステップＳ７５）。これにより、中核センサーＳｇ１に対してＸ方
向およびＹ方向のそれぞれの両側に隣接する第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２
ｙのそれぞれが周辺センサーＳｇ２に設定される。
【０１８４】
　中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２が設定されると、中核センサーＳｇ１お
よび周辺センサーＳｇ２以外の全ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙを非
動作状態にすることをタッチ位置検出機構２０に指示する（ステップＳ７６）。
　これにより、タッチ位置検出機構２０は、表示面１１ａにおける現在のタッチ位置部分
と当該タッチ位置部分の周辺部分とを除いた残りの部分に相当するＸ成分領域とＹ成分領
域の検出をオフ状態とする。従って、タッチ位置検出機構２０は、表示面１１ａにおける
現在のタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部分との両方に相当するＸ成分領域と
Ｙ成分領域の検出だけを実行する。この状態を第１状態という。
【０１８５】
　以上のステップＳ７１～Ｓ７６の処理を、シングルタッチ画面が表示面１１ａに表示さ
れている場合について説明する。
　図１７は、表示パネル１０の表示面１１ａに表示されたシングルタッチ画面上でのユー
ザーによるタッチ位置がスライド操作される前の状態とスライド操作された後の状態を説
明するための模式図である。
【０１８６】
　スライド操作前の状態では、シングルタッチ画面が表示された表示面１１ａに対して、
ユーザーが指等によって最初にタッチ操作した位置をタッチ位置Ｐｔとして、タッチ位置
Ｐｔの領域が、Ｘ方向に連続する３個の第１センサー２１ｘと、Ｙ方向に連続する３個の
第２センサー２２ｙとによって検出されている。
　従って、ステップＳ７３では、これら３個の第１センサー２１ｘおよび３個の第２セン
サー２２ｙのそれぞれが中核センサーＳｇ１に設定される。また、ステップＳ７４では、
３個の第１センサー２１ｘおよび３個の第２センサー２２ｙのそれぞれの中央に位置する
第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙのＸ座標およびＹ座標が、現在のタッチ位
置のＸ座標およびＹ座標として記憶される。
【０１８７】
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　次のステップＳ７５では、中核センサーＳｇ１を構成する３個の第１センサー２１ｘの
Ｘ方向の両側に隣接する各１個の第１センサー２１ｘと、３個の第２センサー２２ｙのＹ
方向の両側に隣接する各１個の第２センサー２２ｙとが、それぞれ周辺センサーＳｇ２に
設定される。
　次のステップＳ７６では、中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２に設定された
５個の第１センサー２１ｘおよび５個の第２センサー２２ｙ以外の全て第１センサー２１
ｘおよび第２センサー２２ｙの非動作状態が、タッチ位置検出機構２０に指示される。
【０１８８】
　以上のように、スライド操作前の状態では、シングルタッチ画面の場合、ステップＳ７
１～Ｓ７６の処理によって、白抜きの丸印で示す５個の第１センサー２１ｘおよび５個の
第２センサー２２ｙが動作状態になり、これら以外の網点の丸印で示す第１センサー２１
ｘおよび第２センサー２２ｙが非動作状態になる。
　表示面１１ａにダブルタッチ画面が表示されている場合におけるステップＳ７１～Ｓ７
６の処理も、シングルタッチ画面が表示されている場合と同様である。但し、ピンチイン
操作およびピンチアウト操作を実行する場合には、通常、ユーザーは、タッチ操作を２本
の指によって行う。この場合、ピンチアウト操作を実行する際に、タッチ操作される２本
の指同士が相互に接していると、表示面１１ａにおけるタッチ位置Ｐｔは、２つの領域と
して検出されずに１つの領域として検出されることがある。
【０１８９】
　図１８（ａ）は、表示パネル１０の表示面１１ａに表示されたダブルタッチ画面をユー
ザーがピンチアウト操作を行うために、最初に表示面１１ａをタッチ操作した状態を説明
するための模式図である。この場合には、タッチ位置Ｐｔが１つの領域として検出されて
いる。このタッチ位置Ｐｔの面積は、シングルタッチ画面を１本の指でタッチ操作した場
合のタッチ位置Ｐｔの面積よりも若干大きくなっている。図１８（ａ）においては、タッ
チ位置Ｐｔが、６個の第１センサー２１ｘおよび６個の第２センサー２２ｙによってそれ
ぞれ検出されている。
【０１９０】
　この場合も、図１８（ａ）に示すように、タッチ位置Ｐｔを検出した６個の第１センサ
ー２１ｘおよび６個の第２センサー２２ｙのそれぞれが中核センサーＳｇ１に設定される
。また、中核センサーＳｇ１に設定された第１センサー２１ｘのＸ方向の両側と、第２セ
ンサー２２ｙのＹ方向の両側とにそれぞれ隣接する各１個の第１センサー２１ｘおよび第
２センサー２２ｙが周辺センサーＳｇ２に設定される。
【０１９１】
　なお、ダブルタッチ画面においてピンチイン操作を実行する場合には、タッチ操作され
る２本の指同士が相互に離間した状態になっているために、２か所のタッチ位置が検出さ
れる。この場合には、２か所のタッチ位置のそれぞれにおいて、図１７で説明したスライ
ド操作前の状態と同様に、中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２のそれぞれが設
定される。
【０１９２】
　そして、ステップＳ７６において、中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２以外
の第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの非動作状態がタッチ位置検出機構２０
に指示される。
　これにより、ダブルタッチ画面の場合も、タッチ位置検出機構２０は、表示面１１ａに
おける現在のタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部分とを除いた残りの部分に相
当するＸ成分領域とＹ成分領域の検出をオフ状態とする。従って、タッチ位置検出機構２
０は、表示面１１ａにおける現在のタッチ位置部分と当該タッチ位置部分の周辺部分との
両方に相当するＸ成分領域とＹ成分領域の検出だけを実行する。
【０１９３】
　次に、図１６のステップＳ７７以降の処理について説明する。ステップＳ７７では、動
作状態になったいずれかの周辺センサーＳｇ２がタッチ操作を検出して反応するまで待機
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状態になる。
　シングルタッチ画面およびダブルタッチ画面においては、通常、ユーザーは、表示面１
１ａにタッチした指を、表示面１１ａにタッチした状態を維持してスライドさせる。これ
により、周辺センサーＳｇ２のいずれかの受光素子（第１受光素子２１ｂまたは第２受光
素子２２ｂ）の出力電流が閾値電流よりも低下した状態に反応する。このことから、ステ
ップＳ７７では、周辺センサーＳｇ２のいずれかが反応すると（ステップＳ７７において
「Ｙｅｓ」）、タッチ位置がスライドされたものと判定し、ステップＳ７８に進む。
【０１９４】
　ステップＳ７８では、新たにタッチ位置を検出した第１センサー２１ｘの全ておよび第
２センサー２２ｙの全てを、新たな中核センサーＳｇ１に設定（更新）する。また、新た
に中核センサーＳｇ１に設定された第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの両側
にそれぞれ隣接する各１個の第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙのそれぞれを
、新たな周辺センサーＳｇ２に設定（更新）する（ステップＳ７９）。
【０１９５】
　中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２が新たに設定されると、新たに設定され
た中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２以外の全ての第１センサー２１ｘおよび
第２センサー２２ｙが非動作状態（オフ状態）になり、かつ新たに設定された中核センサ
ーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２が動作状態になること（第１状態から第２状態への遷
移）をタッチ位置検出機構２０に指示する（ステップＳ８０）。
【０１９６】
　図１７に示すシングルタッチ画面の例では、スライド操作前の状態のタッチ位置Ｐｔが
Ｘ方向に沿って１個の第１センサー２１ｘの幅分、右側にスライドした位置（以下、「ス
ライド位置Ｐｓ」という。）に移動した状態がスライド操作後の状態になっている。
　このスライド操作後の状態（第２状態）とは、スライド操作前の状態（第１状態）にお
いて中核センサーＳｇ１に設定されていた３個の第１センサー２１ｘに対してＸ方向の右
側に隣接する周辺センサーＳｇ２（第２センサー２２ｙ）が反応した瞬間（第２受光素子
２２ｂの出力電流が閾値電流よりも低下した瞬間）の状態のことである。
【０１９７】
　図１７の例に示すスライド操作後の状態では、スライド操作前のタッチ位置Ｐｔに対し
て右側にスライドしたスライド位置Ｐｓを検出した３個の第１センサー２１ｘおよび３個
の第２センサー２２ｙのそれぞれが新たに中核センサーＳｇ１に設定されることになる。
　そして、新たに設定された中核センサーＳｇ１を構成する第１センサー２１ｘおよび第
２センサー２２ｙに対してＸ方向およびＹ方向のそれぞれの両側に位置する各１個の第１
センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙが、それぞれ新たな周辺センサーＳｇ２に設定
される。スライド前に既に周辺センサーＳｇ２に設定されていた第１センサー２１ｘおよ
び第２センサー２２ｙがある場合でも、スライド後に周辺センサーＳｇ２に該当するもの
については新たに周辺センサーＳｇ２に設定し直される。
【０１９８】
　中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２が新たに設定されると、次のステップＳ
８０では、中核センサーＳｇ１および周辺センサーＳｇ２以外のセンサーの非動作状態が
タッチ位置検出機構２０に指示される。
　一方、ダブルタッチ画面では、ピンチイン操作またはピンチアウト操作が実行されると
、通常、タッチ操作された２本の指が、相反する方向にスライドされる。このために、最
初の１か所または２か所のタッチ位置Ｐｔに対して、相反する方向にそれぞれ位置する周
辺センサーＳｇ２が反応する。この場合には、反応したそれぞれの周辺センサーＳｇ２に
よって検出された２つのタッチ位置において、新たな中核センサーＳｇ１および周辺セン
サーＳｇ２がそれぞれ設定される。
【０１９９】
　図１８（ｂ）は、ダブルタッチ画面において、最初の１か所のタッチ位置Ｐｔが検出さ
れた図１８（ａ）に示す状態で、ピンチアウト操作を実行した場合を説明するための模式
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図である。ユーザーがピンチアウト操作を実行したときに、１つのタッチ位置Ｐｔが、図
１８（ｂ）に示すように２つに分離されて、それぞれが相互に離間するように相反する方
向に向かって表示面１１ａ上をスライドした場合の例を示している。
【０２００】
　この例の場合、最初のタッチ位置Ｐｔに対して相反する２つ方向のそれぞれに位置する
周辺センサーＳｇ２によってタッチ操作が検出され、スライド後の２か所のスライド位置
Ｐｓのそれぞれを検出対象とする全ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙ（
図１８（ｂ）では、それぞれ３個ずつ）が新たに中核センサーＳｇ１に設定される。
　また、２か所のスライド位置Ｐｓのそれぞれにおいても、新たに設定された中核センサ
ーＳｇ１のそれぞれに対して周辺センサーＳｇ２が新たに設定される。この場合も、中核
センサーＳｇ１を構成する第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙに対して、Ｘ方
向およびＹ方向のそれぞれの両側に隣接する各１個の第１センサー２１ｘおよび第２セン
サー２２ｙが、それぞれ新たな周辺センサーＳｇ２に設定される。
【０２０１】
　なお、ダブルタッチ画面において、ピンチイン操作を実行する場合には、最初に、表示
面１１ａにおける２か所の領域（タッチ位置）がタッチ操作される。このような状態で、
ピンチイン操作を実行すると、２か所のタッチ位置が相互に接近するように、それぞれ相
反する方向に向かって表示面１１ａ上をスライドする。この場合も、ピンチアウト操作の
場合と同様に、２か所のスライド位置Ｐｓのそれぞれにおいて、中核センサーＳｇ１およ
び周辺センサーＳｇ２のそれぞれが新たに設定される。
【０２０２】
　図１６に戻って、ステップＳ８１では、現在のタッチ位置における中央のＸ座標および
Ｙ座標をそれぞれ取得する。この取得は、現在、中核センサーＳｇ１に設定されている全
ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙの中央位置のＸ座標およびＹ座標のそ
れぞれを検出することにより行われる。
　そして、新たな設定の前後にそれぞれ取得されたタッチ位置、具体的にはステップＳ７
４で取得されたタッチ位置とステップＳ８１で取得されたタッチ位置の各座標に基づき、
所定情報の入力を受け付ける（ステップＳ８２）。
【０２０３】
　例えば、シングルタッチ画面では、ステップＳ７４による設定前のタッチ位置からステ
ップＳ８１による設定後のタッチ位置に向けて画像を移動することが指示されたものとし
て、その指示を受け付ける。
　また、ダブルタッチ画面では、２本の指等による設定前のタッチ位置と、設定後の２つ
のタッチ位置との差分の大きさに基づいて、設定前のタッチ位置に表示された画像を拡大
または縮小することが指示されたものとして、その指示を受け付ける。この場合、ピンチ
アウト操作では、設定前のタッチ位置に表示された画像を、スライド方向に沿って、スラ
イド距離に対応した拡大率で拡大することが指示されたものとする。また、ピンチイン操
作では、設定前のタッチ位置に表示された画像を、スライド方向に沿って、スライド距離
に対応した縮小率で縮小することが指示されたものとする。
【０２０４】
　続いて、いずれかの周辺センサーＳｇ２がタッチ操作の検出により反応したか否かを判
断する（ステップＳ８３）。
　ユーザーによるタッチ位置のスライドが継続されて、いずれかの周辺センサーＳｇ２が
反応すると（ステップＳ８３において「Ｙｅｓ」）、ステップＳ７８に戻って、ステップ
Ｓ７８以降の処理が実行される。
【０２０５】
　タッチ位置が連続してスライドする場合には、周辺センサーＳｇ２が反応する度に、ス
テップＳ７８～Ｓ８３の処理が繰り返される。これにより、新たな中核センサーＳｇ１と
新たな周辺センサーＳｇ２とが順次、設定（更新）されていくと共に、表示面１１ａ上に
おける画像もユーザーによるタッチ位置のスライド動作に追随するようにして移動、拡大
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等されることになる。
【０２０６】
　なお、ステップＳ７８～Ｓ８３の処理が２回以上繰り返される場合には、その回ごとに
、ステップＳ８２における所定情報の入力受付が、前回のステップＳ８１で取得されたタ
ッチ位置の座標を設定前のタッチ位置とし、今回のステップＳ８１で取得したタッチ位置
の座標を設定後の座標として行われる。
　そして、タッチ位置Ｐｔがスライドしなくなる状態、すなわちユーザーの指等によるス
ライドが停止した状態になり、周辺センサーＳｇ２が反応しなくなったことを判断すると
（ステップＳ８３において「Ｎｏ」）、ステップＳ８４に進む。
【０２０７】
　ステップＳ８４では、ユーザーによるタッチ操作が終了したかを判断する。
　タッチ操作の終了は、ユーザーの指等が表示面１１ａから離間したこと、具体的には動
作状態になった全ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙがタッチ位置を検出
しない状態（全ての第１受光素子２１ｂおよび第２受光素子２２ｂの出力電流が閾値電流
以上）に変化したことを検出することにより判定される。
【０２０８】
　ユーザーによるタッチ操作の終了が判断されない場合には（ステップＳ８４において「
Ｎｏ」）、ステップＳ８３に戻る。
　一方、タッチ操作の終了が判断された場合には（ステップＳ８４において「Ｙｅｓ」）
、表示面１１ａに表示されたスライド操作画面を、異なる入力操作画面（スライド操作画
面に限らない）の表示に変更する必要があるかを判断する（ステップＳ８５）。例えば、
ユーザーが表示面１１ａに表示されたスライド操作画面における所定位置のタッチ操作に
基づいて、他の入力操作画面への表示変更が必要であるかを判定する。
【０２０９】
　他の入力操作画面への表示変更が必要と判断されるまで待機状態になり、必要であるこ
とを判断すると（ステップＳ８５において「Ｙｅｓ」）、図５に示すステップＳ１１に戻
り、ステップＳ１１以降の処理を実行する。
　以上のように、表示面１１ａにスライド操作画面が表示されている場合には、最初のタ
ッチ操作の後は、タッチ位置およびその周辺を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび
第２センサー２２ｙだけが選択的に動作状態とされる。これにより、第１センサー２１ｘ
および第２センサー２２ｙの全てを動作状態とする場合よりも、タッチ位置検出機構２０
の消費電力を低減することができる。
【０２１０】
　さらに、その後にタッチ位置のスライドが検出されると、スライド位置およびその周辺
を検出対象とする第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙだけが、新たに動作状態
とされる。
　このように、動作状態になった第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙに基づい
て、タッチ位置のスライド、スライド方向、スライド距離のそれぞれを取得することがで
きる。従って、タッチ位置検出機構２０の消費電力が低減された状態で、スライド操作画
面における各種情報の入力を受け付けることができる。
【０２１１】
　なお、上記では、タッチ位置部分の周辺領域としての周辺部分に相当するＸ成分領域と
Ｙ成分領域の検出を行う周辺センサーＳｇ２を、中核センサーＳｇ１に隣接するものだけ
とする例を説明したが、これに限られない。例えば、中核センサーＳｇ１に隣接するセン
サーと、さらにこれに隣接するセンサーを周辺センサーＳｇ２に設定することもできる。
中核センサーＳｇ１を起点に、これに離れる方向に向かって何個目のセンサーまでを周辺
センサーＳｇ２に設定するかを予め決めておくことができる。
【０２１２】
　［変形例］
　上記の省電力制御は、図５～図６のフローチャートで示すように、タッチ位置検出機構
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２０が省電力状態になる複数の処理の実行が可能になっている。しかし、このような構成
に限らず、タッチ位置検出機構２０が省電力状態になるそれぞれの処理だけを単独で実行
する構成、あるいは、２以上の処理を選択して実行する構成とすることもできる。
【０２１３】
　＜変形例１＞
　例えば、タッチ操作省電力処理として、図５のフローチャートにおけるステップＳ１７
～Ｓ２０、Ｓ２２を実行せずに、Ｓ１５、Ｓ１６で「Ｙｅｓ」の次にＳ２１（背景画像領
域に対する非動作設定）を実行して、その後、Ｓ２３に進む構成としても良い。
　この構成をとれば、ステップＳ１８が実行されないので、複数個のボタン画像が１列に
表示されていても、第１センサー２１ｘまたは第２センサー２２ｙの全てが非動作状態に
なることはなくなるが、全ての第１センサー２１ｘおよび第２センサー２２ｙを動作状態
とする場合よりもタッチ位置検出機構２０の消費電力を低減できる。この場合には、ステ
ップＳ２５において、タッチ操作の回数をカウントする必要がない。
【０２１４】
　また、ステップＳ１５の次にＳ１７を実行し、Ｓ１７で「Ｙｅｓ」であれば、Ｓ２１、
Ｓ２２（操作頻度基準処理）の順に実行する構成をとることもできる。
　＜変形例２＞
　上記では、複数個のボタン画像が１列に表示されている場合に操作頻度基準処理（ステ
ップ２２）を実行する構成としたが、これに限られず、複数個のボタン画像が１列に表示
されていない場合でも、操作頻度基準処理を実行する構成とすることもできる。
【０２１５】
　例えば、図７に示すような入力操作画面においてボタン画像Ｂ６が低頻度であれば、ボ
タン画像Ｂ６を並び替えることなく（ステップＳ４４を実行せず）、そのボタン画像領域
のタッチ操作を検出するための第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙのそれぞれに対
して、動作時間の短縮（ステップＳ４５）と供給電力の低減（ステップＳ４７）の少なく
とも一方を実行することができる。
【０２１６】
　この構成をとる場合、例えばステップＳ１５、Ｓ２１、Ｓ２２の順に実行し、ステップ
Ｓ２２では、ステップＳ４３とＳ４４を除く他の処理を実行するとすれば良い。
　また、図７において、例えばボタン画像Ｂ８が低頻度であれば、そのボタン画像領域の
タッチ操作を検出するための３つの第２センサー２２ｙについてだけ、動作時間を短くし
たり供給電力を低減したりすることができる。３つの第１センサー２１ｘについては、ボ
タンＢ９の検出にも用いられるので、ボタンＢ９が低頻度でなければ、標準時間や標準電
力のままとされる。
【０２１７】
　さらに、省電力優先モード、操作頻度基準処理、単列領域表示処理、集中表示処理のう
ち、いずれか１つだけを実行する構成または２以上を組み合わせて実行する構成をとると
しても良い。単列領域表示処理または集中表示処理だけを実行する場合には、図５のステ
ップＳ１５の次に図６のステップＳ３２以降を実行する構成をとることができる。
　また、表示面１１ａに表示されるボタン画像は、複数個に限られず、例えば１個の場合
もあり得、従って、１以上のボタン画像が表示される場合に適用することができる。
【０２１８】
　＜変形例３＞
　上記実施の形態では、隣り合う２つのボタン画像の間を背景画像として、この背景画像
に対応する第１センサー２１ｘ（例えば、図３の発光素子２１ａｊと受光素子２１ｂｊ）
を非動作状態としたが、これに限られず、動作状態に設定されるとしても良い。
　例えば、複数個のボタン画像をまとめてこれらを取り囲む一つの領域をボタン画像領域
と捉えれば、隣り合う２つのボタン画像の間の領域もボタン画像領域になるので、隣り合
う２つのボタン画像の間の領域を検出対象とする第１センサー２１ｘまたは第２センサー
２２ｙ、例えば図３の発光素子２１ａｊと受光素子２１ｂｊは、動作状態に設定される。
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【０２１９】
　このようにしても、第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙとの全てを動作状態に設
定する構成よりもタッチ位置検出機構２０の消費電力を低減できる。
　つまり、表示面１１ａ上におけるユーザーのタッチ操作を受け付けるための画像（第１
領域）以外の背景画像領域（第２領域）の全体のうち、少なくとも一部の領域を検出対象
とする第１センサー２１ｘと第２センサー２２ｙを非動作状態に設定、すなわちその一部
の領域に相当するＸ成分領域とＹ成分領域のタッチ位置の検出をオフ状態に設定し、かつ
、当該タッチ操作を受け付けるための画像が表示される領域に相当するＸ成分領域とＹ成
分領域のタッチ位置の検出の実行を行う構成をとれば、全ての第１センサー２１ｘと全て
の第２センサー２２ｙを動作状態に設定する構成よりもタッチ位置検出機構２０の消費電
力の低減に資することができる。
【０２２０】
　なお、背景画像領域のどの部分を検出対象とする第１センサー２１ｘと第２センサー２
２ｙを非動作状態に設定するかは、表示すべき全てのタッチ操作画面のそれぞれごとに予
め決めておくことができる。
＜変形例４＞
　上記の実施形態では、いわゆる光学方式のタッチ位置検出機構２０において、それぞれ
の発光素子２１ａが個別に発光側スイッチ２１ｃを介して発光側電力供給線２１ｅと接続
され、動作状態に設定された各発光素子２１ａに接続される発光側スイッチ２１ｃを順番
に１つずつだけがオンになるように切り替えていくことで、複数の発光素子２１ａのうち
、発光素子列の並び順に１つだけが発光していく構成としたが、これに限られない。
【０２２１】
　例えば、発光側スイッチ２１ｃを設けずに、各発光素子２１ａを個別に発光と消灯の切
り替えを制御する構成とすることもできる。この場合、各発光素子２１ａに対する供給電
力を可変できるようにすれば標準電力と低電力を切り替えることもできる。
　また、各発光素子２１ａを１つずつ順番に発光させることに限られず、例えば動作状態
に設定された全ての発光素子２１ａを同時発光する構成とすることもできる。発光素子２
２ａについても同様である。
【０２２２】
　動作状態に設定された発光素子にタッチ位置を検出するための電力が供給され、非動作
状態（オフ状態）に設定された発光素子に電力が供給されないようにすることができる構
成に適用できる。
　また、光学方式以外の、例えば投影型静電方式のタッチ位置検出機構を用いる構成とす
ることもできる。
【０２２３】
　投影型静電方式の場合、異なるＸ座標位置においてＹ方向に沿った透明電極パターンに
よって第１センサーのそれぞれが構成される。また、異なるＹ座標位置においてＸ方向に
沿って配置された透明電極パターンによって第２センサーのそれぞれが構成される。第１
センサーと第２センサーの交差部のそれぞれでは相互に絶縁状態になっている。
　上記の方式以外でも、表示面１１ａ上におけるＸ－Ｙ座標の異なる複数の領域のそれぞ
れごとに電力供給によるタッチ位置の検出をオン状態（可能）とオフ状態（不可）に切り
替え可能な方式のタッチパネル一般に適用可能である。
【０２２４】
　上記の実施形態では、画像形成装置において使用されるタッチパネル入力装置について
説明したが、これに限られない。例えば、パーソナルコンピューター、携帯情報端末装置
、車載用情報端末装置等の各種電子機器において使用されるタッチパネル入力装置にも適
用することができる。
　また、上記実施の形態及び上記変形例の内容を可能な限りそれぞれ組み合わせるとして
も良い。
【産業上の利用可能性】
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【０２２５】
　本発明のタッチパネル入力装置は、消費電力を低減する技術として有用である。
【符号の説明】
【０２２６】
　　　Ａ　　　　　画像形成本体部
　　　Ｂ　　　　　タッチパネル入力装置
　　　１０　　　　表示パネル
　　　１１　　　　表示パネル本体
　　　１１ａ　　　表示面
　　　１３　　　　表示制御部
　　　２０　　　　タッチ位置検出機構
　　　２１Ｍ　　　第１発光素子列
　　　２１Ｎ　　　第１受光素子列
　　　２１ａ　　　第１発光素子
　　　２１ｂ　　　第１受光素子
　　　２１ｘ　　　第１センサー
　　　２２Ｍ　　　第２発光素子列
　　　２２Ｎ　　　第２受光素子列
　　　２２ａ　　　第２発光素子
　　　２２ｂ　　　第２受光素子
　　　２２ｙ　　　第２センサー
　　　２５　　　　発光制御部
　　　２６　　　　受光制御部
　　　３０　　　　主制御部
　　Ｂ１～Ｂ９、Ｂ１１～Ｂ１７、Ｂｉ　　　ボタン画像
【図１】 【図２】
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