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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を一つ下の階層の画面に切り替えるためのボタンを配した画面を表示する表示
部と、
　前記表示部の画面内をタッチするタッチ操作を受け付けるタッチパネル部と、を備え、
　前記表示部は、前記ボタンを配した画面の表示中に、前記タッチパネル部が予め定めら
れた第１操作を受け付けると、現在表示中の画面を遷移元画面とするとともに前記遷移元
画面より一つ下の階層の画面を遷移先画面とし、前記遷移元画面を次第に消しつつ前記遷
移先画面の表示割合を次第に増やすことによって前記遷移元画面から前記遷移先画面に表
示画面を透過遷移する透過遷移モードでの表示を開始し、
　前記表示部は、前記遷移先画面に遷移した後も前記タッチパネル部に対して前記第１操
作が続けられているとき、前記遷移先画面より一つ下の階層の画面である下層画面が複数
存在すれば、複数の前記下層画面を通常画面サイズよりも縮小して同一画面内に配した一
覧画面を表示し、
　前記表示部は、前記一覧画面の表示中に、前記一覧画面内の複数の前記下層画面のうち
いずれかの画面を選択するタッチ操作である予め定められた第２操作を前記タッチパネル
部が受け付けたとき、前記一覧画面内の複数の前記下層画面のうち選択された選択画面を
通常画面サイズに拡大して表示し、
　前記タッチパネル部は、前記表示部が前記一覧画面を表示しているとき、前記第１操作
後にタッチを解除することなく前記一覧画面内の複数の前記下層画面のうちいずれかの画
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面を長押しするタッチ操作を前記第２操作として受け付け、
　前記表示部は、前記一覧画面内の複数の前記下層画面のうち前記第２操作を受けた画面
を前記選択画面として拡大表示することを特徴とする表示入力装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記遷移先画面に遷移した後も前記タッチパネル部に対する前記第１操
作が続けられているとき、前記遷移先画面より一つ下の階層に存在する前記下層画面が１
つであれば、前記遷移先画面を新たな前記遷移元画面とするとともに、新たな前記遷移元
画面より一つ下の階層の画面を新たな前記遷移先画面とし、新たな前記遷移元画面から新
たな前記遷移先画面に表示画面を透過遷移することを特徴とする請求項１に記載の表示入
力装置。
【請求項３】
　前記タッチパネル部は、前記表示部の画面内の前記ボタンを長押しするタッチ操作を前
記第１操作として受け付け、
　前記表示部は、前記透過遷移モードに移行するとき、前記第１操作を受けた前記ボタン
に対して通常のタッチ操作が行われた場合に表示すべき画面を前記遷移先画面とすること
を特徴とする請求項１または２に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記選択画面を拡大表示した後も、前記タッチパネル部に対するタッチ
が解除されていなければ、前記選択画面を新たな前記遷移元画面として前記透過遷移モー
ドでの表示を続行することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の表示入力装
置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記透過遷移モードでの表示を開始して以降に、前記タッチパネル部が
予め定められた第３操作を受け付けたとき、前記第３操作の受付時点の直前に表示してい
た遷移前の画面に表示画面を戻すことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
表示入力装置。
【請求項６】
　前記タッチパネル部は、前記表示部の画面内の２点をタッチするタッチ操作を前記第３
操作として受け付けることを特徴とする請求項５に記載の表示入力装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記透過遷移モードでの表示を開始して以降に、前記タッチパネル部が
予め定められた第４操作を受け付けたとき、前記遷移元画面または前記遷移先画面を表示
していれば、前記遷移元画面または前記遷移先画面を表示したまま前記透過遷移モードで
の表示を終了することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記透過遷移モードでの表示を開始して以降に、前記タッチパネル部が
予め定められた第４操作を受け付けたとき、前記透過遷移モードでの表示を開始した時点
の画面を表示して前記透過遷移モードを終了することを特徴とする請求項１～６のいずれ
か１項に記載の表示入力装置。
【請求項９】
　前記タッチパネル部は、前記タッチパネル部に対するタッチを解除する操作を前記第４
操作として受け付けることを特徴とする請求項７または８に記載の表示入力装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の表示入力装置を備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示入力装置およびそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、表示入力装置として、複合機などの画像形成装置に設置される操作パネルが知ら
れている。このような操作パネルは、コピー機能やファックス機能など画像形成装置に搭
載された機能に関する設定操作を受け付ける。たとえば、操作パネルは、搭載機能に関す
る設定操作を受け付けるとき、その設定操作を受け付けるための画面を表示する。
【０００３】
　複合機のような画像形成装置では、設定値の設定変更が可能な機能を複数有する。した
がって、搭載機能に関する設定操作を受け付けるための画面は、機能毎にツリー状の階層
構造とされる場合がある（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この場合、操作パネルは、まず、最上位階層の画面を表示する。たとえば、最上位階層
の画面は、複数の機能のうち所望の機能を選択するための選択操作を受け付ける画面であ
る。そして、操作パネルは、最上位階層の画面において選択操作を受け付けると、次の階
層の画面に遷移し、その画面において必要な設定操作を受け付ける。ここでは、たとえば
、搭載機能に関する設定値の設定操作を受け付ける。なお、これ以降も、現在表示中の画
面より下位階層に画面が有り、その画面において何らかの設定操作を受け付ける必要があ
れば、操作パネルは、下位階層の画面への遷移および遷移後の画面での設定操作の受け付
けを繰り返す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－７５６９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通常、操作パネルが表示する画面には、表示画面を一つ下の階層の画面に切り替えるた
めの画面切替ボタンが配される。そして、操作パネルは、画面内の画面切替ボタンが操作
されると、表示画面を一つ下の階層の画面に切り替える。
【０００７】
　ここで、ユーザーによっては、現在表示中の画面より一つ下の階層の第１下層画面がど
のような画面であるかを事前に確認したい場合がある。この場合、現在表示中の画面内に
配された画面切替ボタン（第１下層画面に対応するボタン）を操作することにより、第１
下層画面を確認することができる（第１下層画面を表示させることができる）。
【０００８】
　しかし、第１下層画面よりさらに一つ下の階層の第２下層画面を確認したい場合には、
第１下層画面内に配された画面切替ボタン（第２下層画面に対応するボタン）を別途操作
しなければならず、操作回数が増えるので、ユーザーにとっては煩わしく利便性が悪い。
特に、第２下層画面が複数有り、それら複数の第２下層画面のうち２つ以上の画面を確認
したい場合には、第１下層画面から第２下層画面に切り替えるための操作および第２下層
画面から第１下層画面に戻すための操作を何回も繰り返さなければならないので、利便性
がさらに悪くなる。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、現在表示中の画面より下位
階層の画面を確認するのに必要な操作（画面切替操作）を減らすことによりユーザーの利
便性を向上させることが可能な表示入力装置およびそれを備えた画像形成装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の表示入力装置は、表示画面を一つ下の階層の画面
に切り替えるためのボタンを配した画面を表示する表示部と、表示部の画面内をタッチす
るタッチ操作を受け付けるタッチパネル部と、を備える。そして、表示部は、ボタンを配
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した画面の表示中に、タッチパネル部が予め定められた第１操作を受け付けると、現在表
示中の画面を遷移元画面とするとともに遷移元画面より一つ下の階層の画面を遷移先画面
とし、遷移元画面を次第に消しつつ遷移先画面の表示割合を次第に増やすことによって遷
移元画面から遷移先画面に表示画面を透過遷移する透過遷移モードでの表示を開始する。
また、表示部は、遷移先画面に遷移した後もタッチパネル部に対して第１操作が続けられ
ているとき、遷移先画面より一つ下の階層の画面である下層画面が複数存在すれば、複数
の下層画面を通常画面サイズよりも縮小して同一画面内に配した一覧画面を表示する。
【００１１】
　本発明の構成では、タッチパネル部に対して第１操作を行うと、表示部が透過遷移モー
ドでの表示を開始し、現在表示中の画面がその画面より一つ下の階層の下層画面に遷移さ
れる。そして、表示部が透過遷移モードでの表示を開始して以降もタッチパネル部に対す
る第１操作を続けた場合、遷移後の下層画面よりさらに一つ下の階層に複数の下層画面が
有れば、それら複数の下層画面が一覧表示される。これにより、１回の操作（第１操作）
だけで、現在表示中の画面より一つ下の階層の下層画面を確認することができ、その下層
画面のさらに一つ下の階層に複数の下層画面が有っても、それら複数の下層画面も全て確
認することができる。その結果、現在表示中の画面より下位階層の下層画面を確認すると
きに、画面切替操作を何回も行う必要がないので、ユーザーの利便性が向上する（ユーザ
ーが行う操作が減る）。
【００１２】
　また、透過遷移モードでの表示画面の遷移では、遷移元画面が次第に消えながら遷移先
画面が次第に現れるので、通常の表示画面の遷移との差別化を図ることができる。すなわ
ち、ユーザーからすると、透過遷移モードに入ったか否かが分かり易い。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、現在表示中の画面より下位階層の画面を確認するのに必要な操作（画面切
替操作）が減るので、ユーザーの利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による操作パネルを備える複合機の概略図
【図２】本発明の一実施形態による操作パネルの平面図
【図３】本発明の一実施形態による操作パネルを備える複合機のハードウェア構成を説明
するためのブロック図
【図４】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の階層構造の一例を示し
た図
【図５】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図６】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図７】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図８】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図９】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図１０】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面の一例を示した図
【図１１】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（遷移元画面から遷移先画面に遷移する場合）の図
【図１２】本発明の一実施形態による操作パネルに表示される画面（一覧画面）の一例を
示した図
【図１３】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（遷移先画面より一つ下の階層に複数の下層画面が有る場合）の図
【図１４】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（遷移先画面より一つ下の階層に有る下層画面が１つの場合）の図
【図１５】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（選択画面を拡大する場合）の図
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【図１６】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（選択画面を遷移元画面とする場合）の図
【図１７】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（表示画面を上位階層の画面に戻す場合）の図
【図１８】本発明の一実施形態による操作パネルが透過表示モードでの表示を行っている
場合（表示画面を上位階層の画面に戻す場合）の図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の一実施形態について、プリント機能、コピー機能および送信機能（たとえば、
ファックス機能）など複数の機能を搭載する複合機を例にとって説明する。なお、このよ
うな複合機では、プリントジョブ、コピージョブおよび送信ジョブ（たとえば、ファック
スジョブ）など複数種のジョブの実行が可能である。
【００１６】
　＜複合機の全体構成＞
　図１に示すように、複合機１００（本発明の「画像形成装置」に相当）は、画像読取部
１および印刷部２を備える。画像読取部１は、原稿を読み取って画像データを生成する。
印刷部２は、画像データ（たとえば、画像読取部１による原稿の読み取りによって得られ
た画像データ）に基づく画像を用紙Ｐに印刷して出力する。
【００１７】
　印刷部２は、給紙部３、用紙搬送部４、画像形成部５および定着部６で構成される。給
紙部３は、ピックアップローラー３１および給紙ローラー対３２を含み、用紙カセット３
３に収容された用紙Ｐを用紙搬送路２０に供給する。用紙搬送部４は、複数の搬送ローラ
ー対４１を含み、用紙搬送路２０に沿って用紙Ｐを搬送し、印刷済みの用紙Ｐを排出トレ
イ４２に排出する。
【００１８】
　画像形成部５は、感光体ドラム５１、帯電装置５２、露光装置５３、現像装置５４、転
写ローラー５５およびクリーニング装置５６を含む。そして、画像形成部５は、画像デー
タに基づきトナー像を形成し、そのトナー像を用紙Ｐに転写する。定着部６は、加熱ロー
ラー６１および加圧ローラー６２を含み、用紙Ｐに転写されたトナー像を加熱および加圧
して定着させる。
【００１９】
　また、複合機１００は、図２に示すような操作パネル８を備える。操作パネル８は、複
合機１００の正面側（たとえば、図１の破線で示された箇所）に配置される。なお、操作
パネル８は、本発明の「表示入力装置」に相当する。
【００２０】
　操作パネル８には、操作表示部８１が設けられる。操作表示部８１は、表示部８２およ
びタッチパネル部８３を含む。表示部８２は、液晶表示パネルや有機ＥＬ表示パネルなど
の表示パネルである。タッチパネル部８３は、複数のタッチ位置を同時に検知可能なマル
チタッチパネルであり、表示部８２の表示面を覆うように配置される。そして、操作表示
部８１は、各種設定を受け付けるためのボタン（ソフトキー）やメッセージなどを表示部
８２に表示し、タッチパネル部８３を介して各種設定を受け付ける。なお、操作パネル８
には、スタートキー、ストップキー、リセットキーおよびテンキーなど種々のハードキー
８４も設けられる。
【００２１】
　＜複合機のハードウェア構成＞
　図３に示すように、複合機１００は、主制御部１１０を備える。主制御部１１０は、メ
インＣＰＵ１１１、画像処理部１１２および記憶部１１３を含む。画像処理部１１２は、
画像処理専用のＡＳＩＣなどからなり、画像データに対して画像処理（拡大／縮小、濃度
変換およびデータ形式変換など）を施す。記憶部１１３は、ＲＯＭおよびＲＡＭなどから
なり、制御用のプログラムおよびデータを記憶する。そして、主制御部１１０は、記憶部
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１１３に記憶されたプログラムおよびデータに基づき、複合機１００の各部の動作を制御
する。
【００２２】
　具体的には、主制御部１１０は、画像読取部１および印刷部２（給紙部３、用紙搬送部
４、画像形成部５および定着部６）と接続される。そして、主制御部１１０は、画像読取
部１の読取動作を制御するとともに、印刷部２の印刷動作を制御する。
【００２３】
　また、主制御部１１０は、パネル制御部１２０と接続される。パネル制御部１２０は、
ＣＰＵ１２１および記憶部１２２を含み、主制御部１１０から指示を受け、操作パネル８
の表示動作を制御したり、操作パネル８に対して行われた操作を検知したりする。たとえ
ば、パネル制御部１２０は、表示部８２にボタン（ソフトキー）を表示させ、そのボタン
に対してタッチ操作が行われると、タッチパネル部８３の出力に基づきタッチ操作を受け
たボタンを検知する。また、パネル制御部１２０は、ハードキー８４を押下する押下操作
が行われると、ハードキー８４の押下によりオンオフが切り替わるスイッチの出力に基づ
き押下操作を受けたハードキー８４を検知する。そして、パネル制御部１２０は、操作パ
ネル８に対して行われた操作を検知し、その検知結果を主制御部１１０に送信する。これ
により、操作パネル８に対して行われた操作を主制御部１１０が認識する。
【００２４】
　また、主制御部１１０は、通信部１３０と接続される。通信部１３０は、外部のコンピ
ューター２００とネットワークを介して通信可能に接続される。これにより、コンピュー
ター２００から送信された画像データに基づき印刷を行うことができるとともに、画像読
取部１による原稿の読み取りによって得られた画像データをコンピューター２００に送信
することもできる。また、通信部１３０にモデムなどを内蔵してもよい。この場合には、
電話回線などのネットワークを介して、外部のファクシミリ３００とファックス通信する
ことができる。
【００２５】
　＜通常の表示画面の切替＞
　図４に示すように、操作パネル８に表示される画面は階層的な構造となっており、その
画面内には表示画面を一つ下の階層の画面に切り替えるためのボタン（ソフトキー）が配
される。そして、画面内に配されたボタンを操作することにより、現在表示中の画面から
、現在表示中の画面より一つ下の階層の画面（以下、下層画面と称する）に表示画面を遷
移させることができる。たとえば、最上位階層である第１階層の画面Ａｎ（たとえば、画
面Ａ１とする）の表示中に、画面Ａ１内に配されたボタンを操作すると、画面Ａ１の下層
画面である第２階層の画面Ｂｎのうち操作したボタンに対応する画面Ｂｎ（たとえば、画
面Ｂ１とする）が表示され、画面Ｂ１内に配されたボタンを操作すると、画面Ｂ１の下層
画面である第３階層の画面Ｃｎのうち操作したボタンに対応する画面Ｃｎが表示される。
【００２６】
　なお、図４において、目印として枠で囲った画面（画面Ｃ３、画面Ｄ２、画面Ｅ２～Ｅ
４および画面Ｆ１）は、その画面よりも下位階層の画面へ遷移するためのボタンが配され
ていない画面であり、画面遷移経路の終点画面である。たとえば、終点画面は、終点画面
に至るまでの遷移経路上の画面で設定した内容（あるいは、終点画面で設定した内容）を
確定するための画面である。
【００２７】
　以下に、具体例として、図５～図１０を参照し、複合機１００のシステム設定（簡単ロ
グイン機能に関する設定）を行う場合について説明する。
【００２８】
　まず、パネル制御部１２０は、ハードキー８４の一つであるシステムメニューキー８５
（図２参照）に対する押下操作を検知すると、図５に示すようなシステムメニュー画面９
１を表示部８２に表示させる。なお、システムメニュー画面９１は、システム設定を行う
ための画面のうち最上位階層の画面である。すなわち、システムメニュー画面９１は、図
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４における第１階層の画面Ａｎに相当する。
【００２９】
　システムメニュー画面９１には、複数の設定項目ボタンＢ１１～Ｂ１７が配される。設
定項目ボタンＢ１１～Ｂ１７は、システム設定に関する設定項目の大きな分類を示す。た
とえば、「ユーザー管理」という設定項目ボタンＢ１５に対してタッチ操作（タップ操作
）が行われると、パネル制御部１２０は、システムメニュー画面９１より一つ下の階層の
下層画面のうち、図６に示すようなユーザー管理画面９２（設定項目ボタンＢ１５に対応
する画面）を表示部８２に表示させる。なお、図示しないが、設定項目ボタンＢ１１～Ｂ
１７のうち設定項目ボタンＢ１５以外の設定項目ボタンに対してタッチ操作を行った場合
には、タッチ操作した設定項目ボタンに対応する画面が表示部８２に表示される。
【００３０】
　ユーザー管理画面９２には、認証方式ボタンＢ２１、ユーザーリストボタンＢ２２、ロ
ーカル認可ボタンＢ２３、ゲスト認可ボタンＢ２４および簡単ログイン設定ボタンＢ２５
が配される。認証方式ボタンＢ２１は、ローカル認証（複合機１００に登録されたユーザ
ー情報に基づく認証）を行うかネットワーク認証（ネットワーク経由でサーバーに登録さ
れたユーザー情報に基づく認証）を行うかを設定するための画面を表示させるボタンであ
る。ユーザーリストボタンＢ２２は、複合機１００の使用許可を与えるユーザーを登録編
集するためのボタンである。ローカル認可ボタンＢ２３は、ユーザーが使用できる機能（
たとえば、コピーや送信などの機能）をユーザー単位で制限および制限解除するための画
面を表示させるボタンである。ゲスト認可ボタンＢ２４は、本来であれば認証を受けられ
ず複合機１００を使用できないゲストユーザー（複合機１００やサーバーに登録されてい
ないユーザー）に複合機１００の使用を許可するか否かの設定を行うための画面を表示さ
せるためのボタンである。簡単ログイン設定ボタンＢ２５は、複合機１００やサーバーに
登録されたユーザーに簡単ログイン機能（ユーザーアイコンを選択するだけでログインで
きる機能）を有効にするか否かを設定するための画面を表示させるボタンである。
【００３１】
　たとえば、ユーザー管理画面９２において簡単ログイン設定ボタンＢ２５に対するタッ
チ操作（タップ操作）が行われると、パネル制御部１２０は、ユーザー管理画面９２より
一つ下の階層の下層画面のうち、図７に示すような簡単ログイン設定画面９３（簡単ログ
イン設定ボタンＢ２５に対応する画面）を表示部８２に表示させる。なお、図示しないが
、ユーザー管理画面９２において簡単ログイン設定ボタンＢ２５以外のボタンに対してタ
ッチ操作を行った場合には、タッチ操作したボタンに対応する画面が表示部８２に表示さ
れる。
【００３２】
　簡単ログイン設定画面９３には、オンオフ設定ボタンＢ３１および簡単ログイン情報ボ
タンＢ３２が配される。オンオフ設定ボタンＢ３１は、簡単ログイン機能を有効にするか
否かを設定するための画面を表示させるボタンである。簡単ログイン情報ボタンＢ３２は
、簡単ログイン機能の使用が許可されたユーザーの情報を示す画面を表示させるボタンで
ある。
【００３３】
　この簡単ログイン設定画面９３において、オンオフ設定ボタンＢ３１に対してタッチ操
作（タップ操作）が行われると、パネル制御部１２０は、簡単ログイン設定画面９３より
一つ下の階層の下層画面のうち、図８に示すようなオンオフ設定画面９４を表示部８２に
表示させる。このオンオフ設定画面９４は、簡単ログイン機能を有効（オン）にするか無
効（オフ）にするかを受け付けるための画面である。
【００３４】
　また、簡単ログイン設定画面９３（図７参照）において、簡単ログイン情報ボタンＢ３
２に対してタッチ操作（タップ操作）が行われると、パネル制御部１２０は、簡単ログイ
ン設定画面９３より一つ下の階層の下層画面のうち、図９に示すような簡単ログイン情報
画面９５を表示部８２に表示させ、簡単ログイン機能の使用が許可されたユーザーを報知
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する。そして、パネル制御部１２０は、簡単ログイン情報画面９５内に配された登録編集
ボタンＢ５１に対してタッチ操作（タップ操作）が行われると、図１０に示すような登録
編集画面９６を表示部８２に表示させる。この登録編集画面９６は、簡単ログイン機能の
使用許可を与えるユーザーを選択するための画面である。
【００３５】
　オンオフ設定画面９４（図８参照）および登録編集画面９６（図１０参照）の各画面内
には、確定ボタンＢ１（ＯＫボタン）およびキャンセルボタンＢ２が配される。そして、
パネル制御部１２０は、オンオフ設定画面９４の確定ボタンＢ１に対してタッチ操作（タ
ップ操作）が行われると、簡単ログイン機能を有効にするか無効にするかを確定し、登録
編集画面９６の確定ボタンＢ１に対してタッチ操作（タップ操作）が行われると、簡単ロ
グイン機能の使用許可を与えるユーザーを確定する。その後、パネル制御部１２０は、表
示画面を最上位階層の画面に切り替える。
【００３６】
　一方で、パネル制御部１２０は、キャンセルボタンＢ２に対してタッチ操作（タップ操
作）が行われると、設定内容を変更しない（デフォルトの設定内容のまま保持する）。そ
して、パネル制御部１２０は、現在表示中の画面から、現在表示中の画面より一つ上の階
層の画面に表示画面を切り替える。たとえば、現在表示中の画面が登録編集画面９６であ
れば、表示画面が簡単ログイン情報画面９５に戻る。あるいは、設定内容を変更せずに表
示画面を最上位階層の画面に切り替えてもよい。このキャンセルボタンＢ２は、ユーザー
管理画面９２（図６参照）、簡単ログイン設定画面９３（図７参照）および簡単ログイン
情報画面９５（図９参照）などの画面内にも配される。
【００３７】
　なお、システムメニュー画面９１（図５参照）に配される設定項目ボタンＢ１１～Ｂ１
７は、本発明の「ボタン（表示画面を一つ下の階層の画面に切り替えるためのボタン）」
に相当する。また、ユーザー管理画面９２（図６参照）に配される認証方式ボタンＢ２１
、ユーザーリストボタンＢ２２、ローカル認可ボタンＢ２３、ゲスト認可ボタンＢ２４お
よび簡単ログイン設定ボタンＢ２５も、本発明の「ボタン」に相当する。また、簡単ログ
イン設定画面９３（図７参照）に配されるオンオフ設定ボタンＢ３１および簡単ログイン
情報ボタンＢ３２も、本発明の「ボタン」に相当する。さらに、簡単ログイン情報画面９
５（図９参照）に配される登録編集ボタンＢ５１も、本発明の「ボタン」に相当する。以
下、表示画面を一つ下の階層の画面に切り替えるためのボタンを単にボタンＢと称して説
明する場合がある。
【００３８】
　＜透過遷移モード＞
　（表示画面の透過遷移）
　パネル制御部１２０は、ボタンＢを配した画面の表示中に、タッチパネル部８３が予め
定められた第１操作を受け付けたとき、透過遷移モードに移行させる。たとえば、タッチ
パネル部８３は、ボタンＢに対する長押し操作を第１操作として受け付ける。ここでの長
押し操作というのは、ボタンＢの表示領域を予め定められた時間（たとえば、０．５秒～
数秒程度）が経過するまでタッチし続ける操作のことである。
【００３９】
　そして、パネル制御部１２０は、タッチパネル部８３に対する第１操作を検知すると、
その検知をトリガーとして、表示部８２に表示画面の透過遷移を行わせる。このとき、表
示部８２は、第１操作を受けたボタンＢを配した画面を遷移元画面ＰＳ１とし、その遷移
元画面ＰＳ１より一つ下の階層の下層画面を遷移先画面ＰＳ２とする。なお、遷移先画面
ＰＳ２は、遷移元画面ＰＳ１内に配されたボタンＢのうち第１操作を受けたボタンＢに対
応する画面であり、第１操作を受けたボタンＢに対して通常のタッチ操作（タップ操作）
が行われたときに表示すべき画面である。そして、表示部８２は、遷移元画面ＰＳ１を次
第に消しつつ遷移先画面ＰＳ２の表示割合を次第に増やすことによって、遷移元画面ＰＳ
１から遷移先画面ＰＳ２に表示画面を遷移する。
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【００４０】
　なお、図５～図１０に示した画面のうちでは、システムメニュー画面９１、ユーザー管
理画面９２、簡単ログイン設定画面９３および簡単ログイン情報画面９５が遷移元画面Ｐ
Ｓ１に成り得る。また、ユーザー管理画面９２、簡単ログイン設定画面９３、オンオフ設
定画面９４、簡単ログイン情報画面９５および登録編集画面９６が遷移先画面ＰＳ２に成
り得る。
【００４１】
　以下に、具体例として、図１１を参照し、ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設定
画面９３に向けて透過遷移を行う場合について説明する。
【００４２】
　パネル制御部１２０は、ユーザー管理画面９２の表示中に、タッチパネル部８３に対す
る第１操作の有無を検知する。そして、タッチパネル部８３に対する第１操作を検知する
と、パネル制御部１２０は、透過遷移モードに移行させる。なお、ユーザー管理画面９２
から簡単ログイン設定画面９３への透過遷移を行う場合には、ユーザー管理画面９２内の
簡単ログイン設定ボタンＢ２５に対して第１操作を行えばよい。ここでは、簡単ログイン
設定ボタンＢ２５に対して第１操作が行われたとする。
【００４３】
　ユーザー管理画面９２内の簡単ログイン設定ボタンＢ２５に対する第１操作を検知し、
透過遷移モードに移行すると、パネル制御部１２０は、ユーザー管理画面９２を遷移元画
面ＰＳ１とするとともに簡単ログイン設定画面９３を遷移先画面ＰＳ２として、遷移元画
面ＰＳ１から遷移先画面ＰＳ２への透過表示（ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設
定画面９３への透過遷移）を表示部８２に行わせる。たとえば、表示部８２は、遷移元画
面ＰＳ１から遷移先画面ＰＳ２への透過遷移を１６ステップ（１６段階）で行う。
【００４４】
　１６ステップで透過遷移を行う場合、表示部８２は、遷移元画面ＰＳ１の画素を１６ド
ット単位のブロック（たとえば、４×４の画素ブロック）に分割する。そして、表示部８
２は、タッチパネル部８３に対して第１操作が行われた時点を起点として、ブロック中の
画素を１画素ずつ一定周期で遷移先画面ＰＳ２の画素に置き換える。
【００４５】
　別の例として、遷移元画面ＰＳ１の上下左右のいずれか一辺から対辺に向けて、遷移元
画面ＰＳ１の画素をライン単位で遷移先画面ＰＳ２の画素に置き換えられてもよい。ある
いは、遷移元画面ＰＳ１の上下左右の一辺から遷移先画面ＰＳ２がスライドするように現
れてもよい。
【００４６】
　これにより、ユーザー管理画面９２が次第に消えるとともに、簡単ログイン設定画面９
３が次第に現れる。すなわち、透過的（アニメーション的）に、ユーザー管理画面９２か
ら簡単ログイン設定画面９３に表示画面が切り替わる。
【００４７】
　（下層画面の一覧表示）
　パネル制御部１２０は、遷移元画面ＰＳ１から遷移先画面ＰＳ２への透過遷移が完了し
た後、すなわち、遷移元画面ＰＳ１が全て透過（消滅）して遷移先画面ＰＳ２が全て表示
された後、タッチパネル部８３に対するタッチが解除されることなく、タッチパネル部８
３に対して第１操作が続けられているとき、透過遷移モードを続行させる。この場合、パ
ネル制御部１２０は、遷移が完了した遷移先画面ＰＳ２より一つ下の階層の下層画面が複
数存在すれば、それら複数の下層画面を通常画面サイズよりも縮小して同一画面内に配し
た一覧画面ＰＳ３を表示部８２に表示させる。
【００４８】
　以下に、具体例として、図１２および図１３を参照し、ユーザー管理画面９２から簡単
ログイン設定画面９３への透過遷移が完了した後、タッチパネル部８３に対するタッチが
解除されることなく、タッチパネル部８３に対して第１操作が続けられている場合につい
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て説明する。
【００４９】
　遷移が完了した簡単ログイン設定画面９３より一つ下の階層には、オンオフ設定ボタン
Ｂ３１に対して通常のタッチ操作が行われたときに表示すべきオンオフ設定画面９４（図
８参照）、および、簡単ログイン情報ボタンＢ３２に対して通常のタッチ操作が行われた
ときに表示すべき簡単ログイン情報画面９５（図９参照）が有る。したがって、パネル制
御部１２０は、ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設定画面９３への透過遷移が完了
した後もタッチパネル部８３に対して第１操作が続けられていれば、オンオフ設定画面９
４および簡単ログイン情報画面９５の一覧表示を表示部８２に行わせる。
【００５０】
　このとき、表示部８２は、図１２に示すような一覧画面９７を一覧画面ＰＳ３として表
示する。この一覧画面９７は、オンオフ設定画面９４および簡単ログイン情報画面９５を
通常画面サイズよりも縮小して同一画面内に配した画面である。
【００５１】
　なお、表示部８２は、一覧画面ＰＳ３を表示するとき、透過遷移を行う。たとえば、簡
単ログイン設定画面９３から一覧画面９７に表示画面を切り替えるとする。この場合、表
示部８２は、図１３に示すように、簡単ログイン設定画面９３を次第に消しつつ一覧画面
９７の表示割合を次第に増やすことによって簡単ログイン設定画面９３から一覧画面９７
に表示画面を遷移する。
【００５２】
　ところで、場合によっては、簡単ログイン設定画面９３内に簡単ログイン情報ボタンＢ
３２が配されないことがある。たとえば、簡単ログイン機能が無効に設定されていれば、
簡単ログイン設定画面９３内に簡単ログイン情報ボタンＢ３２が配されない。そして、こ
のように、簡単ログイン設定画面９３内に簡単ログイン情報ボタンＢ３２が配されなけれ
ば、簡単ログイン設定画面９３より一つ下の階層の下層画面はオンオフ設定画面９４だけ
となる。
【００５３】
　この場合、ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設定画面９３への透過遷移が完了し
た後もタッチパネル部８３に対して第１操作が続けられていれば、パネル制御部１２０は
、図１４に示すように、簡単ログイン設定画面９３からオンオフ設定画面９４への透過遷
移を表示部８２に行わせる。言い換えると、パネル制御部１２０は、遷移元画面ＰＳ１か
ら遷移先画面ＰＳ２への遷移が完了した後もタッチパネル部８３に対する第１操作が続け
られているとき、遷移が完了した遷移先画面ＰＳ２より一つ下の階層に存在する下層画面
が１つであれば、遷移が完了した遷移先画面ＰＳ２を新たな遷移元画面ＰＳ１とする透過
遷移を表示部８２に行わせる（透過遷移を続行させる）。図１４の例では、簡単ログイン
設定画面９３を新たな遷移元画面ＰＳ１とし、オンオフ設定画面９４を新たな遷移先画面
ＰＳ２とする。
【００５４】
　（一覧画面での下層画面の選択）
　パネル制御部１２０は、一覧画面ＰＳ３の表示中に、複数の下層画面のうちいずれかの
画面を選択するタッチ操作である予め定められた第２操作をタッチパネル部８３が受け付
けたとき、複数の下層画面のうち選択された選択画面ＰＳ４を通常画面サイズに拡大して
表示部８２に表示させる。たとえば、タッチパネル部８３は、一覧画面ＰＳ３内の複数の
下層画面のうちいずれかの画面に対する長押し操作を第２操作として受け付ける。ここで
の長押し操作というのは、複数の下層画面のうちいずれかの画面の表示領域を予め定めら
れた時間（たとえば、０．５秒～数秒程度）が経過するまでタッチし続ける操作のことで
ある。
【００５５】
　ただし、タッチパネル部８３は、第１操作を受け付けて以降にタッチを解除する操作が
行われると、その操作を後述する第４操作（透過遷移モードを終了させるための操作）と
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して受け付ける。したがって、タッチパネル部８３に対して第２操作を行うときには、第
１操作後にタッチを解除することなく、複数の下層画面のうちいずれかの画面にタッチ位
置を移動させなければならない。
【００５６】
　パネル制御部１２０は、タッチパネル部８３に対する第２操作を検知すると、一覧画面
ＰＳ３内の複数の下層画面のうち第２操作を受けた画面が選択画面ＰＳ４であると認識し
、その選択画面ＰＳ４の拡大表示を表示部８２に行わせる。このとき、表示部８２は、選
択画面ＰＳ４の拡大表示を透過的（アニメーション的）に行う。
【００５７】
　以下に、具体例として、図１５を参照し、一覧画面ＰＳ３として一覧画面９７が表示さ
れている場合について説明する。なお、一覧画面９７内には、オンオフ設定画面９４およ
び簡単ログイン情報画面９５が配される。
【００５８】
　パネル制御部１２０は、一覧画面９７の表示中に、タッチパネル部８３に対する第２操
作の有無を検知する。そして、パネル制御部１２０は、オンオフ設定画面９４の表示領域
で第２操作を検知した場合、選択画面ＰＳ４がオンオフ設定画面９４であると認識し、オ
ンオフ設定画面９４の拡大表示を表示部８２に行わせる。一方で、パネル制御部１２０は
、簡単ログイン情報画面９５の表示領域で第２操作を検知した場合、選択画面ＰＳ４が簡
単ログイン情報画面９５であると認識し、簡単ログイン情報画面９５の拡大表示を表示部
８２に行わせる。図１５には、一例として、簡単ログイン情報画面９５が拡大表示された
場合を図示している。
【００５９】
　（選択画面を遷移元画面とする透過遷移）
　パネル制御部１２０は、選択画面ＰＳ４の拡大表示を行わせた後も、タッチパネル部８
３に対するタッチが解除されていなければ、選択画面ＰＳ４を新たな遷移元画面ＰＳ１と
して設定する。そして、パネル制御部１２０は、遷移元画面ＰＳ１（選択画面ＰＳ４）か
ら遷移先画面ＰＳ２への透過遷移を表示部８２に行わせる。
【００６０】
　以下に、具体例として、図１６を参照し、選択画面ＰＳ４としての簡単ログイン情報画
面９５から登録編集画面９６への透過遷移を行う場合について説明する。
【００６１】
　パネル制御部１２０は、簡単ログイン情報画面９５を拡大表示させた後、タッチパネル
部８３に対するタッチが続いているか否かを検知する。そして、パネル制御部１２０は、
タッチパネル部８３に対するタッチが続いていることを検知した場合、簡単ログイン情報
画面９５（選択画面ＰＳ４）を遷移元画面ＰＳ１に設定するととともに登録編集画面９６
を遷移先画面ＰＳ２に設定し、簡単ログイン情報画面９５から登録編集画面９６への透過
遷移を表示部８２に行わせる。
【００６２】
　（上位階層の画面への遷移）
　パネル制御部１２０は、透過遷移モードに移行して以降、タッチパネル部８３に対する
タッチが続けられている間、透過遷移モードを終了させない。すなわち、表示部８２は、
遷移元画面ＰＳ１から遷移先画面ＰＳ２への透過遷移を行い、遷移先画面ＰＳ２を新たな
遷移元画面ＰＳ１として透過遷移を続行する。あるいは、表示部８２は、遷移元画面ＰＳ
１より一つ下の階層に複数の下層画面が有れば一覧画面ＰＳ３を表示し、一覧画面ＰＳ３
内のいずれかの下層画面が選択されると、選択画面ＰＳ４を拡大表示する（選択画面ＰＳ
４を新たな遷移元画面ＰＳ１として表示する）。
【００６３】
　しかし、透過遷移モードに入ってから、現在表示中の画面より上位階層の画面を再度確
認したい場合がある。したがって、パネル制御部１２０は、透過遷移モードに移行して以
降、タッチパネル部８３が予め定められた第３操作を受け付けたとき、表示部８２に指示
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し、第３操作の受付時点の直前に表示されていた遷移前の画面に表示画面を戻させる。す
なわち、パネル制御部１２０は、表示画面の逆遷移を表示部８２に行わせる。たとえば、
タッチパネル部８３は、画面内の２点をタッチする操作を第３操作として受け付ける。
【００６４】
　ただし、タッチパネル部８３は、透過遷移モードに移行して以降にタッチを解除する操
作が行われると、その操作を後述する第４操作（透過遷移モードを終了させる操作）とし
て受け付ける。したがって、タッチパネル部８３に対して第３操作を行うときには、第１
操作時（第２操作時も含む）の１点タッチを続けたまま、画面内のもう１点をタッチしな
ければならない。
【００６５】
　たとえば、図１７に示すように、ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設定画面９３
への透過遷移が完了したとき、タッチパネル部８３が第３操作を受け付けたとする。この
場合は、第３操作の受付時点の直前に表示されていた遷移前の画面がユーザー管理画面９
２となる。したがって、パネル制御部１２０は、ユーザー管理画面９２を表示部８２に表
示させる。なお、簡単ログイン設定画面９３からユーザー管理画面９２に戻すときに、透
過遷移を行ってもよいし透過遷移を行わなくてもよい。
【００６６】
　なお、ユーザー管理画面９２から簡単ログイン設定画面９３への遷移中に、タッチパネ
ル部８３が第３操作を受け付ける場合がある。この場合も、第３操作の受付時点の直前に
表示されていた遷移前の画面はユーザー管理画面９２である。したがって、パネル制御部
１２０は、ユーザー管理画面９２を表示部８２に表示させる。
【００６７】
　さらに、別の例として、図１８に示すように、簡単ログイン設定画面９３から一覧画面
９７への透過遷移が完了したとき、タッチパネル部８３が第３操作を受け付けたとする。
この場合は、第３操作の受付時点の直前に表示されていた画面が簡単ログイン設定画面９
３である。したがって、パネル制御部１２０は、簡単ログイン設定画面９３を表示部８２
に表示させる。なお、一覧画面９７から簡単ログイン設定画面９３に戻すときに、透過遷
移を行ってもよいし透過遷移を行わなくてもよい。
【００６８】
　なお、パネル制御部１２０は、タッチパネル部８３に対する第３操作を受けて表示画面
を遷移前の画面に戻した後（戻している最中も含む）、第３操作時にタッチされた２点の
うち１点のタッチが解除されると、タッチパネル部８３に対して第１操作が行われている
ものとして、下層画面への透過遷移を表示部８２に再開させる。
【００６９】
　（透過遷移モードの終了）
　パネル制御部１２０は、透過遷移モードに移行して以降、タッチパネル部８３が予め定
められた第４操作を受け付けたとき、透過遷移モードを終了させる。たとえば、タッチパ
ネル部８３は、タッチパネル部８３に対するタッチを解除する操作（タッチパネル部８３
から全ての指を離す操作）を第４操作として受け付ける。
【００７０】
　パネル制御部１２０は、透過遷移モードを終了させるとき、透過遷移モードへの移行時
に表示されていた画面を表示部８２に表示させる。すなわち、ユーザー管理画面９２内の
いずれかのボタンＢに対する第１操作を受けて透過遷移モードに移行していれば、表示画
面をユーザー管理画面９２に戻して透過表示モードを終了させる。
【００７１】
　あるいは、パネル制御部１２０は、透過遷移モードを終了させるとき、遷移元画面ＰＳ
１または遷移先画面ＰＳ２が表示されていれば、現在表示中の画面をそのまま表示部８２
に表示させる。たとえば、透過遷移モードを終了させるときの表示画面が簡単ログイン設
定画面９３であれば、簡単ログイン設定画面９３を表示させたまま透過遷移モードを終了
させる。なお、表示画面の遷移中に第４操作が行われた場合には、その時点での表示割合
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が大きい方の画面を表示させればよい。
【００７２】
　本実施形態の操作パネル８（表示入力装置）は、上記のように、表示画面を一つ下の階
層の画面に切り替えるためのボタンＢを配した画面を表示する表示部８２と、表示部８２
の画面内をタッチするタッチ操作を受け付けるタッチパネル部８３と、を備える。そして
、表示部８２は、ボタンＢを配した画面の表示中に、タッチパネル部８３が予め定められ
た第１操作を受け付けると、現在表示中の画面を遷移元画面ＰＳ１とするとともに遷移元
画面ＰＳ１より一つ下の階層の画面を遷移先画面ＰＳ２とし、遷移元画面ＰＳ１を次第に
消しつつ遷移先画面ＰＳ２の表示割合を次第に増やすことによって遷移元画面ＰＳ１から
遷移先画面ＰＳ２に表示画面を透過遷移する透過遷移モードでの表示を開始する。また、
表示部８２は、遷移先画面ＰＳ２に遷移した後もタッチパネル部８３に対して第１操作が
続けられているとき、遷移先画面ＰＳ２より一つ下の階層の画面である下層画面が複数存
在すれば、複数の下層画面を通常画面サイズよりも縮小して同一画面内に配した一覧画面
ＰＳ３を表示する。
【００７３】
　本実施形態の構成では、タッチパネル部８３に対して第１操作を行うと、表示部８２が
透過遷移モードでの表示を開始し、現在表示中の画面がその画面より一つ下の階層の下層
画面（第１操作を行ったボタンＢに対応する画面）に遷移される。そして、表示部８２が
透過遷移モードでの表示を開始して以降もタッチパネル部８３に対する第１操作を続けた
場合、遷移後の下層画面よりさらに一つ下の階層に複数の下層画面が有れば、それら複数
の下層画面が一覧表示される。これにより、１回の操作（第１操作）だけで、現在表示中
の画面より一つ下の階層の下層画面を確認することができ、その下層画面のさらに一つ下
の階層に複数の下層画面が有っても、それら複数の下層画面も全て確認することができる
。その結果、現在表示中の画面より下位階層の下層画面を確認するときに、画面切替操作
を何回も行う必要がないので、ユーザーの利便性が向上する（ユーザーが行う操作が減少
する）。
【００７４】
　また、透過遷移モードでの表示画面の遷移では、遷移元画面ＰＳ１が次第に消えながら
遷移先画面ＰＳ２が次第に現れるので、通常の表示画面の遷移との差別化を図ることがで
きる。すなわち、ユーザーからすると、透過遷移モードに入ったか否かが分かり易い。
【００７５】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部８２は、遷移先画面ＰＳ２に遷移した後
もタッチパネル部８３に対する第１操作が続けられているとき、遷移先画面ＰＳ２より一
つ下の階層に存在する下層画面が１つであれば、遷移先画面ＰＳ２を新たな遷移元画面Ｐ
Ｓ１とするとともに、その新たな遷移元画面ＰＳ１より一つ下の階層の画面を新たな遷移
先画面ＰＳ２とし、新たな遷移元画面ＰＳ１から新たな遷移先画面ＰＳ２に表示画面を透
過遷移する。このように構成すれば、遷移が完了した遷移先画面ＰＳ２より一つ下の階層
に存在する下層画面が１つである限り、第１操作を続けるだけで表示画面が次々に下層画
面に遷移していくので、新たな操作を別途行うことなく、現在表示中の画面より下位階層
の下層画面を複数階層にわたって確認することができる。
【００７６】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部８３は、表示部８２の画面内の
ボタンＢを長押しするタッチ操作を第１操作として受け付ける。そして、表示部８２は、
透過表示モードに移行するとき、第１操作を受けたボタンＢに対して通常のタッチ操作が
行われた場合に表示すべき画面を遷移先画面ＰＳ２とする。このように構成すれば、透過
表示モードに移行するときに、所望の画面への遷移から開始させることができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部８２は、一覧画面ＰＳ３の表示中に、一
覧画面ＰＳ３内の複数の下層画面のうちいずれかの画面を選択するタッチ操作である予め
定められた第２操作をタッチパネル部８３が受け付けたとき、一覧画面ＰＳ３内の複数の
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下層画面のうち選択された選択画面ＰＳ４を通常画面サイズに拡大して表示する。このよ
うに構成すれば、確認したい画面（選択画面ＰＳ４）が拡大されるので、画面の確認作業
が容易になる。すなわち、確認したい画面が見易くなる（どのようなボタンやメッセージ
が配された画面かが分かり易い）。
【００７８】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部８３は、表示部８２が一覧画面
ＰＳ３を表示しているとき、第１操作後にタッチを解除することなく一覧画面ＰＳ３内の
複数の下層画面のうちいずれかの画面を長押しするタッチ操作を第２操作として受け付け
る。そして、表示部８２は、一覧画面ＰＳ３内の複数の下層画面のうち第２操作を受けた
画面を選択画面ＰＳ４として拡大表示する。このように構成すれば、拡大したい画面（選
択画面ＰＳ４）の選択操作が直感的で分かり易くなる。
【００７９】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部８２は、選択画面ＰＳ４を拡大表示した
後も、タッチパネル部８３に対するタッチが解除されていなければ、選択画面ＰＳ４を新
たな遷移元画面ＰＳ１として透過遷移モードでの表示を続行する。このように構成すれば
、選択画面ＰＳ４より下位階層の下層画面の確認も引き続き行いたいときに、タッチを続
けるという簡単な操作だけで、選択画面ＰＳ４を新たな遷移元画面ＰＳ１として表示画面
の遷移を続行することができる。
【００８０】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部８２は、透過遷移モードでの表示を開始
して以降に、タッチパネル部８３が予め定められた第３操作を受け付けたとき、第３操作
の受付時点の直前に表示していた遷移前の画面に表示画面を戻す。このように構成すれば
、透過遷移モードに移行して以降であっても、現在表示中の画面より上位階層の画面を再
度確認することができるので、ユーザーの利便性がより向上する。
【００８１】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部８３は、表示部８２の画面内の
２点をタッチするタッチ操作を第３操作として受け付ける。このように構成すれば、簡単
な操作で、現在表示中の画面から上位階層の画面に戻すことができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部８２は、透過遷移モードでの表示を開始
して以降に、タッチパネル部８３が予め定められた第４操作を受け付けたとき、遷移元画
面ＰＳ１または遷移先画面ＰＳ２を表示していれば、遷移元画面ＰＳ１または遷移先画面
ＰＳ２を表示したまま透過遷移モードでの表示を終了する。このように構成すれば、透過
遷移モードに移行して以降、所望の画面が表示されたときに第４操作を行う（透過表示モ
ードを終了させる）ことにより、引き続き所望の画面での設定を行うことができるので、
ユーザーの利便性がより向上する。
【００８３】
　あるいは、表示部８２は、透過遷移モードでの表示を開始して以降に、タッチパネル部
８３が予め定められた第４操作を受け付けたとき、透過遷移モードでの表示を開始した時
点の画面を表示して透過遷移モードを終了する。このように構成すれば、透過遷移モード
に移行し、透過遷移モードへの移行時点の画面から何階層も下の画面へ遷移していたとし
ても、容易に、透過遷移モードへの移行時点の画面に戻すことができる。
【００８４】
　また、本実施形態では、上記のように、タッチパネル部８３は、タッチパネル部８３に
対するタッチを解除する操作を第４操作として受け付ける。このように構成すれば、簡単
に、透過遷移モードを終了させることができる。
【００８５】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によっ
て示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ



(15) JP 5938386 B2 2016.6.22

10

る。
【符号の説明】
【００８６】
　　８　操作パネル（表示入力装置）
　　８２　表示部
　　８３　タッチパネル部
　　１００　複合機（画像形成装置）
　　Ｂ　ボタン
　　ＰＳ１　遷移元画面
　　ＰＳ２　遷移先画面
　　ＰＳ３　一覧画面
　　ＰＳ４　選択画面

【図１】 【図３】
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