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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の処理の実行を選択指示するための第１の処理アイコンと、第２の処理の実行を選
択指示するための第２の処理アイコンとを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンとを
表示部に表示する表示処理手段と、
　利用者からの前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付け
る入力受付手段と、
　前記入力受付手段によって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入
力を受け付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第２の
処理アイコンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理手段と、
　前記実行処理手段によって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理アイコ
ンと、前記第２の処理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領域そ
れぞれに配置して、前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行すること
を選択指示するための複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記
記憶手段に記憶するアイコン生成手段と、を備えること、
　を特徴とする表示処理装置。
【請求項２】
　前記アイコン生成手段は、前記第１の処理アイコンと、前記第２の処理アイコンと、前
記第１の処理および前記第２の処理と異なる１または複数の他の処理に対応する１または
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複数の他の処理アイコンとを、処理数分に分割された別個の領域それぞれに配置して、前
記第１の処理と前記第２の処理と１または複数の前記他の処理とを同時または連続で実行
することを選択指示するための前記複数処理アイコンを生成すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項３】
　前記アイコン生成手段は、各処理アイコンに対応する処理の関係を示す関係画像をさら
に配置すること、
　を特徴とする請求項１または２に記載の表示処理装置。
【請求項４】
　前記関係画像は、前記複数処理アイコンの領域を処理数分に分割する境界線画像であり
、
　前記アイコン生成手段は、前記複数処理アイコンに前記境界線画像を配置すること、
　を特徴とする請求項３に記載の表示処理装置。
【請求項５】
　前記第１の処理は、入力処理を含み、
　前記第２の処理は、出力処理を含み、
　前記第１の処理アイコンは、前記入力処理に対応する入力処理アイコンであり、
　前記第２の処理アイコンは、前記出力処理に対応する出力処理アイコンであり、
　前記アイコン生成手段は、前記実行処理手段によって、前記入力処理と前記出力処理を
実行した場合に、前記入力処理アイコンと前記出力処理アイコンとを含めた前記複数処理
アイコンを生成すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、さらに、前記複数処理アイコンを記憶し、
　前記表示処理手段は、前記記憶手段に記憶されている前記複数処理アイコンを前記表示
部に表示し、
　前記入力受付手段は、利用者からの前記複数処理アイコンの選択入力を受け付け、
　前記実行処理手段は、前記入力受付手段によって前記複数処理アイコンの選択入力を受
け付けた場合、前記複数処理アイコンに含まれる前記第１の処理アイコンに対応する前記
第１の処理と前記第２の処理アイコンに対応する前記第２の処理を、同時または連続して
実行すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、さらに、前記複数処理アイコンを記憶し、
　前記表示処理手段は、前記記憶手段に記憶されている前記複数処理アイコンを前記表示
部に表示し、
　前記入力受付手段は、利用者からの前記複数処理アイコンの選択入力を受け付け、
　前記実行処理手段は、前記入力受付手段によって前記複数処理アイコンの選択入力を受
け付けた場合、前記複数処理アイコンに含まれる前記第１の処理アイコンに対応する前記
第１の処理と、前記第２の処理アイコンに対応する前記第２の処理と、１または複数の前
記他の処理アイコンに対応する１または複数の前記他の処理とを、同時または連続して実
行すること、
　を特徴とする請求項２に記載の表示処理装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、さらに、前記複数処理アイコンに固有のアイコン識別情報と、同時ま
たは連続して実行する複数の処理の処理識別情報とを対応付けて登録した処理対応テーブ
ルを記憶し、
　前記実行処理手段は、前記入力受付手段によって前記複数処理アイコンの選択入力を受
け付けた場合、前記処理対応テーブルを参照して、受け付けた前記複数処理アイコンの前
記アイコン識別情報に対応する複数の前記処理識別情報が示す複数の処理を、同時または
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連続して実行すること、
　を特徴とする請求項６または７に記載の表示処理装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、さらに、前記処理対応テーブルに、複数の処理に対応する複数の処理
アイコンそれぞれの前記アイコン識別情報と、実行する複数の処理それぞれの前記処理識
別情報とを対応付けて登録し、
　前記アイコン生成手段は、前記処理対応テーブルを参照して、受け付けた前記複数の処
理アイコンに対応する前記アイコン識別情報に対応する前記複数の処理アイコンを前記記
憶手段から読み出して、読み出した前記複数の処理アイコンを含めた前記複数処理アイコ
ンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記記憶手段に格納するとともに、生成し
た前記複数処理アイコンに対応する前記アイコン識別情報と前記複数の処理の前記処理識
別情報とを対応付けて前記処理対応テーブルに登録すること、
　を特徴とする請求項８に記載の表示処理装置。
【請求項１０】
　記憶手段に記憶されている第１の処理の実行を選択指示するための第１の処理アイコン
と、第２の処理の実行を選択指示するための第２の処理アイコンとを表示部に表示する表
示処理ステップと、
　利用者からの前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付け
る入力受付ステップと、
　前記入力受付ステップによって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選
択入力を受け付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第
２の処理アイコンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理ステップと、
　前記実行処理ステップによって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理ア
イコンと、前記第２の処理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領
域それぞれに配置して、前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行する
ことを選択指示するための複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを
前記記憶手段に記憶するアイコン生成ステップと、を含むこと、
　を特徴とする表示処理方法。
【請求項１１】
　記憶手段に記憶されている第１の処理の実行を選択指示するための第１の処理アイコン
と、第２の処理の実行を選択指示するための第２の処理アイコンとを表示部に表示する表
示処理ステップと、
　利用者からの前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付け
る入力受付ステップと、
　前記入力受付ステップによって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選
択入力を受け付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第
２の処理アイコンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理ステップと、
　前記実行処理ステップによって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理ア
イコンと、前記第２の処理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領
域それぞれに配置して、前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行する
ことを選択指示するための複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを
前記記憶手段に記憶するアイコン生成ステップと、
　をコンピュータに実行させる表示処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種機能を実行するためのアイコンを表示する表示処理装置、表示処理方法
、および表示処理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、画像形成装置等に備えられている各種機能を実行する場合に、各種機能の処理内
容を示すアイコンなどのシンボルを液晶タッチパネルなどの操作表示部に表示することで
、利用者が直感的に各種機能の処理内容を把握でき、いずれかのアイコンを選択入力する
ことで簡易に画像形成装置の機能を実行できるようになっている。また、例えば、ドキュ
メントアイコンが一覧表示される場合に、各ドキュメントについて印刷属性（出力先、印
刷条件など）の設定の有無やその内容が利用者によって直感的に認識できる技術が開示さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１３７５８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、近年の画像形成装置は、機能が複数存在する上に、設定すべき項目が多
くなっているため、複数の機能の処理を同時または連続して実行させる場合には、複数の
処理の機能にそれぞれ対応した複数のアイコンの選択入力を順次行う必要があり、アイコ
ンの選択操作が煩雑になるという問題があった。また、複数の機能の処理を同時または連
続して実行させる場合には、複数の処理内容を把握しつつそれぞれの機能のアイコンの選
択入力を行うため、複数の処理内容を同時に把握して操作することは困難であり、誤操作
を招いてしまう場合が多かった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の処理の同時または連続実行の際
の操作性を向上させるとともに、複数の処理内容を把握し易く、誤操作を防止することが
できる表示処理装置、表示処理方法、および表示処理プログラム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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、第１の処理
の実行を選択指示するための第１の処理アイコンと、第２の処理の実行を選択指示するた
めの第２の処理アイコンとを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている前記第
１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンとを表示部に表示する表示処理手段と、利用
者からの前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付ける入力
受付手段と、前記入力受付手段によって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコ
ンの選択入力を受け付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、
前記第２の処理アイコンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理手段と、前記実
行処理手段によって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理アイコンと、前
記第２の処理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領域それぞれに
配置して、前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行することを選択指
示するための複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記記憶手段
に記憶するアイコン生成手段と、を備えること、を特徴とする表示処理装置である。
【０００７】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記アイコ
ン生成手段は、前記第１の処理アイコンと、前記第２の処理アイコンと、前記第１の処理
および前記第２の処理と異なる１または複数の他の処理に対応する１または複数の他の処
理アイコンとを、処理数分に分割された別個の領域それぞれに配置して、前記第１の処理
と前記第２の処理と１または複数の前記他の処理とを同時または連続で実行することを選
択指示するための前記複数処理アイコンを生成すること、を特徴とする。
【０００８】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１または２に記載の表示処理装置において、前
記アイコン生成手段は、各処理アイコンに対応する処理の関係を示す関係画像をさらに配
置すること、を特徴とする。
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【０００９】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項３に記載の表示処理装置において、前記関係画
像は、前記複数処理アイコンの領域を処理数分に分割する境界線画像であり、前記アイコ
ン生成手段は、前記複数処理アイコンに前記境界線画像を配置すること、を特徴とする。
【００１０】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記第１の
処理は、入力処理を含み、前記第２の処理は、出力処理を含み、前記第１の処理アイコン
は、前記入力処理に対応する入力処理アイコンであり、前記第２の処理アイコンは、前記
出力処理に対応する出力処理アイコンであり、前記アイコン生成手段は、前記実行処理手
段によって、前記入力処理と前記出力処理を実行した場合に、前記入力処理アイコンと前
記出力処理アイコンとを含めた前記複数処理アイコンを生成すること、を特徴とする。
【００１１】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記記憶手
段は、さらに、前記複数処理アイコンを記憶し、前記表示処理手段は、前記記憶手段に記
憶されている前記複数処理アイコンを前記表示部に表示し、前記入力受付手段は、利用者
からの前記複数処理アイコンの選択入力を受け付け、前記実行処理手段は、前記入力受付
手段によって前記複数処理アイコンの選択入力を受け付けた場合、前記複数処理アイコン
に含まれる前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と前記第２の処理アイコン
に対応する前記第２の処理を、同時または連続して実行すること、を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項２に記載の表示処理装置において、前記記憶手
段は、さらに、前記複数処理アイコンを記憶し、前記表示処理手段は、前記記憶手段に記
憶されている前記複数処理アイコンを前記表示部に表示し、前記入力受付手段は、利用者
からの前記複数処理アイコンの選択入力を受け付け、前記実行処理手段は、前記入力受付
手段によって前記複数処理アイコンの選択入力を受け付けた場合、前記複数処理アイコン
に含まれる前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第２の処理アイコ
ンに対応する前記第２の処理と、１または複数の前記他の処理アイコンに対応する１また
は複数の前記他の処理とを、同時または連続して実行すること、を特徴とする。
【００１３】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項６または７に記載の表示処理装置において、前
記記憶手段は、さらに、前記複数処理アイコンに固有のアイコン識別情報と、同時または
連続して実行する複数の処理の処理識別情報とを対応付けて登録した処理対応テーブルを
記憶し、前記実行処理手段は、前記入力受付手段によって前記複数処理アイコンの選択入
力を受け付けた場合、前記処理対応テーブルを参照して、受け付けた前記複数処理アイコ
ンの前記アイコン識別情報に対応する複数の前記処理識別情報が示す複数の処理を、同時
または連続して実行すること、を特徴とする。
【００１４】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項８に記載の表示処理装置において、前記記憶手
段は、さらに、前記処理対応テーブルに、複数の処理に対応する複数の処理アイコンそれ
ぞれの前記アイコン識別情報と、実行する複数の処理それぞれの前記処理識別情報とを対
応付けて登録し、前記アイコン生成手段は、前記処理対応テーブルを参照して、受け付け
た前記複数の処理アイコンに対応する前記アイコン識別情報に対応する前記複数の処理ア
イコンを前記記憶手段から読み出して、読み出した前記複数の処理アイコンを含めた前記
複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記記憶手段に格納すると
ともに、生成した前記複数処理アイコンに対応する前記アイコン識別情報と前記複数の処
理の前記処理識別情報とを対応付けて前記処理対応テーブルに登録すること、を特徴とす
る。
【００１５】
　また、請求項１０にかかる発明は、記憶手段に記憶されている第１の処理の実行を選択
指示するための第１の処理アイコンと、第２の処理の実行を選択指示するための第２の処
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理アイコンとを表示部に表示する表示処理ステップと、利用者からの前記第１の処理アイ
コンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付ける入力受付ステップと、前記入力受
付ステップによって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け
付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第２の処理アイ
コンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理ステップと、前記実行処理ステップ
によって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理アイコンと、前記第２の処
理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領域それぞれに配置して、
前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行することを選択指示するため
の複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記記憶手段に記憶する
アイコン生成ステップと、を含むこと、を特徴とする表示処理方法である。
【００１６】
　また、請求項１１にかかる発明は、記憶手段に記憶されている第１の処理の実行を選択
指示するための第１の処理アイコンと、第２の処理の実行を選択指示するための第２の処
理アイコンとを表示部に表示する表示処理ステップと、利用者からの前記第１の処理アイ
コンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け付ける入力受付ステップと、前記入力受
付ステップによって前記第１の処理アイコンと前記第２の処理アイコンの選択入力を受け
付けた場合、前記第１の処理アイコンに対応する前記第１の処理と、前記第２の処理アイ
コンに対応する前記第２の処理とを実行する実行処理ステップと、前記実行処理ステップ
によって実行された前記第１の処理に対応する前記第１の処理アイコンと、前記第２の処
理に対応する前記第２の処理アイコンとを、分割された別個の領域それぞれに配置して、
前記第１の処理と前記第２の処理とを同時または連続で実行することを選択指示するため
の複数処理アイコンを生成し、生成した前記複数処理アイコンを前記記憶手段に記憶する
アイコン生成ステップと、をコンピュータに実行させる表示処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数の処理内容を簡潔に表示したシンボルによって複数の処理の選択
入力を受け付けることで複数の操作手順を簡略化し、複数の処理の同時または連続実行の
際の操作性を向上させることができるという効果を奏する。また、本発明によれば、複数
の処理内容を簡潔に表示したシンボルによって複数の処理内容を把握し易く、このような
シンボルによる複数の処理の選択入力を受け付けることで誤操作を防止することができる
という効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる表示処理装置、表示処理方法、および表
示処理プログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。
【００１９】
（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態にかかる表示処理装置は、各機能の複数の処理にそれぞれ対応する処
理アイコンを複数配置した複数処理アイコンを表示して、その複数処理アイコンの選択入
力を受け付けることで複数の処理を同時または連続で実行するものである。本実施の形態
では、表示処理装置を、コピー、ファクシミリ、プリンタなどの複数の機能を一つの筐体
に収納した複合機（ＭＦＰ）に適用した場合について説明する。
【００２０】
　図１は、第１の実施の形態にかかる複合機の機能ブロック図である。図１に示すように
複合機１００は、構成としてオペレーティングシステム１５３と、サービス層１５２と、
アプリケーション層１５１と、記憶部１０４と、操作パネル２００とを備えている。
【００２１】
　図１に示すように、複合機１００の機能は階層関係となっており、オペレーティングシ
ステム１５３の上層にサービス層１５２が構築され、サービス層１５２の上層に後述する
本実施の形態の特徴部分が含まれたアプリケーション層１５１が構築されている。
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【００２２】
　オペレーティングシステム１５３は、ハードウェアリソースを含めた複合機１００の資
源を管理し、サービス層１５２やアプリケーション層１５１に対して当該資源を利用した
機能を提供する。
【００２３】
　サービス層１５２は、複合機１００が備えているハードウェアリソースを制御するドラ
イバーに相当する。後述するアプリケーション層１５１の実行処理部１０５からの出力処
理の要求に応じて、スキャナ制御部１２１、プロッタ制御部１２２、蓄積制御部１２３、
配信／メール送受信制御部１２４、ＦＡＸ送受信制御部１２５、通信制御部１２６等から
複合機１００が備えているハードウェアリソースを制御して、様々な機能が実行される。
【００２４】
　記憶部１０４は、紙原稿から読み込まれた、またはメール若しくはＦＡＸから受信した
画像データや、各種設定を行う画面等の画面画像等を記憶する。また、記憶部１０４は、
操作パネル２００（後述）に表示するための画像として、入力処理アイコンの画像、出力
処理アイコンの画像、複数処理アイコンの画像等の各アイコン画像を記憶する。
【００２５】
　ここで、アイコンとは、表示される画面上に、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字
として表示したものであり、イメージを含む広い概念であるシンボルに含まれる概念であ
る。また、複数の処理には、装置（複合機）に対する入力処理や出力処理が含まれており
、処理アイコンとは、装置（複合機）の各機能の複数の処理（入力処理や出力処理）それ
ぞれに対応し、各機能の処理の選択指示を行うアイコンを示している。また、複数処理ア
イコンとは、複数の処理アイコンを含んで構成されたアイコンであって、選択指示された
場合には、構成された複数の処理アイコンに対応する処理を同時または連続して実行する
ためのアイコンである。また、本実施の形態では、画面にアイコンを表示するものである
が、これに限定されるものでなく、各種のデータや処理機能を記号や文字列、イメージ等
によって表示したアイコン以外のシンボルを表示するように構成してもよい。
【００２６】
　また、処理アイコンである入力処理アイコンとは、複合機１００の機能のうちスキャン
などの入力処理に対応する処理アイコンである。処理アイコンである出力処理アイコンと
は、複合機１００の機能のうち印刷などの出力処理に対応する処理アイコンである。また
、本実施の形態の複数処理アイコンは、入力処理アイコンの画像と出力処理アイコンの画
像とを含んで構成されたアイコンであって、この複数処理アイコンが利用者により選択指
示された場合には、複数処理アイコンを構成する複数の入力処理アイコンおよび出力処理
アイコンのそれぞれに対応する処理が同時または連続して実行されることになる。
【００２７】
　また、記憶部１０４は、複数処理アイコンや、入力処理アイコン、出力処理アイコンな
どのアイコンに固有のアイコン識別情報であるキーイベントおよびアイコン名と、同時ま
たは連続して実行する複数の処理や、入力処理および出力処理などの各アイコンの処理識
別情報である処理内容と、アイコン画像とを対応付けて登録した処理対応テーブルを記憶
する。
【００２８】
　ここで、処理対応テーブルの詳細について説明する。図２は、第１の実施の形態におけ
る処理対応テーブルの一例を示すデータ構造図である。図２に示すように、処理対応テー
ブルは、複数処理アイコンや各処理アイコンに固有のアイコン識別情報であるキーイベン
ト「０ｘ０００１」「０ｘ０００２」等、同じくアイコン識別情報であるアイコン名「ス
キャン」「印刷」「スキャン ｔｏ ｅメール」等と、同時または連続して実行する複数の
処理や、入力処理および出力処理などの各処理アイコンの処理識別情報である処理内容「
原稿のスキャン処理」「印刷処理」「原稿をスキャン処理して、ｅメール送信処理」等と
、アイコン画像「ｉｎ００１．ｊｐｇ」「ｏｕｔ００１．ｊｐｇ」「ｉｃｏｎ００１．ｊ
ｐｇ」等とを対応付けて登録している。
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【００２９】
　ここで、図２の例では、処理内容としては、理解容易のため、上記の通り処理内容の名
称を登録した例を示しているが、具体的には、各処理内容を実行するプログラム名が登録
されている。すなわち、「原稿のスキャン処理」はスキャン処理プログラム、「印刷処理
」は印刷処理プログラムの各プログラム名が登録されている。また、複数処理アイコンに
登録されている処理内容である「原稿をスキャン処理して、ｅメール送信処理」としては
、スキャン処理プログラムとｅメール送信処理プログラムの２つのプログラム名が登録さ
れている。
【００３０】
　なお、記憶部１０４は、画像データ等のデータを記憶可能な記憶手段であり、例えばＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）、光ディスク、メモリカードなどの一般的に用いられるあらゆ
る記憶媒体で構成することができる。
【００３１】
　操作パネル２００は、選択画面の表示、選択画面上での入力の受け付けを行うユーザイ
ンターフェースである。
【００３２】
　図３は、複合機の操作パネルの一例を示した図である。図３に示したように、かかる操
作パネル２００は、初期設定キー２０１、コピーキー２０２、コピーサーバーキー２０３
、プリンタキー２０４、送信キー２０５、テンキー２０６、クリア／ストップキー２０７
、スタートキー２０８、予熱キー２０９、リセットキー２１０および液晶タッチパネル２
２０を有する。そして、液晶タッチパネル２２０に本実施の形態の特徴となる複数処理ア
イコンが初期メニュー画面等に表示されることになるが、この画面については後述する。
また、操作パネル２００の内部には、液晶タッチパネル２２０への各種画面の表示の制御
や各キーあるいは液晶タッチパネル２２０からのキー入力を制御するＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）がＭＦＰ本体のＣＰＵとは別個に装備されている。この操作パネル２０
０のＣＰＵは、画面表示制御やキー入力制御のみを行うため、複合機本体のＣＰＵの性能
より低い性能となっている。
【００３３】
　なお、複合機１００は、記憶部１０４、操作パネル２００以外にもスキャナ、プロッタ
などの様々なハードウェアリソースを備えているが、説明は省略する。
【００３４】
　図１に戻り、アプリケーション層１５１は、表示処理部１０１と、アイコン生成部１０
２と、入力受付部１０３と、実行処理部１０５と、利用者認証部１０６とを備えている。
【００３５】
　利用者認証部１０６は、複合機１００を使用する際に、利用者認証を行う。利用者認証
の方法としては、当業者で周知な技術であるか否かを問わず、どのような認証の方法を用
いてもよい。利用者認証部１０６で利用者認証が成功した場合、複合機１００で所定の機
能の使用が許可される。許可される機能としては、例えば、ｅメールの送受信等が存在す
る。また、利用者認証部１０６による利用者認証は最初に行うこととし、後述する処理を
行う場合、原則として、すでに利用者認証は済んでいるものとする。
【００３６】
　表示処理部１０１は、複合機の設定を行うための初期メニュー画面（後述）を液晶タッ
チパネル２２０に表示し、その初期メニュー画面上に入力処理アイコン、出力処理アイコ
ンを表示するものである。また、表示処理部１０１は、液晶タッチパネル２２０に初期メ
ニュー画面を表示し、その初期メニュー画面上に、入力処理や出力処理を含む複数の処理
のうち、入力処理アイコンと出力処理アイコンとを含んで構成され、構成された入力処理
アイコンに対応する入力処理と、構成された出力処理アイコンに対応する出力処理とを同
時または連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを表示するものである。
【００３７】
　また、表示処理部１０１は、液晶タッチパネル２２０に表示した初期メニュー画面上に
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、入力処理や出力処理を含む複数の処理のうち、入力処理アイコンと出力処理アイコンと
、さらに入力処理アイコンまたは出力処理アイコンを１または複数含んで構成され、構成
された合計３以上の入力処理および出力処理とを同時または連続して実行する選択指示を
行うための複数処理アイコンを表示することもできる。
【００３８】
　図４は、初期メニュー画面の一例を示す模式図である。初期メニュー画面とは、表示処
理部１０１により表示される画面であって、利用者認証部１０６による利用者認証が成功
した場合に、複合機１００で実行する機能を選択指示するためのアイコンが表示される選
択画面である。
【００３９】
　図４に示す初期メニュー画面では、利用者固有のＨｏｍｅ画面を表示するメニューアイ
コン３０４、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画面を表示するメニューアイコン３０３、Ｊｏｂｓ画面
を表示するメニューアイコン３０２、Ｈｉｓｔｏｒｙ画面を表示するメニューアイコン３
０１の４つのメニューアイコンを備えており、メニューアイコン３０２が選択されてＪｏ
ｂ画面が表示されているものとする。ここで、メニューアイコンとは、装置（複合機１０
０）の各機能の項目であるメニュー項目のそれぞれに対応し、各メニュー項目の選択指示
を行うアイコンである。
【００４０】
　また、初期メニュー画面（選択画面）には、メニューアイコン３０１、３０２、３０３
、３０４の下方に、「Ｊｏｂ」のメニューアイコン３０２に対応するアイコンであって、
複合機１００で実行する機能を選択指示するための複数処理アイコン４１、４２、入力処
理アイコン群Ａ（３１、３２）、出力処理アイコン群Ｂ（３３、３４、３５）が配置され
て表示されている。
【００４１】
　そして、複数処理アイコン、入力処理アイコン、出力処理アイコンの右側にスクロール
バー３２０を表示し、液晶タッチパネル２２０に表示しきれない複数処理アイコン、入力
処理アイコン、出力処理アイコンの表示をスクロールさせて表示可能とする。
【００４２】
　ここで、複数処理アイコン、入力処理アイコン、出力処理アイコンの詳細について図４
を参照して説明する。まず、入力処理アイコン３１は、利用者により載置された原稿をス
キャン処理する入力処理を実行するものであり、入力処理アイコン３２は、ネットワーク
を介してｅメールの受信処理をする入力処理を実行するものであり、これらを入力処理ア
イコン群Ａとする。また、出力処理アイコン３３は、入力処理がなされて取得したデータ
（例えば、原稿をスキャンしたデータ等）を印刷処理する出力処理を実行するものであり
、出力処理アイコン３４は、入力処理がなされて取得したデータを記憶媒体等へ保存処理
する出力処理を実行するものであり、出力処理アイコン３５は、ネットワークを介してい
ずれかの宛先へ取得したデータをｅメールで送信処理をする出力処理を実行するものであ
り、これらを出力処理アイコン群Ｂとする。
【００４３】
　さらに、複数処理アイコン４１は、入力処理アイコン３１の画像と出力処理アイコン３
５の画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者により載置された原稿をスキャン
する入力処理と、スキャンしたデータをｅメールで送信する出力処理とを連続して実行す
る処理を指示するためのアイコンを意味している。また、複数処理アイコン４２は、入力
処理アイコン３２の画像と出力処理アイコン３３の画像とを含めて構成したアイコンであ
って、ネットワークを介してｅメールを受信する入力処理と、受信したｅメールを印刷す
る出力処理とを連続して実行する処理を指示するためのアイコンを意味している。
【００４４】
　ここで、複数処理アイコンを構成する入力処理アイコンの画像（以下、「入力処理アイ
コン画像」という。）と出力処理アイコンの画像（以下、「出力処理アイコン画像」とい
う。）の配置について説明する。図５は、複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図で
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ある。図５に示すように、複数処理アイコン４０１は、例えば、正方形の枠があって、そ
の正方形の枠内における左上に入力処理アイコン画像１を、右下に出力処理アイコン画像
２を配置している。このように入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像の位置を定
めて配置することによって、複数処理アイコン４０１が選択指示された場合に、左上の入
力処理アイコン画像に対応する入力処理を実行した後、右下の出力処理アイコン画像に対
応する出力処理を実行するなどの処理内容が一目で把握できる。また、入力処理と出力処
理とを同時に実行する設定にしてもよい。
【００４５】
　入力受付部１０３は、表示処理部１０１により表示された初期メニュー画面等における
複数のメニューアイコンから、利用者による所望のメニューのメニューアイコンの選択入
力によるキーイベントを受け付ける。また、入力受付部１０３は、初期メニュー画面上に
表示された入力処理アイコン、出力処理アイコン、または複数処理アイコンの選択入力に
よるキーイベントを受け付ける。具体的には、表示処理部１０１により液晶タッチパネル
２２０に表示された複数処理アイコン等を利用者により押下された場合、入力受付部１０
３は、その押下された複数処理アイコン等が選択入力されたものとして当該複数処理アイ
コン等に対応するキーイベントを受け付ける。また、入力受付部１０３は、初期設定キー
２０１等の各種ボタンからの入力キーイベントを受け付ける。さらに、入力受付部１０３
は、利用者による後述する実行処理部１０５により実行された入力処理および出力処理に
対応する入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを含む複数処理アイコンの生成
を行う旨の選択入力を受け付ける。なお、かかる複数処理アイコンの生成を行う旨は、入
力処理および出力処理の実行時に、操作パネルの液晶表示部に表示された複数処理アイコ
ン生成指示画面（図示せず）で利用者の選択入力により受け付ける。
【００４６】
　実行処理部１０５は、入力処理部１１１および出力処理部１１２を備え、複合機１００
が有する機能を用いた入力処理アイコンに対応する入力処理、または出力処理アイコンに
対応する出力処理を実行する。また、実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって複
数処理アイコンを受け付けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる入力処理アイ
コン画像に対応する入力処理と出力処理アイコン画像に対応する出力処理を、同時または
連続して実行する。具体的には、実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって複数処
理アイコンを受け付けた場合、記憶部１０４に記憶されている処理対応テーブルを参照し
て、受け付けた複数処理アイコンのアイコン名に対応する複数の処理を、同時または連続
して実行する。入力処理アイコン、出力処理アイコンも同様に処理対応テーブルを参照し
て、各アイコン名に対応する処理を実行する。そして、実行処理部１０５で処理した内容
に基づいて、サービス層１５２に備えられた各制御部が、ハードウェアリソースを制御す
ることで、ハードウェアを用いた上記入力処理および出力処理が実行される。
【００４７】
　また、実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって合計三つ以上の入力処理アイコ
ン画像および出力処理アイコン画像を含む複数処理アイコンを受け付けた場合、受け付け
た複数処理アイコンに含まれる合計３以上の入力処理アイコン画像に対応する入力処理と
出力処理アイコン画像に対応する出力処理とを、同時または連続して実行する。
【００４８】
　アイコン生成部１０２は、実行処理部１０５によって、入力受付部１０３により受け付
けた入力処理アイコンに対応する入力処理と、受け付けた出力処理アイコンに対応する出
力処理を実行した場合に、実行した入力処理アイコンと実行した出力処理アイコンとを含
めた複数処理アイコンを生成するものである。具体的には、アイコン生成部１０２は、記
憶部１０４に記憶されている処理対応テーブルを参照して、実行処理部１０５により実行
した入力処理および出力処理のアイコン名に対応する処理内容とアイコン画像とを読み出
して、読み出した入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを含めて配置した複数
処理アイコンを生成する。
【００４９】
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　そして、アイコン生成部１０２は、生成した複数処理アイコンの画像（複数処理アイコ
ン画像）を記憶部１０４の処理対応テーブルに格納するとともに、生成した複数処理アイ
コンのアイコン名に対応する処理内容とを対応付けて処理対応テーブルに登録する。なお
、アイコン生成部１０２は、実行処理部１０５により実行されていない処理であっても、
利用者が複数処理アイコンを生成するために選択した入力処理アイコン画像と出力処理ア
イコン画像とを含めて配置した複数処理アイコンを生成するように構成してもよい。
【００５０】
　次に、このように構成された第１の実施の形態にかかる複合機１００による表示処理に
ついて説明する。図６は、第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフロー
チャートである。
【００５１】
　まず、入力受付部１０３が、利用者が入力したログイン情報を受け付ける（ステップＳ
１０）。具体的には、入力受付部１０３は、ログイン画面上で入力されたユーザ名および
パスワードをログイン情報として受け付ける。ログイン画面とは、例えば、初期画面に表
示されるログイン用のボタンを利用者が選択した際などに表示される画面である。
【００５２】
　次に、利用者認証部１０６が、入力受付部１０３により受け付けたログイン情報を元に
利用者認証の処理を行う（ステップＳ１１）。利用者認証が成功すると、表示処理部１０
１は、その利用者のＨｏｍｅ画面を表示した後、利用者により選択された初期メニュー画
面を表示する。すなわち、メニューアイコン、複数処理アイコン、入力処理アイコン、出
力処理アイコンを配置した初期メニュー画面を表示する（ステップＳ１２）。この初期メ
ニュー画面の一例が図４で説明した画面である。
【００５３】
　次に、入力受付部１０３は、利用者からの複数処理アイコンの選択入力を受け付けたか
否かを複数処理アイコンのキーイベントの受付けにより判断する（ステップＳ１３）。入
力受付部１０３により複数処理アイコンの選択入力を受け付けた場合（ステップＳ１３：
Ｙｅｓ）、実行処理部１０５は、処理対応テーブル（図２）を参照して、受け付けたキー
イベントに対応する複数処理アイコンの処理内容（複数処理アイコンに含まれる入力処理
アイコン画像に対応する入力処理と、複数処理アイコンに含まれる出力処理アイコン画像
に対応する出力処理）を読み出し、入力処理部１１１による入力処理と出力処理部１１２
による出力処理を連続して実行するように制御する。これにより、実行処理部１０５の入
力処理部１１１は、選択された複数処理アイコンに含まれる入力処理アイコン画像に対応
する入力処理を実行し、これと連続して、実行処理部１０５の出力処理部１１２は、選択
された複数処理アイコンに含まれる出力処理アイコン画像に対応する出力処理を実行する
（ステップＳ１４）。そして、ステップＳ２１の処理へ進む。
【００５４】
　一方、複数処理アイコンの選択入力を受け付けなかった場合（ステップＳ１３：Ｎｏ）
、入力受付部１０３は、入力処理アイコンの選択入力を受け付けたか否かの判断をする（
ステップＳ１５）。入力処理アイコンの選択入力を受け付けなかった場合（ステップＳ１
５：Ｎｏ）、ステップＳ１３に戻って再度処理を繰り返す。
【００５５】
　一方、入力受付部１０３により入力処理アイコンの選択入力を受け付けた場合（ステッ
プＳ１５：Ｙｅｓ）、実行処理部１０５の入力処理部１１１は、選択された入力処理アイ
コンに対応する入力処理を実行する（ステップＳ１６）。次に、入力受付部１０３は、出
力処理アイコンの選択入力を受け付けたか否かの判断をする（ステップＳ１７）。出力処
理アイコンの選択入力を受け付けなかった場合（ステップＳ１７：Ｎｏ）、ステップＳ１
７に戻って再度処理を繰り返す。
【００５６】
　一方、入力受付部１０３により出力処理アイコンの選択入力を受け付けた場合（ステッ
プＳ１７：Ｙｅｓ）、実行処理部１０５の出力処理部１１２は、選択された出力処理アイ
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コンに対応する出力処理を実行する（ステップＳ１８）。
【００５７】
　次に、入力受付部１０３は、操作パネル２００の液晶タッチパネル２２０から、実行処
理部１０５によって実行された入力処理に対応する入力処理アイコン画像と出力処理に対
応する出力処理アイコン画像とを含む複数処理アイコンの生成を行う旨の利用者による選
択入力を受け付けたか否かの判断をする（ステップＳ１９）。入力受付部１０３による複
数処理アイコンの生成を行う旨の選択入力を受け付けなかった場合は（ステップＳ１９：
Ｎｏ）、ステップＳ２１の処理へ進む。一方、入力受付部１０３による複数処理アイコン
の生成を行う旨の選択入力を受け付けた場合（ステップＳ１９：Ｙｅｓ）、アイコン生成
部１０２は、複数処理アイコンの生成を行う（ステップＳ２０）。複数処理アイコンの生
成処理については後述する。
【００５８】
　そして、入力受付部１０３は、ログアウト要求を受け付けたか否かを判断する（ステッ
プＳ２１）。ログアウト要求は、例えば、画面の下部に表示されるログアウト用のボタン
が選択されたときに受け付ける。
【００５９】
　ログアウト要求を受け付けていない場合（ステップＳ２１：Ｎｏ）、複数処理アイコン
の入力受付処理に戻り処理が繰り返される（ステップＳ１３）。一方、ログアウト要求を
受け付けた場合（ステップＳ２１：Ｙｅｓ）、表示処理部１０１は、ログイン前の初期画
面を表示する。
【００６０】
　次に、第１の実施の形態にかかる複合機１００による複数処理アイコンの生成処理（図
６、ステップＳ２０）について説明する。図７は、第１の実施の形態における複数処理ア
イコン生成処理の全体の流れを示すフローチャートである。
【００６１】
　まず、図６のステップＳ１９において、入力受付部１０３による複数処理アイコンの生
成を行う旨の選択入力を受け付けた場合、アイコン生成部１０２は、記憶部１０４に記憶
されている処理対応テーブルを参照して、実行処理部１０５により実行した入力処理に対
応する入力処理アイコンのアイコン名に対応する処理内容と入力処理アイコン画像とを読
み出して取得する（ステップＳ３０）。次に、アイコン生成部１０２は、記憶部１０４に
記憶されている処理対応テーブルを参照して、実行処理部１０５により実行した出力処理
に対応する出力処理アイコンのアイコン名に対応する処理内容と出力処理アイコン画像と
を読み出して取得する（ステップＳ３１）。
【００６２】
　そして、アイコン生成部１０２は、取得した入力処理アイコン画像と出力処理アイコン
画像とを含めて配置した複数処理アイコンを生成する（ステップＳ３２）。そして、アイ
コン生成部１０２は、生成した複数処理アイコンの複数処理アイコン画像を記憶部１０４
の処理対応テーブルに保存し（ステップＳ３３）、さらに、生成した複数処理アイコンの
一意なキーイベント、アイコン名を生成し、生成したキーイベント、アイコン名、複数処
理アイコンに含まれる入力処理および出力処理を処理内容として、それぞれ対応付けて処
理対応テーブルに登録する（ステップＳ３４）。
【００６３】
　次に、上述した複数処理アイコンの生成処理について、図を参照して説明する。図８は
、複数処理アイコンの生成処理の説明図である。入力処理アイコン群Ａには、選択指示さ
れた場合にスキャン処理を行う入力処理アイコン３１と、ｅメール受信処理を行う入力処
理アイコン３２がある。また、出力処理アイコン群Ｂには、選択指示された場合に印刷処
理を行なう出力処理アイコン３３と、保存処理を行う出力処理アイコン３４と、ｅメール
送信処理を行う出力処理アイコン３５とがある。そして、入力処理としてｅメール受信処
理が行われ、出力処理として保存処理が行われた場合、アイコン生成部１０２は、複数の
アイコンのうち、実行された入力処理アイコン３２の画像と出力処理アイコン３４の画像
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とを取得して配置して、複数処理アイコン５０１を生成する。
【００６４】
　ここで、複数処理アイコンを生成する際における入力処理アイコン画像と出力処理アイ
コン画像の配置等について説明する。上述した複数処理アイコンは、正方形の枠内の左上
と右下に処理アイコン画像を配置した複数処理アイコンを生成しているが（図５参照）、
以下のような複数処理アイコンを生成してもよい。
【００６５】
　図９は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。図９に示すように、
複数処理アイコン４０２は、円形の枠があって、その円形の枠内における左上に入力処理
アイコン画像１を、右下に出力処理アイコン画像２を配置している。このように入力処理
アイコン画像と出力処理アイコン画像の位置を定めて配置することによって、正方形の枠
内への配置と同様に、複数処理アイコン４０２が選択指示された場合に、左上の入力処理
アイコン画像に対応する入力処理を実行した後、右下の出力処理アイコン画像に対応する
出力処理を実行するなどの処理内容と処理手順などが一目で把握できる。
【００６６】
　実際に入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを配置した場合の一例が複数処
理アイコン５０２である。複数処理アイコン５０２は、円形の枠内における左上にｅメー
ル受信処理を行う入力処理アイコン３２の画像を、右下に受信したデータを保存する出力
処理アイコン３４の画像を配置している。このように配置された複数処理アイコン５０２
が表示されることによって、ｅメール受信処理を実行した後に、受信したデータを記憶媒
体等に保存する処理を実行することが一目で把握できる。
【００６７】
　図１０は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。図１０に示すよう
に、複数処理アイコン４０３は、正方形や円形の枠を設けず、さらに背景色を透明にした
上で入力処理アイコン画像１の右下に出力処理アイコン画像２を配置している。
【００６８】
　図１１は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。図１１に示すよう
に、複数処理アイコン４０４は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における左中央
に入力処理アイコン画像１を、右中央に出力処理アイコン画像２を配置している。また、
複数処理アイコン４０５は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における上部中央に
入力処理アイコン画像１と、下部中央に出力処理アイコン画像２を配置している。
【００６９】
　図１２は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。図１２に示すよう
に、複数処理アイコン４０６は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における左上に
入力処理アイコン画像１を配置し、右下に入力処理アイコン画像１の一部分に重畳させて
、入力処理アイコン画像１の画像サイズよりも大きい画像サイズの出力処理アイコン画像
２を配置している。
【００７０】
　また、一つの入力処理アイコン画像と二つの出力処理アイコン画像とを配置した複数処
理アイコンについて説明する。図１３は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明
図である。図１３に示すように、複数処理アイコン４０７は、正方形の枠があって、その
正方形の枠内における左側に入力処理アイコン画像１を、右側に出力処理アイコン画像２
、３を並べて配置している。また、複数処理アイコン４０８は、正方形の枠内における上
部に入力処理アイコン画像１を、下部に出力処理アイコン画像２、３を並べて配置してい
る。また、複数処理アイコン４０９は、正方形の枠内における右側に入力処理アイコン画
像１を、左側に出力処理アイコン画像２、３を並べて配置している。
【００７１】
　また、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像を配置し、さらに入力処理アイコ
ン画像と出力処理アイコン画像の関係を示す関係画像を配置した複数処理アイコンについ
て説明する。関係画像とは、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像との処理の実
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行順序などの関係を示すものであって、矢印や境界線画像、文字、線状画像等のアイコン
である。
【００７２】
　まず、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像との関係を矢印で示すことによっ
て処理の順序を示す複数処理アイコンについて説明する。図１４は、複数処理アイコンの
構成の他の一例を示す説明図である。図１４に示すように、複数処理アイコン４１０は、
正方形の枠があって、その正方形の枠内における左上に入力処理アイコン画像１を、右下
に出力処理アイコン画像２を配置し、さらに、左上から右下に向かう矢印６０１（関係画
像）を配置している。これは、矢印６０１によって、左上の入力処理アイコン画像１に対
応する入力処理を実行した後、右下の出力処理アイコン画像２に対応する出力処理を実行
する旨を示しており、複数処理アイコンの処理内容と処理順序とがより把握し易くなる。
【００７３】
　実際に入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを配置した場合の一例が複数処
理アイコン５０３である。複数処理アイコン５０３は、円形の枠内における左上にｅメー
ル受信処理を行う入力処理アイコン３２の画像を、右下に受信したデータを保存する出力
処理アイコン３４の画像を配置し、さらに、左上から右下に向かう矢印６０１を配置して
いる。このように配置された複数処理アイコン５０３が表示されることによって、ｅメー
ル受信処理を実行した後に、受信したデータを記憶媒体等に保存する処理を実行すること
が矢印６０１によってよりわかり易く把握できることになる。
【００７４】
　また、図１４に示すように、複数処理アイコン４１１は、正方形の枠があって、その正
方形の枠内における下部に入力処理アイコン画像１を、上部に出力処理アイコン画像２を
配置し、さらに、下から上に向かう三角形の矢印６０２（関係画像）を配置している。
【００７５】
　さらに、複数処理アイコン４１２は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における
左側に入力処理アイコン画像１を、右側に出力処理アイコン画像２を配置し、さらに、左
から右に向かう矢印６０３（関係画像）を配置している。また、複数処理アイコン４１３
は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における右側に入力処理アイコン画像１を、
左側に出力処理アイコン画像２を配置し、さらに、右から左に向かう矢印６０４（関係画
像）を配置している。
【００７６】
　次に、正方形の枠内の領域を分割して入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像と
を配置した複数処理アイコンについて説明する。図１５は、複数処理アイコンの構成の他
の一例を示す説明図である。図１５に示すように、複数処理アイコン４１４は、正方形の
枠があって、その正方形の枠内を左上領域と右下領域とに分割する境界線画像６０５（関
係画像）を配置し、左上に入力処理アイコン画像１を、右下に出力処理アイコン画像２を
配置している。また、複数処理アイコン４１５は、正方形の枠があって、その正方形の枠
内を、左上領域６０６の色を替えることによって右下領域と分割して、左上に入力処理ア
イコン画像１を、右下に出力処理アイコン画像２を配置している。
【００７７】
　また、一つの入力処理アイコン画像と二つの出力処理アイコン画像とを配置した複数処
理アイコンを生成する場合には、複数処理アイコン４１６は、正方形の枠があって、その
正方形の枠内を左上領域、中央領域、右下領域の３つの領域に分割する境界線画像６０７
、６０８（関係画像）を配置し、左上領域に入力処理アイコン画像１を、中央領域に出力
処理アイコン画像２を、右下領域に出力処理アイコン画像３を配置している。
【００７８】
　また、一つの入力処理アイコン画像と三つの出力処理アイコン画像とを配置した複数処
理アイコンを生成する場合には、複数処理アイコン４１７は、正方形の枠があって、その
正方形の枠内を縦境界線画像６０９と横境界線画像６１０（関係画像）とによって４つの
領域に分割し、それぞれの領域に入力処理アイコン画像１、出力処理アイコン画像２、３
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、４を配置している。
【００７９】
　次に、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像の近傍に文字を配置した複数処理
アイコンについて説明する。図１６は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図
である。図１６に示すように、複数処理アイコン４１８は、正方形の枠があって、その正
方形の枠内の左側に入力処理アイコン画像１を、右側に出力処理アイコン画像２を配置し
、さらに、入力処理アイコン画像の下方には入力処理であることを示す「ｉｎ」の文字６
１１（関係画像）を、出力処理アイコン画像の下方には出力処理であることを示す「ｏｕ
ｔ」の文字６１２（関係画像）を配置している。これにより、表示されているアイコンが
入力処理を実行するものであるか出力処理を実行するものであるかを容易に把握すること
ができる。
【００８０】
　次に、色の異なる入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを配置した複数処理
アイコンについて説明する。図１７は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図
である。図１７に示すように、複数処理アイコン４１９は、正方形の枠があって、その正
方形の枠内の左上に入力処理アイコン画像１を、右下に入力処理アイコン画像１と異なる
色の出力処理アイコン画像２を配置している。これにより、表示されているアイコンが入
力処理を実行するものであるか出力処理を実行するものであるかを容易に把握することが
できる。
【００８１】
　次に、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを重畳させて配置した複数処理
アイコンについて説明する。図１８は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図
である。図１８に示すように、複数処理アイコン４２０は、正方形の枠があって、その正
方形の枠内の左上に入力処理アイコン画像１を、右下に入力処理アイコン画像１に重畳さ
せた出力処理アイコン画像２を配置している。また、複数処理アイコン４２１は、正方形
の枠内の左下に入力処理アイコン画像１を、右上に入力処理アイコン画像１に重畳させた
出力処理アイコン画像２を配置している。これによって、奥側に配置されているのが入力
処理アイコン画像であって、手前に配置されているのが出力処理アイコン画像であること
がわかる。つまり、重畳させたアイコンの上下の位置関係で、表示されているアイコンが
入力処理を実行するものであるか出力処理を実行するものであるかを容易に把握すること
ができる。
【００８２】
　次に、大きさの異なる入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを配置した複数
処理アイコンについて説明する。図１９は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説
明図である。図１９に示すように、複数処理アイコン４２２は、正方形の枠があって、そ
の正方形の枠内の左上に入力処理アイコン画像１を、右下に入力処理アイコン画像１より
大きい出力処理アイコン画像２を配置している。また、複数処理アイコン４２３は、右側
に入力処理アイコン画像１を、左側に入力処理アイコン画像１より大きい出力処理アイコ
ン画像２を配置している。これにより、小さいほうのアイコンが入力処理を実行するもの
であって、比較して大きい方のアイコンが出力処理を実行するものであることが容易に把
握することができる。
【００８３】
　次に、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを繋ぐ線状画像を配置した複数
処理アイコンについて説明する。図２０は、複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説
明図である。図２０に示すように、複数処理アイコン４２４は、正方形の枠があって、そ
の正方形の枠内における左上に入力処理アイコン画像１を、右下に入力処理アイコン画像
１より大きい出力処理アイコン画像２を配置して、さらに、入力処理アイコン画像１と出
力処理アイコン画像２とを連結する線状画像６１３（関係画像）を配置している。これに
より、入力処理アイコン画像１に対応する入力処理を実行した後、出力処理アイコン画像
２に対応する出力処理を実行する旨を示しており、つまり処理順序と処理が連続して実行
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されることとを把握できる。
【００８４】
　また、複数処理アイコン４２５は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における左
上に入力処理アイコン画像１を、右下に出力処理アイコン画像２を配置して、さらに、入
力処理アイコン画像１と出力処理アイコン画像２とを連結する線状画像６１４（関係画像
）を配置している。これにより、上記と同様、処理順序と処理が連続して実行されること
とを把握できる。実際に入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを配置した場合
の一例が複数処理アイコン５０４である。複数処理アイコン５０４は、正方形の枠内にお
ける左上にｅメール受信処理を行う入力処理アイコン３２の画像を、右下に受信したデー
タを保存する出力処理アイコン３４の画像を配置し、さらに、入力処理アイコン３２の画
像と出力処理アイコン３４の画像とを連結する線状画像６１４を配置している。このよう
に配置された複数処理アイコン５０４が表示されることによって、ｅメール受信処理を実
行した後に、受信したデータを記憶媒体等に保存する処理を連続して実行することが線状
画像６１４によってよりわかり易く把握できることになる。
【００８５】
　また、複数処理アイコン４２６は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における左
側に入力処理アイコン画像１を、右側に出力処理アイコン画像２を配置して、さらに、入
力処理アイコン画像１と出力処理アイコン画像２とを連結する線状画像６１５（関係画像
）を配置している。これにより、上記と同様、処理順序と処理が連続して実行されること
を把握できる。
【００８６】
　次に、入力処理と出力処理を対等の処理とした場合、入力処理アイコン画像と出力処理
アイコン画像とを繋ぐ線状画像を配置した複数処理アイコンについて説明する。つまり、
例えば、複数処理アイコンにおける処理を同時に行う場合などが考えられる。図２１は、
複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。図２１に示すように、複数処理
アイコン４２７は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における上部に入力処理アイ
コン画像１を、下部に出力処理アイコン画像２、３を配置して、さらに、それらのアイコ
ンを円形に繋ぐように線状画像６１６（関係画像）を配置している。これにより、全ての
処理が対等であることを示し、さらにそれらの処理内容を一覧することができる。
【００８７】
　また、複数処理アイコン４２８は、正方形の枠があって、その正方形の枠内における上
部に入力処理アイコン画像１を、下部に出力処理アイコン画像２、３を配置して、さらに
、それらのアイコンを三角形に繋ぐように線状画像６１７（関係画像）を配置している。
また、複数処理アイコン４２９は、正方形の枠内における左上に入力処理アイコン画像１
、中央に出力処理アイコン画像２、右下に出力処理アイコン画像３を配置し、さらに、そ
れらのアイコンを直線状に繋ぐように線状画像６１８（関係画像）を配置している。
【００８８】
　また、入力処理アイコン画像や出力処理アイコン画像を動画で構成した複数処理アイコ
ンを生成してもよい。
【００８９】
　上述したように、複数処理アイコンは、正方形や円形等の形状で表示することが可能で
あり、さらに、複数処理アイコンに含まれる入力処理アイコン画像および出力処理アイコ
ン画像は、様々な位置に配置することで、処理内容や実行順序を把握させることができる
。また、入力処理アイコン画像、出力処理アイコン画像の関係を示す矢印等の関係画像を
複数処理アイコンに含めて表示することで、処理内容や実行順序をより把握させ易くする
ことができる。
【００９０】
　このように、第１の実施の形態にかかる表示処理装置（複合機）は、複数の処理内容を
簡潔に表示した複数処理アイコンの選択入力を受け付けることで、複数の処理を一度に選
択して実行できるため、操作手順を簡略化でき、複数の処理の同時または連続実行の際の
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操作性を向上させることができる。また、入力処理に対応する入力処理アイコン画像およ
び出力処理に対応する出力処理アイコン画像を含む複数処理アイコンを液晶タッチパネル
２２０に表示することによって、実行される複数の処理内容が把握し易く、このような複
数処理アイコンによる複数の処理の選択入力を受け付けることで誤操作を防止することが
できる。さらに、実行した入力処理と出力処理とを組み合わせて複数処理アイコンを生成
して登録できるため、再度同じ複数の処理を実行する場合には、その生成した複数処理ア
イコンを利用できるため、操作手順をさらに簡略化して誤操作を防止することができる。
【００９１】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態の複合機は、入力処理アイコン画像と出力処理アイコン画像とを含む
複数処理アイコンを表示して、利用者からの複数処理アイコンの選択入力を受け付けるこ
とで、複合機において複数の処理を実行するものである。これに対し、第２の実施の形態
では、携帯電話と複合機でそれぞれ実行される処理に対応する処理アイコンの画像（以下
、「処理アイコン画像」という。）を含む複数処理アイコンを携帯電話に表示して、利用
者からの複数処理アイコンの選択入力を受け付けることで、携帯電話と複合機において複
数の処理を連続して実行するものである。
【００９２】
　まず、本実施の形態の携帯電話と複合機とで実行される処理の概要を、図を参照して説
明する。図２２は、第２の実施の形態にかかる携帯電話と複合機とで実行される処理の概
要の説明図である。
【００９３】
　図２２に示すように、本実施の形態では、携帯電話７００におけるi-mode（登録商標）
等のインターネット（Internet）機能などを利用して、携帯電話７００で各種料金の支払
い（例えば、物の購入料金や交通料金、宿泊料金、公共料金などの支払い、クレジット支
払いなど）をして、支払った料金等の明細のデータ（明細データ）を保存する。そして、
携帯電話７００において利用者から複数処理アイコン５１０（詳細は後述）の選択入力を
受け付けると、携帯電話７００から複合機１００に明細データを送信して、複合機１００
が明細データを印刷する。すなわち、携帯電話７００による明細データの送信処理と複合
機１００による明細データの印刷処理を連続して実行するように複数処理アイコンで指定
する。このとき、複合機１００にも、複数処理アイコン５１０が表示され、受信した明細
データをそのまま印刷すること（自動印刷）も可能であり、また、受信した明細データの
印刷設定を複合機１００側で行ってから印刷すること（手動印刷）も可能である。
【００９４】
　次に、携帯電話７００の詳細について説明する。図２３は、第２の実施の形態にかかる
携帯電話の機能ブロック図である。図２３に示すように、携帯電話７００は、液晶ディス
プレイ７０１と、操作部７０２と、マイク７０３と、スピーカ７０４と、メモリ７０５と
、表示処理部７１０と、入力受付部７１１と、実行制御部７１２と、送受信部７１３とを
主に備えている。
【００９５】
　液晶ディスプレイ７０１は、文字や画像を表示するものである。操作部７０２は、キー
、ボタン等によりデータを入力するものである。マイク７０３は、音声データを受信する
ものである。スピーカ７０４は、音声データを出力するものである。
【００９６】
　メモリ７０５は、ネットワークを介して送受信するメッセージや、液晶ディスプレイ７
０１に表示する文字や画像を記憶する記憶媒体である。また、メモリ７０５は、処理アイ
コンや複数処理アイコン、支払いをした明細データを記憶する。ここで、処理アイコンと
は、携帯電話７００や複合機１００の各機能の複数の処理（入力処理や出力処理）それぞ
れに対応し、各機能の処理の選択指示を行うアイコンであって、複数処理アイコンとは、
複数の処理アイコン画像を含んで構成されたアイコンであって、選択指示された場合には
、構成された複数の処理アイコン画像に対応する複数の処理を連続して実行するためのア
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イコンである。
【００９７】
　表示処理部７１０は、液晶ディスプレイ７０１に、送受信するメッセージ等の各種デー
タや画面を表示するものである。また、表示処理部７１０は、処理アイコン、複数処理ア
イコンを表示するものである。具体的には、例えば、表示処理部７１０は、携帯電話７０
０において実行する送信処理に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像
）と、複合機１００において実行する印刷処理に対応する印刷処理アイコンの画像（印刷
処理アイコン画像）とを含んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送
信処理と、構成された印刷処理アイコン画像に対応する印刷処理とを連続で実行する選択
指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプレイ７０１に表示する。
【００９８】
　ここで、本実施の形態で表示される複数処理アイコンの詳細について説明する。図２４
は、携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。複数処理
アイコン５１０は、送信処理アイコン画像と印刷処理アイコン画像とを含めて構成したア
イコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、携帯電話７００から複合機１
００にネットワークを介して明細データを送信する送信処理と、複合機１００が携帯電話
７００から明細データを受信して、受信した明細データを印刷する印刷処理とを実行する
ものである。図２４に示すように、複数処理アイコン５１０は、処理アイコン５１１が携
帯電話と携帯電話から複合機へ向けた矢印とにより明細データの送信処理を示し、処理ア
イコン５１２が複合機と明細データとにより明細データの印刷処理を示している。また、
この複数処理アイコン５１０は、複合機１００の液晶タッチパネルにも表示され、複合機
１００においてこの機能が備えられていることを示すものである。
【００９９】
　入力受付部７１１は、利用者からメッセージの送受信や各種画面の表示指示等を受け付
けるものである。また、入力受付部７１１は、利用者から印刷を所望する明細データの指
定入力や、複数処理アイコンの選択入力を受け付ける。
【０１００】
　実行制御部７１２は、入力受付部７１１によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を実
行するように各構成部を制御するものである。例えば、具体的には、入力受付部７１１に
よって、明細データの指定入力と、上述した送信処理アイコン画像と印刷処理アイコン画
像とを含む複数処理アイコン（図２４参照）の選択入力とを受け付けた場合、受け付けた
複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、指定され
た明細データと、印刷処理アイコン画像に対応する印刷処理を実行するための印刷指示と
を複合機１００に送信するように後述する送受信部７１３を制御する。
【０１０１】
　送受信部７１３は、メールの送受信や明細データの受信等を実行するものである。また
、送受信部７１３は、送信処理アイコン画像に対応する送信処理、例えば、明細データと
印刷指示と送信する送信処理を実行する。
【０１０２】
　ここで、携帯電話７００は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テーブル
をメモリ等の記憶媒体に保持し、上述した複数処理アイコンに対して、キーイベント、ア
イコン名、複数の処理の処理内容を登録している。本実施の形態では、複数処理アイコン
に対応する処理内容として、明細データの送信処理と複合機１００に対する明細データの
印刷指示送信処理とが登録されている。なお、印刷処理は複合機１００側で実行される処
理であるため、処理対応テーブルの処理内容には、明細データの印刷指示送信処理を登録
している。
【０１０３】
　次に、複合機１００の詳細について説明する。複合機１００は、第１の実施の形態にお
ける複合機と構成が同様であるため、図１を参照して、機能が異なる構成のみ以下に説明
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する。
【０１０４】
　通信制御部１２６は、携帯電話７００からデータ等を受信するものであって、例えば、
携帯電話７００から指定された明細データと印刷指示とを受信する。そして、受信した明
細データと印刷指示とを入力処理部１１１により入力する。
【０１０５】
　出力処理部１１２は、プロッタ制御部１２２により処理を行う印刷部（不図示）を含ん
で構成されており、印刷部は、データの印刷処理を実行するものであって、例えば、携帯
電話７００から受信した印刷指示に従って、受信した明細データの印刷処理を実行する。
【０１０６】
　表示処理部１０１は、第１の実施の形態の機能に加えて、液晶タッチパネル２２０に表
示するだけの表示用複数処理アイコンを表示するものである。具体的には、例えば、表示
処理部７１０は、携帯電話７００において実行する送信処理に対応する送信処理アイコン
画像と、複合機１００において実行する印刷処理に対応する印刷処理アイコン画像とを含
んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構成された印刷
処理アイコン画像に対応する印刷処理とを連続で実行する機能を複合機１００が備えてい
る旨を表示するための表示用複数処理アイコンを表示する。なお、表示用複数処理アイコ
ンは、図２４の複数処理アイコンと構成は同様であるが、選択指示が不可能なアイコンで
ある。
【０１０７】
　また、他の表示用複数処理アイコンについて説明する。図２５は、複合機に表示される
表示用複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。表示用複数処理アイコン
５１３は、送信処理アイコン画像と印刷処理アイコン画像とを含めて構成したアイコンで
あって、携帯電話７００から複合機１００にネットワークを介して明細データを送信する
送信処理と、複合機１００が携帯電話７００から明細データを受信して、受信した明細デ
ータに複合機１００側で印刷設定が行われた場合に明細データを印刷する印刷処理とを表
示するものである。図２５に示すように、表示用複数処理アイコン５１３は、処理アイコ
ン５１１が携帯電話と携帯電話から複合機へ向けた矢印とにより携帯電話７００からの明
細データの送信処理を示し、処理アイコン５１４が複合機と明細データとレンチにより、
複合機１００側で印刷設定が可能な明細データの印刷処理を示している。この表示用複数
処理アイコン５１３が表示されることで、受信した明細データの印刷設定が可能なことが
把握できる。
【０１０８】
　また、図２６は、複合機に表示される表示用複数処理アイコンの構成の他の一例を示す
説明図である。表示用複数処理アイコン５１５は、複数処理アイコン５１０（図２４参照
）と構成が同様であるが、図２６に示すようにグレーの配色で表示される。これによって
、複合機１００側では、受信した明細データがモノクロで印刷されることを示している。
【０１０９】
　次に、このように構成された第２の実施の形態にかかる携帯電話７００および複合機１
００による表示実行処理について説明する。図２７は、第２の実施の形態における表示実
行処理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では、図２４で説明したアイコン
を複数処理アイコンとして処理を行い、受信した明細データをそのまま印刷する自動印刷
について説明する。また、携帯電話７００における複数処理アイコンの表示処理は、実行
制御部７１２によって以下のように制御されている。
【０１１０】
　まず、携帯電話７００において各種料金の支払いが行われた後に、携帯電話７００の入
力受付部７１１は、利用者から印刷を所望する明細データの指定入力と複数処理アイコン
とを受け付ける（ステップＳ４０）。そして、送受信部７１３は、受け付けた複数処理ア
イコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、入力受付部７１１に
よって受け付けた明細データと、印刷処理アイコン画像に対応する印刷処理を実行するた
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めの印刷指示を複合機１００に送信する（ステップＳ４１）。
【０１１１】
　次に、複合機１００の受信部は、携帯電話７００から明細データと印刷指示とを受信す
る（ステップＳ４２）。表示処理部１０１は、携帯電話７００において実行する送信処理
に対応する送信処理アイコン画像と、複合機１００において実行する印刷処理に対応する
印刷処理アイコン画像とを含む表示用複数処理アイコンを表示する（ステップＳ４３）。
印刷部は、受信した印刷指示に従って受信した明細データを印刷する（ステップＳ４４）
。
【０１１２】
　このように、第２の実施の形態にかかる携帯電話７００と複合機１００では、携帯電話
７００において各種料金の支払いを行った後に、複数処理アイコンの選択入力を受け付け
ると、明細データと印刷指示とを複合機１００に送信し、複合機１００で明細データを印
刷する。従って、複数の処理内容を簡潔に示した複数処理アイコンの選択入力を受け付け
ることで、異なる装置における複数の処理を一度に選択して実行できるため、操作手順を
簡略化でき、複数の処理の同時または連続実行の際の操作性を向上させることができる。
また、入力処理に対応する入力処理アイコン画像および出力処理に対応する出力処理アイ
コン画像を含む複数処理アイコンを液晶ディスプレイ７０１に表示することによって、実
行される複数の処理内容が把握し易く、このような複数処理アイコンによる複数の処理の
選択入力を受け付けることで誤操作を防止することができる。さらに、複数の装置間でも
簡便に複数の処理が実行できることにより、携帯電話７００で支払った各種料金の明細デ
ータを簡易に印刷することが可能であるため、定期的に出費を確認することが容易となり
、支払い明細を一覧することができる。
【０１１３】
（第３の実施の形態）
　第２の実施の形態では、携帯電話と複合機とで実行される処理の複数処理アイコンを表
示して、それぞれの機器で処理を実行するものであったが、第３の実施の形態では、デジ
タルカメラとＰＣ（Personal Computer）とプロジェクタ等とによって実行される処理の
複数処理アイコンを表示して、それぞれの機器で処理を実行するものである。
【０１１４】
　まず、本実施の形態のデジタルカメラとＰＣとプロジェクタ等とで実行される処理の概
要を、図を参照して説明する。図２８は、第３の実施の形態にかかるデジタルカメラとＰ
Ｃとプロジェクタ等とで実行される処理の概要の説明図である。
【０１１５】
　図２８に示すように、本実施の形態では、デジタルカメラ７５０で被写体を撮影し、利
用者からの複数処理アイコン５１６、５２０（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、
デジタルカメラ７５０がＰＣ８００に撮像した画像のデータ（画像データ）を送信して、
ＰＣ８００が画像データを編集して編集したデータ（編集データ）をプロジェクタ９００
で表示したり、ＣＤ－Ｒ９０１に保存したり、プリンタ９０２で印刷したりする。また、
デジタルカメラ７５０で被写体を撮影し、利用者からの複数処理アイコン５２５（詳細は
後述）の選択入力を受け付けると、デジタルカメラ７５０で画像データを編集した編集デ
ータを、ＰＣ８００を介さず直接プリンタ９０２に送信して印刷することもできる。すな
わち、デジタルカメラ７５０における画像データの送信処理と、ＰＣ８００における画像
データ編集処理、プロジェクタ９００による画像データ表示処理、ＣＤ－Ｒへの保存処理
、プリンタ９０２による印刷処理を、デジタルカメラ７５０に表示される複数処理アイコ
ンにより指定することができる。
【０１１６】
　本実施の形態における処理は、例えば、結婚式やイベント会場などにおいてデジタルカ
メラで撮像した画像を、リアルタイムにＰＣやデジタルカメラで編集して、編集した画像
をその場で来場者に表示したり、プリントした画像（写真）やＣＤ－Ｒに保存したものを
来場者に配布することができる。
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【０１１７】
　次に、デジタルカメラ７５０の詳細について説明する。図２９は、第３の実施の形態に
かかるデジタルカメラの機能ブロック図である。図２９に示すように、デジタルカメラ７
５０は、液晶ディスプレイ７５１と、操作部７５２と、撮像部７５３と、ＲＯＭ（Read O
nly Memory）７５４と、ＳＤＲＡＭ（SynchronousＤＲＡＭ）７５５と、外部メモリ７５
６と、表示処理部７６１と、入力受付部７６２と、画像処理部７６３と、送受信部７６４
と、実行制御部７６５と、データ編集部７６６とを主に備えている。
【０１１８】
　液晶ディスプレイ７５１は、文字や画像を表示したり、撮像した画像データを表示する
ものである。操作部７５２は、ボタン等によりデータや指示等を入力するものである。撮
像部７５３は、被写体を撮像するものである。
【０１１９】
　ＲＯＭ７５４は、デジタルカメラ７５０で実行されるプログラムなどを保存するメモリ
等の記憶媒体である。ＳＤＲＡＭ７５５は、プログラムを実行する際に必要なデータや画
像データを一時格納するものである。外部メモリ７５６は、デジタルカメラ７５０で撮影
された画像データを保存するメモリカード等の記憶媒体である。
【０１２０】
　表示処理部７６１は、液晶ディスプレイ７５１に、文字や画像等の各種データや画面、
撮像した画像データを表示するものである。また、表示処理部７６１は、処理アイコン、
複数処理アイコンを表示するものである。ここで、処理アイコンとは、デジタルカメラ７
５０、ＰＣ８００、プロジェクタ９００、およびプリンタ９０２の各機能の複数の処理（
入力処理や出力処理）それぞれに対応し、各機能の処理の選択指示を行うアイコンであっ
て、複数処理アイコンとは、複数の処理アイコンの画像（処理アイコン画像）を含んで構
成されたアイコンであって、選択指示された場合には、構成された複数の処理アイコン画
像に対応する複数の処理を連続して実行するためのアイコンである。
【０１２１】
　具体的には、例えば、表示処理部７６１は、デジタルカメラ７５０において実行する送
信処理に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）と、プロジェクタ９
００において実行する表示処理に対応する表示処理アイコンの画像（表示処理アイコン画
像）と、ＰＣ８００において実行する保存処理に対応する保存処理アイコンの画像（保存
処理アイコン画像）とを含んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送
信処理と、構成された表示処理アイコン画像に対応する表示処理と、構成された保存処理
アイコン画像に対応する保存処理とを連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイ
コンを、液晶ディスプレイ７５１に表示する。
【０１２２】
　また、例えば、表示処理部７６１は、デジタルカメラ７５０において実行する送信処理
に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）と、ＰＣ８００において実
行する編集処理アイコンの画像（編集処理アイコン画像）と、プリンタ９０２において実
行する印刷処理に対応する印刷処理アイコンの画像（印刷処理アイコン画像）と、ＰＣ８
００において実行する保存処理に対応する保存処理アイコンの画像（保存処理アイコン画
像）とを含んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構成
された編集処理アイコン画像に対応する編集処理と、構成された印刷処理アイコン画像に
対応する印刷処理と、構成された保存処理アイコン画像に対応する保存処理とを連続で実
行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプレイ７５１に表示する。
【０１２３】
　また、例えば、デジタルカメラ７５０において実行する編集処理に対応する編集処理ア
イコンの画像（編集処理アイコン画像）と、デジタルカメラ７５０において実行する送信
処理に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）と、プリンタ９０２に
おいて実行する印刷処理に対応する印刷処理アイコンの画像（印刷処理アイコン画像）と
を含んで構成され、構成された編集処理アイコン画像に対応する編集処理と、構成された
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送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構成された印刷処理アイコン画像に対応す
る印刷処理を連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプレ
イ７５１に表示する。
【０１２４】
　ここで、本実施の形態で表示される複数処理アイコンの詳細について説明する。図３０
は、デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。複
数処理アイコン５１６は、送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像と保存処理アイ
コン画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合
、デジタルカメラ７５０からＰＣ８００にネットワークを介して画像データを送信する送
信処理と、ＰＣ８００で画像データを編集した編集データをプロジェクタ９００が受信し
て、受信した編集データを表示する表示処理と、ＰＣ８００で画像データを編集した編集
データをＣＤ－Ｒに保存する保存処理とを実行するものである。図３０に示すように、複
数処理アイコン５１６は、処理アイコン５１７がデジタルカメラで撮像し編集された編集
データと、プロジェクタとＣＤ－Ｒへ向けた矢印とにより編集データの送信処理を示し、
処理アイコン５１８がプロジェクタにより編集データの表示処理を示し、処理アイコン５
１９がＣＤ－Ｒにより編集データの保存処理を示している。なお、複数処理アイコン５１
６は、処理を抽象的に表現したアイコンの例であり、実際に行われるＰＣでの画像データ
の編集処理についてはアイコンに表示されていない。
【０１２５】
　ここで、デジタルカメラ７５０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テ
ーブルをメモリ等の記憶媒体に保持し、上述した複数処理アイコンに対して、キーイベン
ト、アイコン名、複数の処理の処理内容を登録している。図３０の複数処理アイコンの例
では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、画像データ送信処理と画像データ表
示指示送信処理と画像データ保存指示送信処理とが登録されている。なお、画像データ表
示処理と画像データ保存処理はデジタルカメラ７５０側で実行される処理でないため、処
理対応テーブルの処理内容には、画像データ表示指示送信処理と画像データ保存指示送信
処理を登録している。
【０１２６】
　図３１は、デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明
図である。複数処理アイコン５２０は、送信処理アイコン画像と編集処理アイコン画像と
印刷処理アイコン画像と保存処理アイコン画像とを含めて構成したアイコンであって、利
用者からの選択指示を受け付けた場合、デジタルカメラ７５０からＰＣ８００にネットワ
ークを介して画像データを送信する送信処理と、ＰＣ８００で画像データを編集する編集
処理と、編集した編集データをプリンタ９０２が受信して印刷する印刷処理と、編集デー
タをＰＣ８００でＣＤ－Ｒに保存する保存処理とを実行するものである。図３１に示すよ
うに、複数処理アイコン５２０は、処理アイコン５２１がデジタルカメラで撮像した画像
データと、ＰＣへ向けた矢印とにより画像データの送信処理を示し、処理アイコン５２２
がＰＣにより編集処理を示し、処理アイコン５２３がプリンタにより編集データの印刷処
理を示し、処理アイコン５２４がＣＤ－Ｒにより編集データの保存処理を示している。な
お、複数処理アイコン５２０は、処理を実行する機器によって表現したアイコンの例であ
る。
【０１２７】
　図３１の複数処理アイコンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、画
像データ送信処理と画像データ編集指示送信処理と画像データ印刷指示送信処理と画像デ
ータ保存指示送信処理とが処理対応テーブルに登録されている。なお、画像データ編集処
理と画像データ印刷処理と画像データ保存処理はデジタルカメラ７５０側で実行される処
理でないため、処理対応テーブルの処理内容には、画像データ編集指示送信処理と画像デ
ータ印刷指示送信処理と画像データ保存指示送信処理を登録している。
【０１２８】
　図３２は、デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明
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図である。複数処理アイコン５２５は、編集処理アイコン画像と送信処理アイコン画像と
印刷処理アイコン画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受
け付けた場合、デジタルカメラ７５０で画像データを編集する編集処理と、編集した編集
データをプリンタ９０２に送信する送信処理と、プリンタ９０２が編集データを受信して
印刷する印刷処理とを実行するものである。図３２に示すように、複数処理アイコン５２
５は、処理アイコン５２６がデジタルカメラ７５０を示し、処理アイコン５２７がデジタ
ルカメラで撮像した画像データの編集処理を示し、処理アイコン５２８がデジタルカメラ
からＰＣへ編集データを送信する送信処理を示し、処理アイコン５２９がプリンタにより
編集データの印刷処理を示している。なお、複数処理アイコン５２５は、詳細な処理の工
程によって表現したアイコンの例である。
【０１２９】
　図３２の複数処理アイコンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、画
像データ編集処理と画像データ送信処理と画像データ印刷指示送信処理とが処理対応テー
ブルに登録されている。なお、画像データ印刷処理はデジタルカメラ７５０側で実行され
る処理でないため、処理対応テーブルの処理内容には、画像データ印刷指示送信処理を登
録している。
【０１３０】
　入力受付部７６２は、利用者からの各種画面の表示指示等を受け付けるものである。ま
た、入力受付部７６２は、利用者から所望する画像データの指定入力や、複数処理アイコ
ンの選択入力を受け付ける。
【０１３１】
　画像処理部７６３は、撮像部７５３によって撮像した被写体の画像を画像処理して画像
データを生成し、生成した画像データを外部メモリ７５６に保存するものである。
【０１３２】
　データ編集部７６６は、画像処理部７６３によって生成された画像データを印刷や表示
等に適したデータに編集して、編集データを生成するものである。
【０１３３】
　実行制御部７６５は、入力受付部７６２によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を実
行するように各構成部を制御するものである。例えば、具体的には、入力受付部７６２に
よって画像データの指定入力と、上述した送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像
と保存処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図３０参照）の選択入力とを受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信
処理として、指定された画像データと、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を実行
するための表示指示と、保存処理アイコン画像に対応する保存処理を実行するための保存
指示とを、ＰＣ８００に送信するように後述する送受信部７６４を制御する。
【０１３４】
　また、例えば、実行制御部７６５は、入力受付部７６２によって画像データの指定入力
と、上述した送信処理アイコン画像と編集処理アイコン画像と印刷処理アイコン画像と保
存処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図３１参照）の選択入力とを受け付けた
場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理
として、指定された画像データと、編集処理アイコン画像に対応する編集処理を実行する
ための編集指示と、印刷処理アイコン画像に対応する印刷処理を実行するための印刷指示
と、保存処理アイコン画像に対応する保存処理を実行するための保存指示とを、ＰＣ８０
０に送信するように後述する送受信部７６４を制御する。
【０１３５】
　また、実行制御部７６５は、入力受付部７６２によって画像データの指定入力と、上述
した編集処理アイコン画像と送信処理アイコン画像と印刷処理アイコン画像とを含む複数
処理アイコン（図３２参照）の選択入力とを受け付けた場合、受け付けた複数処理アイコ
ンに含まれる編集処理アイコン画像に対応する編集処理として指定された画像データを編
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集し、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理
として、編集された編集データと印刷処理アイコン画像に対応する印刷処理を実行するた
めの印刷指示とをプリンタ９０２に送信するように後述する送受信部７６４を制御する。
【０１３６】
　送受信部７６４は、送信処理アイコンに対応する送信処理を実行するものである。例え
ば、送信処理として、画像データと表示指示と保存指示とを送信する送信処理、画像デー
タと編集指示と印刷指示と保存指示とを送信する送信処理、編集データと印刷指示とを送
信する送信処理などである。
【０１３７】
　次に、ＰＣ８００の詳細について説明する。図３３は、第３の実施の形態にかかるＰＣ
の機能ブロック図である。図３３に示すように、ＰＣ８００は、モニタ８０１と、入力デ
バイス８０２と、外部記憶装置８０３と、記憶部８２０と、表示処理部８１１と、入力受
付部８１２と、制御部８１３と、データ編集部８１４と、送受信部８１５とを主に備えて
いる。
【０１３８】
　モニタ８０１は、文字や画像を表示するディスプレイ装置である。入力デバイス８０２
は、マウス、トラックボールやトラックパッドなどのポインティングデバイスやキーボー
ド等であり、利用者がモニタ８０１に表示された画面に対する操作を行うものである。外
部記憶装置８０３は、画像データや編集した編集データを保存するものであり、ＣＤ－Ｒ
等の外部記憶媒体にそれらを保存するものである。
【０１３９】
　記憶部８２０は、種々のデータを保存するハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）やメ
モリ等の記憶媒体である。
【０１４０】
　表示処理部８１１は、モニタ８０１に、各種データや画面等を表示するものである。
【０１４１】
　入力受付部８１２は、利用者が入力デバイス８０２を操作することにより、モニタ８０
１に表示された画面に対する入力を受け付けるものである。
【０１４２】
　制御部８１３は、入力受付部８１２によって受け付けた入力により、各構成部の制御を
行うものである。
【０１４３】
　データ編集部８１４は、後述する送受信部８１５によってデジタルカメラ７５０から画
像データと表示指示と保存指示とを受信した場合、画像データをプロジェクタ９００で表
示可能なデータやＣＤ－Ｒ等に保存可能なデータに編集して編集データを生成し、生成し
た編集データを記憶部８２０、外部記憶媒体であるＣＤ－Ｒ等に保存するものである。ま
た、データ編集部８１４は、後述する送受信部８１５によってデジタルカメラ７５０から
画像データと編集指示と印刷指示と保存指示とを受信した場合、画像データをプリンタ９
０２で印刷可能なデータやＣＤ－Ｒ等に保存可能なデータに編集して編集データを生成し
、生成した編集データを記憶部８２０、外部記憶媒体であるＣＤ－Ｒ等に保存するもので
ある。
【０１４４】
　送受信部８１５は、各種データ等を送受信するものであり、例えば、利用者により指定
入力された画像データと表示指示と保存指示とをデジタルカメラ７５０から受信し、デー
タ編集部８１４によって編集された編集データと表示指令とをプロジェクタ９００に送信
するものである。また、例えば、送受信部８１５は、利用者により指定入力された画像デ
ータと編集指示と印刷指示と保存指示とをデジタルカメラ７５０から受信し、データ編集
部８１４によって編集された編集データと印刷指令とをプリンタ９０２に送信するもので
ある。
【０１４５】
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　次に、図２８におけるプロジェクタ９００について説明する。プロジェクタ９００は、
画像等のデータを表示する装置であって、編集データと表示指示とをＰＣ８００から受信
する受信部（不図示）を備えている。またプロジェクタ９００は、受信部によって編集デ
ータと表示指示を受信した場合に、受信した表示指示に従って編集データを表示部（不図
示）に表示する表示処理を実行する表示処理部（不図示）を備えている。また、他の構成
部については、公知のものと同様であるため説明を省略する。
【０１４６】
　次に、図２８におけるプリンタ９０２について説明する。プリンタ９０２は、画像等の
データを印刷する装置であって、編集データと印刷指示とをＰＣ８００またはデジタルカ
メラ７５０から受信する受信部（不図示）を備えている。また、プリンタ９０２は、受信
部によって編集データと印刷指示を受信した場合、受信した印刷指示に従って編集データ
の印刷処理を実行する印刷処理部（不図示）を備えている。また、他の構成部については
、公知のものと同様であるため説明を省略する。
【０１４７】
　次に、このように構成された第３の実施の形態にかかるデジタルカメラ７５０とＰＣ８
００とプロジェクタ９００等による表示実行処理について説明する。図３４は、第３の実
施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では、図
３０で説明したアイコンを複数処理アイコンとして処理を行い、デジタルカメラ７５０と
ＰＣ８００とプロジェクタ９００との間で行われる処理について説明する。また、デジタ
ルカメラ７５０における複数処理アイコンの表示処理は、実行制御部７６５によって以下
のように制御されている。
【０１４８】
　まず、デジタルカメラ７５０の入力受付部７６２は、利用者からプロジェクタ９００で
の表示等を所望する画像データの指定入力と複数処理アイコン（図３０参照）とを受け付
ける（ステップＳ５０）。そして、送受信部７６４は、受け付けた複数処理アイコンに含
まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、入力受付部７６２によって受け
付けた画像データと、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を実行するための表示指
示と、保存処理アイコン画像に対応する保存処理を実行するための保存指示とをＰＣ８０
０に送信する（ステップＳ５１）。このとき、編集処理を実行するための編集指示も同時
に送信するように構成してもよい。
【０１４９】
　次に、ＰＣ８００の送受信部８１５は、デジタルカメラ７５０から画像データと表示指
示と保存指示とを受信する（ステップＳ５２）。画像データと表示指示と保存指示を受信
すると、データ編集部８１４は、画像データをプロジェクタ９００で表示可能なデータや
ＣＤ－Ｒ等に保存可能なデータに編集して編集データを生成する（ステップＳ５３）。そ
して、送受信部８１５は、データ編集部８１４で編集された編集データと表示指示とをプ
ロジェクタ９００に送信する（ステップＳＳ５４）。データ編集部８１４は、生成した編
集データをＣＤ－Ｒに保存する（ステップＳ５５）。
【０１５０】
　次に、プロジェクタ９００の受信部は、編集データと表示指示とをＰＣ８００から受信
する（ステップＳ５６）。そして、表示処理部は、受信した表示指示に従って編集データ
を表示部に表示する（ステップＳ５７）。
【０１５１】
　次に、第３の実施の形態にかかるデジタルカメラ７５０とＰＣ８００とプリンタ９０２
による表示実行処理について説明する。図３５は、第３の実施の形態における表示実行処
理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では、図３１で説明したアイコンを複
数処理アイコンとして処理を行い、デジタルカメラ７５０とＰＣ８００とプリンタ９０２
との間で行われる処理について説明する。また、デジタルカメラ７５０における複数処理
アイコンの表示処理は、実行制御部７６５によって以下のように制御されている。
【０１５２】
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　まず、デジタルカメラ７５０の入力受付部７６２は、利用者からプリンタ９０２での印
刷等を所望する画像データの指定入力と複数処理アイコン（図３１参照）とを受け付ける
（ステップＳ６０）。そして、送受信部７６４は、受け付けた複数処理アイコンに含まれ
る送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、入力受付部７６２によって受け付け
た画像データと、編集処理アイコン画像に対応する編集処理を実行するための編集指示、
印刷処理アイコンに対応する印刷処理を実行するための印刷指示と、保存処理アイコン画
像に対応する保存処理を実行するための保存指示とをＰＣ８００に送信する（ステップＳ
６１）。
【０１５３】
　次に、ＰＣ８００の送受信部８１５は、デジタルカメラ７５０から画像データと編集指
示と印刷指示と保存指示とを受信する（ステップＳ６２）。画像データと編集指示と印刷
指示と保存指示を受信すると、データ編集部８１４は、編集指示に従って画像データをプ
リンタ９０２で印刷可能なデータやＣＤ－Ｒ等に保存可能なデータに編集して編集データ
を生成する（ステップＳ６３）。そして、送受信部８１５は、データ編集部８１４で編集
された編集データと印刷指示とをプリンタ９０２に送信する（ステップＳＳ６４）。デー
タ編集部８１４は、生成した編集データをＣＤ－Ｒに保存する（ステップＳ６５）。
【０１５４】
　次に、プリンタの受信部は、編集データと印刷指示とをＰＣ８００から受信する（ステ
ップＳ６６）。そして、印刷処理部は、受信した印刷指示に従って編集データを印刷する
（ステップＳ６７）。
【０１５５】
　次に、第３の実施の形態にかかるデジタルカメラ７５０とプリンタ９０２による表示実
行処理について説明する。図３６は、第３の実施の形態における表示実行処理の全体の流
れを示すフローチャートである。以下では、図３２で説明したアイコンを複数処理アイコ
ンとして処理を行い、デジタルカメラ７５０とプリンタ９０２との間で行われる処理につ
いて説明する。また、デジタルカメラ７５０における複数処理アイコンの表示処理は、実
行制御部７６５によって以下のように制御されている。
【０１５６】
　まず、デジタルカメラ７５０の入力受付部７６２は、利用者からプリンタ９０２での印
刷を所望する画像データの指定入力と複数処理アイコン（図３２参照）とを受け付ける（
ステップＳ７０）。次に、データ編集部７６６は、画像データをプリンタ９０２で印刷可
能なデータに編集して編集データを生成する（ステップＳ７１）。そして、送受信部７６
４は、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理
として、データ編集部７６６で編集した編集データと、印刷処理アイコン画像に対応する
印刷処理を実行するための印刷指示とをプリンタ９０２に送信する（ステップＳ７２）。
【０１５７】
　次に、プリンタの受信部は、編集データと印刷指示とをデジタルカメラ７５０から受信
する（ステップＳ７３）。そして、印刷処理部は、受信した印刷指示に従って編集データ
を印刷する（ステップＳ７４）。
【０１５８】
　このように、第３の実施の形態にかかるデジタルカメラ７５０とＰＣ８００とプロジェ
クタ９００等では、デジタルカメラ７５０において被写体を撮像した後に、複数処理アイ
コンの選択入力を受け付けると、画像データと表示指示や印刷指示をＰＣ８００に送信し
、ＰＣ８００で編集された編集データをプロジェクタ９００で表示したり、プリンタ９０
２で印刷する。また、デジタルカメラ７５０において被写体を撮像した後に、複数処理ア
イコンの選択入力を受け付けると、画像データを編集し、編集した編集データをプリンタ
９０２に送信して印刷をする。従って、複数の処理内容を簡潔に示した複数処理アイコン
の選択入力を受け付けることで、異なる装置における複数の処理を一度に選択して実行で
きるため、操作手順を簡略化でき、複数の処理の同時または連続実行の際の操作性を向上
させることができる。また、入力処理に対応する入力処理アイコン画像および出力処理に
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対応する出力処理アイコン画像を含む複数処理アイコンを液晶ディスプレイ７５１に表示
することによって、実行される複数の処理内容が把握し易く、このような複数処理アイコ
ンによる複数の処理の選択入力を受け付けることで誤操作を防止することができる。さら
に、複数の装置間でも簡便に複数の処理が実行できることより、デジタルカメラ７５０で
撮像した画像をその場で簡易に表示または印刷することが可能であるため、画像を確認し
たり入手することが容易となる。
【０１５９】
（第４の実施の形態）
　第３の実施の形態では、デジタルカメラとＰＣとプロジェクタ等とによって実行される
処理の複数処理アイコンを表示して、それぞれの機器で処理を実行するものであったが、
第４の実施の形態では、ＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等によって実行される
処理の複数処理アイコンを表示して、それぞれの機器で処理を実行するものである。
【０１６０】
　まず、本実施の形態のＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等とで実行される処理
の概要を、図を参照して説明する。図３７、図３８、図３９は、第４の実施の形態にかか
るＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等とで実行される処理の概要の説明図である
。
【０１６１】
　図３７に示すように、本実施の形態では、ＰＣ８３０で目的地までの経路を取得し、利
用者からの複数処理アイコン５３０（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、ＰＣ８３
０からカーナビゲーション装置８５０に取得した経路のデータ（経路データ）を送信して
、カーナビゲーション装置８５０が経路データを表示しナビゲーションを行う。また、カ
ーナビゲーション装置８５０で目的地周辺の情報を検索し、利用者からの複数処理アイコ
ン５３３（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、カーナビゲーション装置８５０から
検索した周辺情報のデータ（周辺データ）を携帯電話７３０に送信して、携帯電話７３０
が周辺データを表示してナビゲーションを行う。また、携帯電話７３０で利用者からの複
数処理アイコン５３６（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、携帯電話７３０で目的
地から車までの帰路を検索し、検索した帰路データを表示してナビゲーションを行う。
【０１６２】
　また、本実施の形態の他の処理では、図３８に示すように、経路データと周辺データの
表示までは、図３７における処理の流れと同様である。そして、携帯電話７３０で利用者
からの複数処理アイコン５３９（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、携帯電話７３
０はカーナビゲーション装置８５０に携帯電話７３０の位置情報等を送信して、カーナビ
ゲーション装置８５０で目的地から車までの帰路を検索し、検索した帰路のデータ（帰路
データ）を携帯電話７３０に送信し、携帯電話７３０が帰路データを表示してナビゲーシ
ョンを行う。
【０１６３】
　また、本実施の形態の他の処理では、図３９に示すように、経路データと周辺データの
表示までは、図３７における処理の流れと同様である。そして、携帯電話７３０で利用者
からの複数処理アイコン５４２（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、携帯電話７３
０はサーバ９１０に携帯電話７３０の位置情報等を送信して、サーバ９１０で目的地から
車までの帰路を検索し、検索した帰路のデータ（帰路データ）を携帯電話７３０に送信し
、携帯電話７３０が帰路データを表示してナビゲーションを行う。
【０１６４】
　本実施の形態における処理は、例えば、レジャーに行く等の場合に、目的地までの経路
情報や目的地周辺の店舗情報など、その時と場所によって所望する情報をＰＣやカーナビ
ゲーション装置、携帯電話によって表示して活用するものである。
【０１６５】
　次に、ＰＣ８３０の詳細について説明する。図４０は、第４の実施の形態にかかるＰＣ
の機能ブロック図である。図４０に示すように、ＰＣ８３０は、モニタ８０１と、入力デ
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バイス８０２と、記憶部８２０と、表示処理部８１６と、入力受付部８１７と、実行制御
部８１０と、経路取得部８１８と、送受信部８１９とを主に備えている。ここで、モニタ
８０１と、入力デバイス８０２とは、第３の実施の形態と同様であるため説明を省略する
。
【０１６６】
　記憶部８２０は、種々のデータ、例えば、目的地までの経路データ、処理アイコンや複
数処理アイコンを保存するハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）やメモリ等の記憶媒体
である。ここで、処理アイコンとは、ＰＣ８３０、カーナビゲーション装置８５０、携帯
電話７３０での各機能の複数の処理（入力処理や出力処理）それぞれに対応し、各機能の
処理の選択指示を行うアイコンであって、複数処理アイコンとは、複数の処理アイコン画
像を含んで構成されたアイコンであって、選択指示された場合には、構成された複数の処
理アイコン画像に対応する複数の処理を連続して実行するためのアイコンである。
【０１６７】
　経路取得部８１８は、ネットワークを介して、目的地、例えばスキー場などまでの経路
を示す経路データを取得するものである。
【０１６８】
　表示処理部８１６は、モニタ８０１に、各種データや画面等を表示するものである。ま
た、表示処理部８１６は、処理アイコン、複数処理アイコンを表示するものである。具体
的には、例えば、表示処理部８１６は、ＰＣ８３０において実行する送信処理に対応する
送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）と、カーナビゲーション装置８５０に
おいて実行する表示処理に対応する表示処理アイコンの画像（表示処理アイコン画像）と
を含んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構成された
表示処理アイコン画像に対応する表示処理とを連続で実行する選択指示を行うための複数
処理アイコンを、モニタ８０１に表示する。
【０１６９】
　ここで、本実施の形態のＰＣ８３０で表示される複数処理アイコンの詳細について説明
する。図４１は、ＰＣに表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
複数処理アイコン５３０は、送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像とを含めて構
成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、ＰＣ８３０からカー
ナビゲーション装置８５０にネットワークを介して経路データを送信する送信処理と、カ
ーナビゲーション装置８５０で経路データを表示する表示処理とを実行するものである。
図４１に示すように、複数処理アイコン５３０は、処理アイコン５３１がＰＣと、ＰＣか
らカーナビゲーション装置へ向けた矢印とにより経路データの送信処理を示し、処理アイ
コン５３２がカーナビゲーション装置により経路データの表示処理を示している。
【０１７０】
　ここで、ＰＣ８３０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テーブルをメ
モリ等の記憶媒体に保持し、上述した複数処理アイコンに対して、キーイベント、アイコ
ン名、複数の処理の処理内容を登録している。上述の複数処理アイコンの例では、複数処
理アイコンに対応する処理内容として、送信処理と表示指示送信処理とが登録されている
。
【０１７１】
　入力受付部８１７は、利用者が入力デバイス８０２を操作することにより、モニタ８０
１に表示された画面に対する入力を受け付けるものである。また、入力受付部８１７は、
利用者から所望する経路データの指定入力や、複数処理アイコンの選択入力を受け付ける
。
【０１７２】
　実行制御部８１０は、入力受付部８１７によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を、
処理対応テーブルを参照して実行するように各構成部を制御するものである。例えば、具
体的には、入力受付部８１７によって経路データの指定入力と、上述した送信処理アイコ
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ン画像と表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図４１参照）の選択入力とを
受け付けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応す
る送信処理として、指定された経路データと、表示処理アイコン画像に対応する表示処理
を実行するための表示指示とを、カーナビゲーション装置８５０に送信するように後述す
る送受信部８１９を制御する。
【０１７３】
　送受信部８１９は、各種データ等を送受信するものであり、送信処理アイコンに対応す
る送信処理を実行するものである。例えば、送信処理として、経路データと表示指示とを
送信する送信処理などを実行する。
【０１７４】
　次に、カーナビゲーション装置８５０の詳細について説明する。図４２は、第４の実施
の形態にかかるカーナビゲーション装置の機能ブロック図である。図４２に示すように、
カーナビゲーション装置８５０は、液晶モニタ８５１と、操作部８５２と、スピーカ８５
３と、ＧＰＳ受信機８５４と、記憶部８７０と、表示処理部８６１と、入力受付部８６２
と、出力処理部８６３と、実行制御部８６４と、経路検索部８６５と、送受信部８６６と
、ナビゲーション処理部８６７とを主に備えている。
【０１７５】
　液晶モニタ８５１は、文字や画像を表示するディスプレイ装置であって、例えば、目的
地までの経路データを表示する。操作部８５２は、キー、ボタン等によりデータを入力す
るものである。スピーカ８５３は、音声データを出力するものである。ＧＰＳ受信機８５
４は、カーナビゲーション装置８５０の地球上での位置（経度／緯度等）を受信する機器
である。
【０１７６】
　記憶部８７０は、種々のデータ、例えば、目的地までの経路データや周辺データ、帰路
データ、処理アイコンや複数処理アイコンを保存するメモリ等の記憶媒体である。
【０１７７】
　経路検索部８６５は、目的地周辺の情報、例えば店舗や公共施設などを検索して周辺情
報のデータである周辺データを生成し、生成した周辺データを記憶部８７０に保存するも
のである。また、経路検索部８６５は、送受信部８６６（後述）によって携帯電話７３０
の位置情報と検索指示とを受信した場合、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８
５０までの帰路（経路）を検索して帰路データを生成し、生成した帰路データを記憶部８
７０に保存するものである。
【０１７８】
　表示処理部８６１は、液晶モニタ８５１に、各種データや画面等を表示するものである
。また、表示処理部８６１は、処理アイコン、複数処理アイコンを表示するものである。
また、送受信部８６６（後述）によって経路データと表示指示とを受信した場合、経路デ
ータを液晶モニタ８５１に表示する表示処理を実行するものである。また、例えば、表示
処理部８６１は、カーナビゲーション装置８５０において実行する送信処理に対応する送
信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）と、携帯電話７３０において実行する表
示処理に対応する表示処理アイコンの画像（表示処理アイコン画像）とを含んで構成され
、構成された送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構成された表示処理アイコン
画像に対応する表示処理とを連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、
液晶モニタ８５１に表示する。
【０１７９】
　ここで、本実施の形態のカーナビゲーション装置８５０で表示される複数処理アイコン
の詳細について説明する。図４３は、カーナビゲーション装置に表示される複数処理アイ
コンの構成の一例を示す説明図である。複数処理アイコン５３３は、送信処理アイコン画
像と表示処理アイコン画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示
を受け付けた場合、カーナビゲーション装置８５０から携帯電話７３０にネットワークを
介して周辺データを送信する送信処理と、携帯電話７３０で周辺データを表示する表示処
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理とを実行するものである。図４３に示すように、複数処理アイコン５３３は、処理アイ
コン５３４がカーナビゲーション装置と、カーナビゲーション装置から携帯電話へ向けた
矢印とにより経路データの送信処理を示し、処理アイコン５３５が携帯電話により周辺デ
ータの表示処理を示している。
【０１８０】
　ここで、カーナビゲーション装置８５０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処
理対応テーブルをメモリ等の記憶媒体に保持し、上述した複数処理アイコンに対して、キ
ーイベント、アイコン名、複数の処理の処理内容を登録している。上述の複数処理アイコ
ンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、周辺データ送信処理と周辺デ
ータ表示指示送信処理とが登録されている。
【０１８１】
　入力受付部８６２は、利用者が操作部８５２を操作することにより、液晶モニタ８５１
に表示された画面に対する入力を受け付けるものである。また、入力受付部８６２は、利
用者からの所望する周辺データの指定入力や、複数処理アイコンの選択入力を受け付ける
。
【０１８２】
　ナビゲーション処理部８６７は、表示処理部８６１によって液晶モニタ８５１に表示さ
れた経路データに基づき、目的地までの経路についてのナビゲーションを行うものである
。
【０１８３】
　出力処理部８６３は、ナビゲーション処理部８６７によって行われたナビゲーションを
音声としてスピーカ８５３から出力するものである。
【０１８４】
　実行制御部８６４は、入力受付部８６２によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を実
行するように各構成部を制御するものである。例えば、具体的には、入力受付部８６２に
よって周辺データの指定入力と、上述した送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像
とを含む複数処理アイコン（図４３参照）の選択入力とを受け付けた場合、受け付けた複
数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、指定された
周辺データと、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を実行するための表示指示とを
、携帯電話７３０に送信するように後述する送受信部８６６を制御する。
【０１８５】
　送受信部８６６は、各種データ等を送受信するものであり、利用者により指定された経
路データと表示指示とをＰＣ８３０から受信するものである。また、送信処理アイコンに
対応する送信処理を実行する。例えば、送信処理として、周辺データと表示指示とを送信
する送信処理などである。また、送受信部８６６は、携帯電話７３０の位置情報と検索指
示と表示指示とを携帯電話７３０から受信し、経路検索部８６５によって検索された帰路
データと表示指示とを携帯電話７３０に送信する。
【０１８６】
　次に、携帯電話７３０の詳細について説明する。図４４は、第４の実施の形態にかかる
携帯電話の機能ブロック図である。図４４に示すように、携帯電話７３０は、液晶ディス
プレイ７０１と、操作部７０２と、マイク７０３と、スピーカ７０４と、メモリ７０５と
、表示処理部７１４と、入力受付部７１５と、制御部７２１と、送受信部７１６と、経路
検索部７１７と、ＧＰＳ受信部７１８と、ナビゲーション処理部７１９と、位置情報取得
部７２０とを主に備えている。ここで、液晶ディスプレイ７０１と、操作部７０２と、マ
イク７０３と、スピーカ７０４とは、第２の実施の形態と同様であるため説明を省略する
。
【０１８７】
　メモリ７０５は、処理アイコンや複数処理アイコン、周辺データ、帰路データを記憶す
るものである。
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【０１８８】
　表示処理部７１４は、液晶ディスプレイ７０１に、送受信する各種データや画面を表示
するものである。具体的には、例えば、表示処理部７１４は、送受信部７１６（後述）に
よって利用者により指定された周辺データと表示指令とを受信した場合、受信した表示指
示に従って周辺データを液晶ディスプレイ７０１に表示する。
【０１８９】
　また、表示処理部７１４は、処理アイコン、複数処理アイコンを表示するものである。
具体的には、例えば、表示処理部７１４は、携帯電話７３０において実行する帰路検索処
理に対応する帰路検索処理アイコンの画像（帰路検索処理アイコン画像）と、携帯電話７
３０において実行する帰路表示処理に対応する帰路表示処理アイコンの画像（帰路表示処
理アイコン画像）とを含んで構成され、構成された帰路検索処理アイコン画像に対応する
帰路検索処理と、構成された帰路表示処理アイコン画像に対応する帰路表示処理とを連続
で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプレイ７０１に表示す
る。そして、表示処理部７１４は、入力受付部７１５によって帰路検索処理アイコン画像
と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコンの選択入力を受け付けた場合、帰
路表示処理アイコン画像に対応する帰路表示処理として、帰路データを液晶ディスプレイ
７０１に表示する。
【０１９０】
　また、表示処理部７１４は、カーナビゲーション装置８５０において実行する帰路検索
処理に対応する帰路検索アイコン画像と、携帯電話７３０において実行する帰路表示処理
に対応した帰路表示処理アイコン画像とを含んで構成され、構成された帰路検索処理アイ
コン画像に対応する帰路検索処理と、構成された帰路表示処理アイコン画像に対応する帰
路表示処理とを連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプ
レイ７０１に表示する。そして、表示処理部７１４は、入力受付部７１５によって帰路検
索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコンの選択入力を
受け付けた場合、帰路表示処理アイコン画像に対応する帰路表示処理として、カーナビゲ
ーション装置８５０から受信した帰路データを液晶ディスプレイ７０１に表示する。
【０１９１】
　また、表示処理部７１４は、サーバ９１０において実行する帰路検索処理に対応する帰
路検索アイコン画像と、携帯電話７３０において実行する帰路表示処理に対応した帰路表
示処理アイコン画像とを含んで構成され、構成された帰路検索処理アイコン画像に対応す
る帰路検索処理と、構成された帰路表示処理アイコン画像に対応する帰路表示処理とを連
続で実行する選択指示を行うための複数処理アイコンを、液晶ディスプレイ７０１に表示
する。そして、表示処理部７１４は、入力受付部７１５によって帰路検索処理アイコン画
像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコンの選択入力を受け付けた場合、
帰路表示処理アイコン画像に対応する帰路表示処理として、サーバ９１０から受信した帰
路データを液晶ディスプレイ７０１に表示する。なお、サーバ９１０は、携帯電話７３０
からカーナビゲーション装置８５０までの帰路（経路）を検索して生成した帰路データを
携帯電話７３０に送信する装置である。
【０１９２】
　ここで、本実施の形態の携帯電話７３０で表示される複数処理アイコンの詳細について
説明する。図４５は、携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図
である。複数処理アイコン５３６は、帰路検索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコン
画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、携
帯電話７３０において帰路データを検索する帰路検索処理と、携帯電話７３０において帰
路データを表示する帰路表示処理とを実行するものである。図４５に示すように、複数処
理アイコン５３６は、処理アイコン５３７が利用者と車と携帯電話とにより帰路データの
帰路検索送信処理を示し、処理アイコン５３８が携帯電話により帰路データの表示処理を
示している。
【０１９３】
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　ここで、携帯電話７３０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テーブル
をメモリ等の記憶媒体に保持し、上述した複数処理アイコンに対して、キーイベント、ア
イコン名、複数の処理の処理内容を登録している。図４５の複数処理アイコンの例では、
複数処理アイコンに対応する処理内容として、帰路検索処理と帰路検索送信処理とが処理
対応テーブルに登録されている。
【０１９４】
　また、本実施の形態の携帯電話７３０で表示される他の複数処理アイコンの詳細につい
て説明する。図４６は、携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明
図である。複数処理アイコン５３９は、帰路検索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコ
ン画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、
カーナビゲーション装置８５０において帰路データを検索する帰路検索処理と、携帯電話
７３０において帰路データを表示する帰路表示処理とを実行するものである。図４６に示
すように、複数処理アイコン５３９は、処理アイコン５４０が利用者と車とカーナビゲー
ション装置とにより帰路データの帰路検索送信処理を示し、処理アイコン５４１が携帯電
話により帰路データの表示処理を示している。
【０１９５】
　図４６の複数処理アイコンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、帰
路検索指示送信処理と帰路表示処理とが処理対応テーブルに登録されている。
【０１９６】
　また、本実施の形態の携帯電話７３０で表示される他の複数処理アイコンの詳細につい
て説明する。図４７は、携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明
図である。複数処理アイコン５４２は、帰路検索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコ
ン画像とを含めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、
サーバ９１０において帰路データを検索する帰路検索処理と、携帯電話７３０において帰
路データを表示する帰路表示処理とを実行するものである。図４７に示すように、複数処
理アイコン５４２は、処理アイコン５４３が利用者と車とサーバとにより帰路データの帰
路検索送信処理を示し、処理アイコン５４４が携帯電話により帰路データの表示処理を示
している。
【０１９７】
　図４７の複数処理アイコンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、帰
路検索指示送信処理と帰路表示処理とが処理対応テーブルに登録されている。
【０１９８】
　入力受付部７１５は、利用者からメッセージの送受信や各種画面の表示指示等を受け付
けるものである。また、入力受付部７１５は、利用者から複数処理アイコンの選択入力を
受け付ける。
【０１９９】
　制御部７２１は、入力受付部７１５によって受け付けた入力により、各構成部の制御を
行うものである。
【０２００】
　送受信部７１６は、利用者から指定された周辺データと表示指示とをカーナビゲーショ
ン装置８５０から受信するものである。また、送受信部７１６は、入力受付部７１５によ
って帰路検索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（
図４６参照）の選択入力を受け付けた場合、携帯電話７３０の位置情報と、携帯電話７３
０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路データを検索する検索指示と、帰路デー
タの表示指示とを、カーナビゲーション装置８５０に送信する。また、送受信部７１６は
、帰路データと表示指示とをカーナビゲーション装置８５０から受信する。
【０２０１】
　また、送受信部７１６は、入力受付部７１５によって帰路検索処理アイコン画像と帰路
表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図４７参照）の選択入力を受け付けた
場合、携帯電話７３０の位置情報と、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０
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までの帰路を検索する検索指示と、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０ま
での帰路のデータ（帰路データ）の表示指示とを、サーバ９１０に送信し、帰路データと
表示指示とをサーバ９１０から受信する。
【０２０２】
　経路検索部７１７は、入力受付部７１５によって帰路検索処理アイコン画像と帰路表示
処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図４５参照）を受け付けた場合、受け付け
た複数処理アイコンに含まれる帰路検索処理アイコン画像に対応する帰路検索処理として
、携帯電話７３０の位置情報とカーナビゲーション装置８５０の位置情報に基づいて、携
帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路を検索して帰路データを生成
し、生成した帰路データをメモリ７０５に保存するものである。
【０２０３】
　ＧＰＳ受信部７１８は、一定時間ごとにＧＰＳ衛星から電波を受信して、携帯電話７３
０の地球上での位置（経度／緯度等）を受信するものである。
【０２０４】
　位置情報取得部７２０は、ＧＰＳ受信部７１８によって受信した電波に基づいて携帯電
話７３０の位置を緯度、経度などで示した位置情報を算出して取得し、メモリ（図示せず
）に逐次保存しておくものである。また、位置情報取得部は、同様に、カーナビゲーショ
ン装置８５０の位置情報を取得する。
【０２０５】
　ナビゲーション処理部７１９は、表示処理部７１４によって液晶ディスプレイ７０１に
表示された周辺データに基づき、目的地周辺の情報についてのナビゲーションを行うもの
である。また、ナビゲーション処理部７１９は、表示処理部７１４によって液晶ディスプ
レイ７０１に表示された帰路データに基づき、携帯電話７３０からカーナビゲーション装
置８５０までの帰路についてのナビゲーションを行う。
【０２０６】
　次に、サーバ９１０の詳細について説明する。サーバ９１０は、携帯電話７３０の位置
情報と、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路を検索する検索指
示と、帰路データの表示指示とを携帯電話７３０から受信し、携帯電話７３０からカーナ
ビゲーション装置８５０までの帰路を検索して、検索した帰路データと表示指示とを携帯
電話７３０に送信するものである。
【０２０７】
　次に、このように構成された第４の実施の形態にかかるＰＣ８３０とカーナビゲーショ
ン装置８５０と携帯電話７３０等による表示実行処理について説明する。図４８は、第４
の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では
、図４１、４３、４５で説明したアイコンを複数処理アイコンとして処理を行い、ＰＣ８
３０とカーナビゲーション装置８５０と携帯電話７３０との間で行われる処理について説
明する。また、ＰＣ８３０における複数処理アイコンの表示処理は実行制御部８１０によ
って以下のように制御され、カーナビゲーション装置８５０における複数処理アイコンの
表示処理は実行制御部８６４によって以下のように制御されている。
【０２０８】
　まず、ＰＣ８３０において、経路取得部８１８は、利用者がカーナビゲーション装置８
５０を搭載した自動車で移動する目的地までの経路データを取得する（ステップＳ８０）
。次に、ＰＣ８３０の入力受付部８１７は、利用者からカーナビゲーション装置８５０で
表示を所望する経路データの指定入力と、送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像
とを含む複数処理アイコン（図４１参照）とを受け付ける（ステップＳ８１）。そして、
送受信部８１９は、受け付けた複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応
する送信処理として、入力受付部８１７によって受け付けた経路データと、表示処理アイ
コン画像に対応する表示処理を実行するための表示指示とをカーナビゲーション装置８５
０に送信する（ステップＳ８２）。
【０２０９】
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　そして、カーナビゲーション装置８５０の送受信部８６６は、ＰＣ８３０から経路デー
タと表示指示を受信する（ステップＳ８３）。経路データと表示指示を受信すると、表示
処理部８６１は、経路データを液晶モニタ８５１に表示して、ナビゲーション処理部８６
７は、液晶モニタ８５１に表示された経路データに基づいて、目的地までの経路について
ナビゲーションを行う（ステップＳ８４）。
【０２１０】
　次に、カーナビゲーション装置８５０において、経路検索部８６５は、目的地周辺の情
報を検索し周辺データを生成する（ステップＳ８５）。次に、カーナビゲーション装置８
５０の入力受付部８６２は、利用者から携帯電話７３０で表示を所望する周辺データの指
定入力と、送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図
４３参照）とを受け付ける（ステップＳ８６）。そして、送受信部８６６は、受け付けた
複数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、入力受付
部８６２によって受け付けた周辺データと、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を
実行するための表示指示とを携帯電話７３０に送信する（ステップＳ８７）。
【０２１１】
　そして、携帯電話７３０の送受信部７１６は、カーナビゲーション装置８５０から周辺
データと表示指示を受信する（ステップＳ８８）。周辺データと表示指示を受信すると、
表示処理部７１４は、周辺データを液晶ディスプレイ７０１に表示して、ナビゲーション
処理部７１９は、液晶ディスプレイ７０１に表示された周辺データに基づいて、目的地周
辺の情報についてナビゲーションを行う（ステップＳ８９）。
【０２１２】
　次に、携帯電話７３０の位置情報取得部７２０は、カーナビゲーション装置８５０と携
帯電話７３０の位置情報を取得する（ステップＳ９０）。次に、入力受付部７１５は、利
用者から帰路検索処理アイコン画像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコ
ン（図４５参照）を受け付ける（ステップＳ９１）。
【０２１３】
　複数処理アイコンを受け付けると、経路検索部７１７は、受け付けた複数処理アイコン
に含まれる帰路検索処理アイコン画像に対応する帰路検索処理として、携帯電話７３０と
カーナビゲーション装置８５０の位置情報に基づき、携帯電話７３０からカーナビゲーシ
ョン装置８５０までの帰路を検索して帰路データを生成する（ステップＳ９２）。そして
、表示処理部７１４は、帰路データを液晶ディスプレイ７０１に表示して、ナビゲーショ
ン処理部７１９は、液晶ディスプレイ７０１に表示された帰路データに基づいて、カーナ
ビゲーション装置８５０までの帰路（車までの帰路）についてナビゲーションを行う（ス
テップＳ９３）。
【０２１４】
　次に、第４の実施の形態にかかるＰＣ８３０とカーナビゲーション装置８５０と携帯電
話７３０とによる他の表示実行処理について説明する。図４９は、第４の実施の形態にお
ける他の表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では、図４１、４
３、４６で説明したアイコンを複数処理アイコンとして処理を行い、ＰＣ８３０とカーナ
ビゲーション装置８５０と携帯電話７３０との間で行われる処理について説明する。また
、ＰＣ８３０における複数処理アイコンの表示処理は実行制御部８１０によって以下のよ
うに制御され、カーナビゲーション装置８５０における複数処理アイコンの表示処理は実
行制御部８６４によって以下のように制御されている。
【０２１５】
　まず、ＰＣ８３０の経路取得部８１８による経路データの取得から、携帯電話７３０の
表示処理部７１４による周辺データの表示およびナビゲーション処理部７１９によるナビ
ゲーションを行うまでの処理（ステップＳ１００～１０９）は、図４８における処理と同
様であるため省略する（ステップＳ８０～８９）。
【０２１６】
　次に、携帯電話７３０の位置情報取得部７２０は、携帯電話７３０の位置情報を取得す
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る（ステップＳ１１０）。次に、入力受付部７１５は、利用者から帰路検索処理アイコン
画像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図４６参照）を受け付ける
（ステップＳ１１１）。
【０２１７】
　複数処理アイコンを受け付けると、送受信部７１６は、携帯電話７３０の位置情報と、
携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路データを検索する検索指示
と、帰路データの表示指示とを、カーナビゲーション装置８５０に送信する（ステップＳ
１１２）。
【０２１８】
　そして、カーナビゲーション装置８５０の送受信部８６６は、携帯電話７３０の位置情
報と、帰路データの検索指示と、帰路データの表示指示とを携帯電話７３０から受信する
（ステップＳ１１３）。次に、経路検索部７１７は、受信した検索指示と携帯電話７３０
の位置情報に基づき、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路を検
索して帰路データを生成する（ステップＳ１１４）。送受信部８６６は、検索した帰路デ
ータと帰路データの表示指示とを携帯電話７３０に送信する（ステップＳ１１５）。
【０２１９】
　携帯電話７３０の送受信部７１６は、帰路データと帰路データの表示指示とをカーナビ
ゲーション装置８５０から受信する（ステップＳ１１６）。そして、表示処理部７１４は
、帰路データを液晶ディスプレイ７０１に表示して、ナビゲーション処理部７１９は、液
晶ディスプレイ７０１に表示された帰路データに基づいて、カーナビゲーション装置８５
０までの帰路（車までの帰路）についてナビゲーションを行う（ステップＳ１１７）。
【０２２０】
　次に、第４の実施の形態にかかるＰＣ８３０とカーナビゲーション装置８５０と携帯電
話７３０とサーバ９１０とによる他の表示実行処理について説明する。図５０は、第４の
実施の形態における他の表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートである。以下で
は、図４１、４３、４７で説明したアイコンを複数処理アイコンとして処理を行い、ＰＣ
８３０とカーナビゲーション装置８５０と携帯電話７３０とサーバ９１０との間で行われ
る処理について説明する。また、ＰＣ８３０における複数処理アイコンの表示処理は実行
制御部８１０によって以下のように制御され、カーナビゲーション装置８５０における複
数処理アイコンの表示処理は実行制御部８６４によって以下のように制御されている。
【０２２１】
　まず、ＰＣ８３０の経路取得部８１８による経路データの取得から、携帯電話７３０の
表示処理部７１４による周辺データの表示およびナビゲーション処理部７１９によるナビ
ゲーションを行うまでの処理（ステップＳ１２０～１２９）は、図４８における処理と同
様であるため省略する（ステップＳ８０～８９）。
【０２２２】
　次に、携帯電話７３０の位置情報取得部７２０は、携帯電話７３０の位置情報を取得す
る（ステップＳ１３０）。次に、入力受付部７１５は、利用者から帰路検索処理アイコン
画像と帰路表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図４７参照）を受け付ける
（ステップＳ１３１）。
【０２２３】
　複数処理アイコンを受け付けると、送受信部７１６は、携帯電話７３０の位置情報と、
携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの帰路データを検索する検索指示
と、帰路データの表示指示とを、サーバ９１０に送信する（ステップＳ１３２）。
【０２２４】
　そして、サーバ９１０は、携帯電話７３０の位置情報と、帰路データの検索指示と、帰
路データの表示指示とを携帯電話７３０から受信する（ステップＳ１３３）。そして、サ
ーバ９１０は、カーナビゲーション装置８５０の位置情報を取得する（ステップＳ１３４
）。次に、サーバ９１０は、受信した検索指示と携帯電話７３０とカーナビゲーション装
置８５０の位置情報に基づき、携帯電話７３０からカーナビゲーション装置８５０までの
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帰路を検索して帰路データを生成する（ステップＳ１３５）。サーバ９１０は、検索した
帰路データと帰路データの表示指示とを携帯電話７３０に送信する（ステップＳ１３６）
。
【０２２５】
　携帯電話７３０の送受信部７１６は、帰路データと帰路データの表示指示とをサーバ９
１０から受信する（ステップＳ１３７）。そして、表示処理部７１４は、帰路データを液
晶ディスプレイ７０１に表示して、ナビゲーション処理部７１９は、液晶ディスプレイ７
０１に表示された帰路データに基づいて、カーナビゲーション装置８５０までの帰路（車
までの帰路）についてナビゲーションを行う（ステップＳ１３８）。
【０２２６】
　このように、第４の実施の形態にかかるＰＣ８３０とカーナビゲーション装置８５０と
携帯電話７３０等では、ＰＣ８３０で経路データを取得した後に、複数処理アイコンの選
択入力を受け付けると、経路データと表示指示をカーナビゲーション装置８５０に送信し
、カーナビゲーション装置８５０で経路データを表示してナビゲーション処理をする。ま
た、カーナビゲーション装置８５０で複数処理アイコンの選択入力を受け付けると、目的
地周辺を検索した周辺データを携帯電話７３０に送信し、携帯電話７３０で周辺データを
表示してナビゲーション処理をする。また、携帯電話７３０で複数処理アイコンの選択入
力を受け付けると、携帯電話７３０やカーナビゲーション装置８５０やサーバ９１０で検
索した車までの帰路データを携帯電話７３０で表示してナビゲーション処理をする。従っ
て、複数の処理内容を簡潔に示した複数処理アイコンの選択入力を受け付けることで、異
なる装置における複数の処理を一度に選択して実行できるため、操作手順を簡略化でき、
複数の処理の同時または連続実行の際の操作性を向上させることができる。また、入力処
理に対応する入力処理アイコン画像および出力処理に対応する出力処理アイコン画像を含
む複数処理アイコンをモニタ８０１、液晶モニタ８５１や液晶ディスプレイ７０１に表示
することによって、実行される複数の処理内容が把握し易く、このような複数処理アイコ
ンによる複数の処理の選択入力を受け付けることで誤操作を防止することができる。さら
に、複数の装置間でも簡便に複数の処理が実行できることより、ＰＣ８３０とカーナビゲ
ーション装置８５０と携帯電話７３０等でデータの送受信を行うので、それぞれの場所に
おいて必要なデータを容易に表示できる。
【０２２７】
（第５の実施の形態）
　第４の実施の形態では、ＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等によって実行され
る処理の複数処理アイコンを表示して、それぞれの機器で処理を実行するものであったが
、第５の実施の形態では、複合機と車載複合機とカーナビゲーション装置とによって実行
される処理の複数処理アイコンを表示して、それぞれの機器で処理を実行するものである
。ここで、車載複合機とは、移動が可能な自動車等に載置された複合機を示している。
【０２２８】
　まず、本実施の形態の複合機と車載複合機とカーナビゲーション装置とで実行される処
理の概要を、図を参照して説明する。図５１は、第５の実施の形態にかかる複合機と車載
複合機とカーナビゲーション装置とで実行される処理の概要の説明図である。
【０２２９】
　図５１に示すように、本実施の形態では、複合機１６０が故障した場合、複合機１６０
において利用者からの複数処理アイコン５４５（詳細は後述）の選択入力を受け付けると
、複合機１６０は、利用者により故障部位を撮像した画像データを受信し、複合機１６０
の修理を行う修理センター９２０に画像データを送信する。次に、修理に向かう車に載置
された車載複合機１７０に利用者（サービスマン等）から複合機１６０の目的地等の情報
（目的地情報）が入力され、車載複合機１７０において利用者からの複数処理アイコン５
４８（詳細は後述）の選択入力を受け付けると、車載複合機１７０から目的地情報をカー
ナビゲーション装置８５０に送信して、カーナビゲーション装置８５０が目的地までの経
路を検索し、検索した経路データを表示してナビゲーションを行う。さらに、複合機１６
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０の修理がなされた場合、複合機１６０において利用者からの複数処理アイコン５５１（
詳細は後述）の選択入力を受け付けると、複合機１６０は、修理明細をスキャンし、複合
機１６０の修理明細のデータ（明細データ）を修理センター９２０に送信する。
【０２３０】
　本実施の形態における処理は、複合機等が不調の場合に、故障部位をデジタルカメラ等
で撮影した画像を修理センターに送信すると、サービスマンがその故障部位を診断する。
また、サービスマンの自動車内に車載複合機があり、車載複合機で故障した複合機の場所
（目的地）などの情報を検索してカーナビゲーション装置に送信して、ナビゲーションを
行って目的地に向かう。そして、複合機の修理後には、修理明細をスキャンして修理セン
ターに送信することで、修理報告をする。
【０２３１】
　次に、複合機１６０の詳細について説明する。複合機１６０は、第１の実施の形態にお
ける複合機と構成が同様であるため、図１を参照して、機能が異なる構成のみ以下に説明
する。
【０２３２】
　また、複合機１６０は、スキャナ制御部１２１からの指令によりスキャン処理を行うス
キャナ部（不図示）を含んでおり、スキャナ部は、複合機１６０に載置された原稿をスキ
ャンするものであって、例えば、修理がなされた複合機１６０の修理明細をスキャンする
。
【０２３３】
　通信制御部１２６は、ネットワークを介してデータ等を受信するものであって、例えば
、デジタルカメラから複合機１６０の故障部位を撮影した撮影データを受信する。そして
、受信した撮影データを入力処理部１１１により入力する。
【０２３４】
　また、通信制御部１２６は、ネットワークを介してデータ等を送信するものであって、
受信した撮像データやスキャナ部によってスキャンされた修理明細のデータ（明細データ
）を修理センターに送信する。
【０２３５】
　表示処理部１０１は、第１の実施の形態の機能に加えて、複合機１６０が故障した場合
に故障部位の撮影指示のガイダンス、例えば、「故障部を撮影してください」とのガイダ
ンスを液晶タッチパネル２２０に表示するものである。また、表示処理部１０１は、処理
アイコン、複数処理アイコン等を液晶タッチパネル２２０に表示するものである。ここで
、処理アイコンとは、複合機１６０、車載複合機１７０、およびカーナビゲーション装置
８５０の各機能の複数の処理（入力処理や出力処理）それぞれに対応し、各機能の処理の
選択指示を行うアイコンであって、複数処理アイコンとは、複数の処理アイコン画像を含
んで構成されたアイコンであって、選択指示された場合には、構成された複数の処理アイ
コン画像に対応する複数の処理を連続して実行するためのアイコンである。
【０２３６】
　具体的には、例えば、表示処理部１０１は、複合機１６０において実行する受信処理に
対応する受信処理アイコンの画像（受信処理アイコン画像）と、複合機１６０において実
行する送信処理に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）とを含んで
構成され、構成された受信処理アイコン画像に対応する受信処理と、構成された送信処理
アイコン画像に対応する送信処理とを連続で実行する選択指示を行うための複数処理アイ
コンを、液晶タッチパネル２２０に表示する。
【０２３７】
　また、例えば、表示処理部１０１は、複合機１６０において実行するスキャン処理に対
応するスキャン処理アイコンの画像（スキャン処理アイコン画像）と、複合機１６０にお
いて実行する送信処理に対応する送信処理アイコンの画像（送信処理アイコン画像）とを
含んで構成され、構成されたスキャン処理アイコン画像に対応するスキャン処理と、構成
された送信処理アイコン画像に対応する送信処理とを連続で実行する選択指示を行うため
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の複数処理アイコンを、液晶タッチパネル２２０に表示する。
【０２３８】
　ここで、本実施の形態の複合機で表示される複数処理アイコンの詳細について説明する
。図５２は、複合機に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。複
数処理アイコン５４５は、受信処理アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含めて構成
したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、複合機１６０にデジタ
ルカメラ等からネットワークを介して故障部位を撮影した画像データを受信する受信処理
と、複合機１６０から修理センターへ画像データを送信する送信処理とを実行するもので
ある。図５２に示すように、複数処理アイコン５４５は、処理アイコン５４６が複合機の
故障部位の画像データの受信処理を示し、処理アイコン５４７が修理センターと修理セン
ターに向かう矢印とにより複合機から修理センターへの画像データの送信処理を示してい
る。
【０２３９】
　ここで、複合機１６０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テーブルを
メモリ等の記憶媒体に保持し、図５２の複数処理アイコンに対して、キーイベント、アイ
コン名、複数の処理の処理内容を登録している。図５２の複数処理アイコンの例では、複
数処理アイコンに対応する処理内容として、画像データ受信処理と画像データ送信処理と
が処理対応テーブルに登録されている。
【０２４０】
　図５３は、複合機に表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である
。複数処理アイコン５５１は、スキャン処理アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含
めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、複合機１６０
に載置された修理明細をスキャンするスキャン処理と、複合機１６０から修理センターに
明細データを送信する送信処理とを実行するものである。図５３に示すように、複数処理
アイコン５５１は、処理アイコン５５２が複合機の修理明細のスキャン処理を示し、処理
アイコン５５３が修理センターと修理センターに向かう矢印とにより複合機から修理セン
ターへの明細データの送信処理を示している。
【０２４１】
　図５３の複数処理アイコンの例では、複数処理アイコンに対応する処理内容として、ス
キャン処理と画像データ送信処理とが処理対応テーブルに登録されている。
【０２４２】
　実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を実
行するように各構成部を制御するものである。具体的には、例えば、入力受付部１０３に
よって上述した受信処理アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン
（図５２参照）の選択入力を受け付けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる受
信処理アイコン画像に対応する受信処理として、複合機１６０の故障部位を撮影した画像
データを受信（取得）するように受信部（入力処理部１１１）を制御し、受け付けた複数
処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、受信部によっ
て受信した画像データを、修理センターに送信するように送信部（出力処理部１１２）を
制御する。
【０２４３】
　また、例えば、実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって上述したスキャン処理
アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図５３参照）の選択入
力を受け付けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれるスキャン処理アイコン画像
に対応するスキャン処理として、複合機１６０に載置された修理明細をスキャンするよう
にスキャナ部（入力処理部１１１）を制御し、受け付けた複数処理アイコンに含まれる前
記送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、スキャナ部によってスキャンした明
細データを、修理センターに送信するように送信部（出力処理部１１２）を制御する。
【０２４４】
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　次に、車載複合機１７０の詳細について説明する。車載複合機１７０は、第１の実施の
形態における複合機と構成が同様であるため、複合機１６０と同様に図１を参照して、機
能が異なる構成のみ以下に説明する。車載複合機１７０は、移動可能な自動車などに載置
され、顧客の複合機の修理履歴等の印刷が可能である。
【０２４５】
　入力受付部１０３は、利用者（修理を行うサービスマン等）から故障した複合機１６０
を所有する利用者（顧客）の住所（目的地）などの情報である目的地情報と、複数処理ア
イコンの選択入力を受け付ける。
【０２４６】
　出力処理部１１２は、通信制御部１２６により処理を行う送信部（不図示）を含んで構
成されており、送信部は、ネットワークを介してデータ等を送信するものであって、例え
ば、車載複合機１７０で検索した複合機１６０までの経路データをカーナビゲーション装
置８５０に送信する。
【０２４７】
　表示処理部１０１は、第１の実施の形態の機能に加えて、液晶タッチパネル２２０に処
理アイコン、複数処理アイコンを表示するものである。具体的には、例えば、表示処理部
１０１は、車載複合機１７０において実行する送信処理に対応する送信処理アイコン画像
と、カーナビゲーション装置８５０において実行する表示処理に対応する表示処理アイコ
ン画像とを含んで構成され、構成された送信処理アイコン画像に対応する送信処理と、構
成された表示処理アイコンに対応する表示処理とを連続で実行する選択指示を行うための
複数処理アイコン画像を、液晶タッチパネル２２０に表示する。
【０２４８】
　ここで、本実施の形態の車載複合機で表示される複数処理アイコンの詳細について説明
する。図５４は、車載複合機に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図で
ある。複数処理アイコン５４８は、送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像とを含
めて構成したアイコンであって、利用者からの選択指示を受け付けた場合、車載複合機１
７０からカーナビゲーション装置８５０に目的地情報と表示指示とを送信する送信処理と
、カーナビゲーション装置８５０で目的地までの経路データを表示する表示処理とを実行
するものである。図５４に示すように、複数処理アイコン５４８は、処理アイコン５４９
が車載複合機とカーナビゲーション装置への矢印とにより目的地情報等の送信処理を示し
、処理アイコン５５０がカーナビゲーション装置により目的地までの経路データの表示処
理を示している。
【０２４９】
　ここで、車載複合機１７０は、第１の実施の形態と同様の図２に示した処理対応テーブ
ルをメモリ等の記憶媒体に保持し、図５４の複数処理アイコンに対して、キーイベント、
アイコン名、複数の処理の処理内容を登録している。図５４の複数処理アイコンの例では
、複数処理アイコンに対応する処理内容として、送信処理と表示指示送信処理とが処理対
応テーブルに登録されている。
【０２５０】
　実行処理部１０５は、入力受付部１０３によって複数処理アイコンの選択入力を受け付
けた場合、受け付けた複数処理アイコンに含まれる処理アイコン画像に対応する処理を実
行するように各構成部を制御するものである。例えば、具体的には、入力受付部１０３に
よって目的地情報の指定入力と、上述した送信処理アイコン画像と表示処理アイコン画像
とを含む複数処理アイコン（図５４参照）の選択入力とを受け付けた場合、受け付けた複
数処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、指定された
目的地情報と、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を実行するための表示指示とを
、カーナビゲーション装置８５０に送信するように送信部（出力処理部１１２）を制御す
る。
【０２５１】
　次に、カーナビゲーション装置８５０の詳細について説明する。カーナビゲーション装
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置８５０は、第４の実施の形態におけるカーナビゲーション装置と構成が同様であるため
、図４２を参照して、機能が異なる構成のみ以下に説明する。
【０２５２】
　送受信部８６６は、第４の実施の形態における機能に加え、利用者（サービスマン）に
より指定された目的地情報と表示指示とを車載複合機１７０から受信するものである。
【０２５３】
　経路検索部８６５は、第４の実施の形態における機能に加え、送受信部８６６によって
目的地情報と表示指示とを受信した場合、カーナビゲーション装置８５０から複合機１６
０（目的地）までの経路を検索して経路データを生成し、生成した経路データを記憶部８
７０に保存するものである。
【０２５４】
　表示処理部８６１は、第４の実施の形態における機能に加え、経路検索部８６５によっ
て検索した経路データを液晶モニタ８５１に表示するものである。
【０２５５】
　次に、このように構成された第５の実施の形態にかかる複合機１６０による表示実行処
理について説明する。図５５は、第５の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを
示すフローチャートである。以下では、図５２で説明したアイコンを複数処理アイコンと
して処理を行っている。また、複合機１６０における複数処理アイコンの受信処理および
送信処理は実行処理部１０５によって以下のように制御されている。
【０２５６】
　まず、複合機１６０が故障した場合、複合機１６０の入力受付部１０３は、利用者から
受信処理アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図５２参照）
を受け付ける（ステップＳ１４０）。表示処理部１０１は、故障部位の撮影指示である「
故障部を撮影してください」とのガイダンスを、液晶タッチパネル２２０に表示する（ス
テップＳ１４１）。
【０２５７】
　利用者がデジタルカメラで故障部位を撮像して、撮像した画像データを複合機１６０に
送信すると、入力処理部１１１の受信部は、受け付けた複数処理アイコンに含まれる受信
処理アイコン画像に対応する受信処理として、故障部位の画像データを受信する（ステッ
プＳ１４２）。そして、出力処理部１１２の送信部は、受け付けた複数処理アイコンに含
まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、受信した画像データを、複合機
１６０の修理を行う修理センターへ送信する（ステップＳ１４３）。
【０２５８】
　次に、第５の実施の形態にかかる車載複合機１７０とカーナビゲーション装置８５０と
による表示実行処理について説明する。図５６は、第５の実施の形態における表示実行処
理の全体の流れを示すフローチャートである。以下では、図５４で説明したアイコンを複
数処理アイコンとして処理を行っている。また、車載複合機１７０における複数処理アイ
コンの受信処理および送信処理は実行処理部１０５によって以下のように制御されている
。
【０２５９】
　まず、入力受付部１０３は、利用者（修理を行うサービスマン等）から故障した複合機
１６０を所有する利用者（顧客）の住所（目的地）などの情報である目的地情報と、送信
処理アイコン画像と表示処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図５４参照）を受
け付ける（ステップＳ１５０）。そして、出力処理部１１２の送信部は、受け付けた複数
処理アイコンに含まれる送信処理アイコン画像に対応する送信処理として、目的地情報と
、表示処理アイコン画像に対応する表示処理を実行するための表示指示とをカーナビゲー
ション装置８５０に送信する（ステップＳ１５１）。
【０２６０】
　そして、カーナビゲーション装置８５０の送受信部８６６は、車載複合機１７０から目
的地情報と表示指示を受信する（ステップＳ１５２）。次に、経路検索部８６５は、送受
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信部８６６によって目的地情報と表示指示を受信すると、目的地情報に基づき、カーナビ
ゲーション装置８５０から複合機１６０までの経路を検索して経路データを生成する（ス
テップＳ１５３）。そして、表示処理部８６１は、経路データを液晶モニタ８５１に表示
して、ナビゲーション処理部８６７は、液晶モニタ８５１に表示された経路データに基づ
いて、目的地までの経路についてナビゲーションを行う（ステップＳ１５４）。
【０２６１】
　次に、第５の実施の形態にかかる複合機１６０による表示実行処理について説明する。
図５７は、第５の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。以下では、図５３で説明したアイコンを複数処理アイコンとして処理を行っている
。また、複合機１６０における複数処理アイコンのスキャン処理および送信処理は実行処
理部１０５によって以下のように制御されている。
【０２６２】
　まず、複合機１６０の修理がなされた場合、複合機１６０の入力受付部１０３は、利用
者からスキャン処理アイコン画像と送信処理アイコン画像とを含む複数処理アイコン（図
５３参照）を受け付ける（ステップＳ１６０）。入力処理部１１１のスキャナ部は、利用
者により載置された修理明細をスキャンする（ステップＳ１６１）。
【０２６３】
　そして、出力処理部１１２の送信部は、スキャンした修理明細のデータ（明細データ）
を、複合機１６０の修理を行う修理センターへ送信する（ステップＳ１６２）。
【０２６４】
　このように、第５の実施の形態にかかる複合機１６０と車載複合機１７０とカーナビゲ
ーション装置８５０では、複合機１６０で複数処理アイコンの選択入力を受け付けると、
画像データを受信して、修理センターへ送信する。また、車載複合機１７０で目的地情報
と複数処理アイコンの選択入力を受け付けると、車載複合機は、目的地情報と表示指示と
をカーナビゲーション装置８５０に送信し、目的地（複合機１６０）までの経路を検索し
て経路データを生成して表示する。また、複合機１６０の修理がなされた後、複数処理ア
イコンの選択入力を受け付けると、修理明細をスキャンして修理センターへ送信する。従
って、複数の処理内容を簡潔に示した複数処理アイコンの選択入力を受け付けることで、
異なる装置における複数の処理を一度に選択して実行できるため、操作手順を簡略化でき
、複数の処理の同時または連続実行の際の操作性を向上させることができる。また、入力
処理に対応する入力処理アイコン画像および出力処理に対応する出力処理アイコン画像を
含む複数処理アイコンを液晶タッチパネル２２０に表示することによって、実行される複
数の処理内容が把握し易く、このような複数処理アイコンによる複数の処理の選択入力を
受け付けることで誤操作を防止することができる。さらに、複数の装置間でも簡便に複数
の処理が実行できることより、複合機１００の修理の際に必要な情報を得ることが容易と
なる。
【０２６５】
　第５の実施の形態は、デジタルカメラから複合機１６０の故障部位の画像データを、ネ
ットワークを介して受信することによって複合機１６０が画像データを取得しているが、
カード型の記憶装置などであるＳＤカード（Secure Digital memory card）などのメモリ
カードを利用して、画像データを取得する構成としてもよい。
【０２６６】
　また、第２～５の実施の形態では、複数処理アイコンを表示して各機器で実行する処理
を説明したが、第２～５の実施の形態においても、第１の実施の形態と同様に、実行した
処理アイコン画像を複数配置した複数処理アイコンを生成してもよい。複数処理アイコン
の生成は、第１の実施の形態と同様であるため説明を省略する。
【０２６７】
　図５８は、第１、２、５の実施の形態にかかる複合機１００、複合機１６０、および車
載複合機１７０のハードウェア構成を示すブロック図である。本図に示すように、この複
合機１００、複合機１６０、および車載複合機１７０は、コントローラ１０とエンジン部
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（Engine）６０とをＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスで接続した構成
となる。コントローラ１０は、複合機１００、複合機１６０、および車載複合機１７０全
体の制御と描画、通信、図示しない操作部からの入力を制御するコントローラである。エ
ンジン部６０は、ＰＣＩバスに接続可能なプリンタエンジンなどであり、たとえば白黒プ
ロッタ、１ドラムカラープロッタ、４ドラムカラープロッタ、スキャナまたはファックス
ユニットなどである。なお、このエンジン部６０には、プロッタなどのいわゆるエンジン
部分に加えて、誤差拡散やガンマ変換などの画像処理部分が含まれる。
【０２６８】
　コントローラ１０は、ＣＰＵ１１と、ノースブリッジ（ＮＢ）１３と、システムメモリ
（ＭＥＭ－Ｐ）１２と、サウスブリッジ（ＳＢ）１４と、ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）
１７と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）１６と、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）１８とを有し、ノースブリッジ（ＮＢ）１３とＡＳＩＣ１６との間
をＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス１５で接続した構成となる。また、ＭＥＭ
－Ｐ１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２ａと、ＲＡＭ(Random Access Memory)１２
ｂとをさらに有する。
【０２６９】
　ＣＰＵ１１は、複合機１００、複合機１６０、および車載複合機１７０の全体制御をお
こなうものであり、ＮＢ１３、ＭＥＭ－Ｐ１２およびＳＢ１４からなるチップセットを有
し、このチップセットを介して他の機器と接続される。
【０２７０】
　ＮＢ１３は、ＣＰＵ１１とＭＥＭ－Ｐ１２、ＳＢ１４、ＡＧＰ１５とを接続するための
ブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に対する読み書きなどを制御するメモリコントローラと
、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【０２７１】
　ＭＥＭ－Ｐ１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開用
メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ１２ａ
とＲＡＭ１２ｂとからなる。ＲＯＭ１２ａは、プログラムやデータの格納用メモリとして
用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモ
リ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリであ
る。
【０２７２】
　ＳＢ１４は、ＮＢ１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジで
ある。このＳＢ１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ１３と接続されており、このＰＣＩバス
には、ネットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）部なども接続される。
【０２７３】
　ＡＳＩＣ１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（In
tegrated Circuit）であり、ＡＧＰ１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ１８およびＭＥＭ－Ｃ１７
をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ１６は、ＰＣＩターゲットお
よびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－Ｃ１７
を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより画像データの回転な
どをおこなう複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Controller）と、エンジン部６０
との間でＰＣＩバスを介したデータ転送をおこなうＰＣＩユニットとからなる。このＡＳ
ＩＣ１６には、ＰＣＩバスを介してＦＣＵ（Fax Control Unit）３０、ＵＳＢ（Universa
l Serial Bus）４０、ＩＥＥＥ１３９４（the Institute of Electrical and Electronic
s Engineers 1394）インターフェース５０が接続される。操作パネル２００はＡＳＩＣ１
６に直接接続されている。
【０２７４】
　ＭＥＭ－Ｃ１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモリ
であり、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１８は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フ
ォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージである。
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【０２７５】
　ＡＧＰ１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセ
ラレーターカード用のバスインターフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に高スループットで
直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレーターカードを高速にするもの
である。
【０２７６】
　なお、第１、２、５の実施の形態の複合機および車載複合機で実行される表示処理プロ
グラムは、ＲＯＭ等に予め組み込まれて提供される。
【０２７７】
　第１、２、５の実施の形態の複合機および車載複合機で実行される表示処理プログラム
は、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブ
ルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで
読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０２７８】
　さらに、第１、２、５の実施の形態の複合機および車載複合機で実行される表示処理プ
ログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネ
ットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、
第１、２、５の実施の形態の複合機および車載複合機で実行される表示処理プログラムを
インターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。
【０２７９】
　第１、２、５の実施の形態の複合機および車載複合機で実行される表示処理プログラム
は、上述した各部（表示処理部１０１、アイコン生成部１０２、入力受付部１０３、利用
者認証部１０６、実行処理部１０５）を含むモジュール構成となっており、実際のハード
ウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭから表示処理プログラムを読み出して
実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされて、表示処理部１０１、アイコ
ン生成部１０２、入力受付部１０３、利用者認証部１０６、実行処理部１０５が主記憶装
置上に生成されるようになっている。
【０２８０】
　図５９は、第３、４の実施の形態のＰＣ８００、８３０のハードウェア構成を示す図で
ある。第３、４の実施の形態のＰＣ８００、８３０は、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）５００１などの制御装置と、ＲＯＭ（Read Only Memory）５００２やＲＡＭ（Random 
Access Memory）５００３などの記憶装置と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＣＤドライブ
装置などの外部記憶装置５００４と、ディスプレイ装置などの表示装置５００５と、キー
ボードやマウスなどの入力装置５００６と、通信Ｉ／Ｆ５００７と、これらを接続するバ
ス５００８を備えており、通常のコンピュータを利用したハードウェア構成となっている
。
【０２８１】
　第４の実施の形態のＰＣ８３０で実行される表示処理プログラムは、インストール可能
な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、
ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録されて提供される。
【０２８２】
　また、第４の実施の形態のＰＣ８３０で実行される表示処理プログラムを、インターネ
ット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウン
ロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、第４の実施の形態のＰＣ
８３０で実行される表示処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供ま
たは配布するように構成しても良い。
【０２８３】
　また、第４の実施の形態のＰＣ８３０で実行される表示処理プログラムを、ＲＯＭ等に
予め組み込んで提供するように構成してもよい。
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【０２８４】
　第４の実施の形態のＰＣ８３０で実行される表示処理プログラムは、上述した各部（表
示処理部８１６、入力受付部８１７、実行制御部８１０、経路取得部８１８、送受信部８
１９）を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセ
ッサ）が上記記憶媒体から表示処理プログラムを読み出して実行することにより上記各部
が主記憶装置上にロードされ、表示処理部８１６、入力受付部８１７、実行制御部８１０
、経路取得部８１８、送受信部８１９が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【０２８５】
【図１】第１の実施の形態にかかる複合機の機能ブロック図である。
【図２】第１の実施の形態における処理対応テーブルの一例を示すデータ構造図である。
【図３】複合機の操作パネルの一例を示した図である。
【図４】初期メニュー画面の一例を示す模式図である。
【図５】複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図６】第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態における複数処理アイコン生成処理の全体の流れを示すフロー
チャートである。
【図８】複数処理アイコンの生成処理の説明図である。
【図９】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１０】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１１】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１２】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１３】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１４】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１５】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１６】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１７】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１８】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図１９】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図２０】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図２１】複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図２２】第２の実施の形態にかかる携帯電話と複合機とで実行される処理の概要の説明
図である。
【図２３】第２の実施の形態にかかる携帯電話の機能ブロック図である。
【図２４】携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図２５】複合機に表示される表示用複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図で
ある。
【図２６】複合機に表示される表示用複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図で
ある。
【図２７】第２の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図２８】第３の実施の形態にかかるデジタルカメラとＰＣとプロジェクタ等とで実行さ
れる処理の概要の説明図である。
【図２９】第３の実施の形態にかかるデジタルカメラの機能ブロック図である。
【図３０】デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図であ
る。
【図３１】デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図
である。
【図３２】デジタルカメラに表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図
である。
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【図３３】第３の実施の形態にかかるＰＣの機能ブロック図である。
【図３４】第３の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図３５】第３の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図３６】第３の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図３７】第４の実施の形態にかかるＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等とで実
行される処理の概要の説明図である。
【図３８】第４の実施の形態にかかるＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等とで実
行される処理の概要の説明図である。
【図３９】第４の実施の形態にかかるＰＣとカーナビゲーション装置と携帯電話等とで実
行される処理の概要の説明図である。
【図４０】第４の実施の形態にかかるＰＣの機能ブロック図である。
【図４１】ＰＣに表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図４２】第４の実施の形態にかかるカーナビゲーション装置の機能ブロック図である。
【図４３】カーナビゲーション装置に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説
明図である。
【図４４】第４の実施の形態にかかる携帯電話の機能ブロック図である。
【図４５】携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図４６】携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図４７】携帯電話に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図４８】第４の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図４９】第４の実施の形態における他の表示実行処理の全体の流れを示すフローチャー
トである。
【図５０】第４の実施の形態における他の表示実行処理の全体の流れを示すフローチャー
トである。
【図５１】第５の実施の形態にかかる複合機と車載複合機とカーナビゲーション装置とで
実行される処理の概要の説明図である。
【図５２】複合機に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図５３】複合機に表示される複数処理アイコンの構成の他の一例を示す説明図である。
【図５４】車載複合機に表示される複数処理アイコンの構成の一例を示す説明図である。
【図５５】第５の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図５６】第５の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図５７】第５の実施の形態における表示実行処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【図５８】第１、２、５の実施の形態にかかる複合機１００、複合機１６０、および車載
複合機１７０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５９】第３、４の実施の形態のＰＣ８００、８３０のハードウェア構成を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０２８６】
　１００　複合機
　１０１　表示処理部
　１０２　アイコン生成部
　１０３　入力受付部
　１０４　記憶部
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　１０５　実行処理部
　１０６　利用者認証部
　１１１　入力処理部
　１１２　出力処理部
　１２１　スキャナ制御部
　１２２　プロッタ制御部
　１２３　蓄積制御部
　１２４　配信／メール送受信制御部
　１２５　ＦＡＸ送受信制御部
　１２６　通信制御部
　１５１　アプリケーション層
　１５２　サービス層
　１５３　オペレーティングシステム
　１６０　複合機
　１７０　車載複合機
　２００　操作パネル
　２０１　初期設定キー
　２０２　コピーキー
　２０３　コピーサーバーキー
　２０４　プリンタキー
　２０５　送信キー
　２０６　テンキー
　２０７　ストップキー
　２０８　スタートキー
　２０９　予熱キー
　２１０　リセットキー
　２２０　液晶タッチパネル
　７００　携帯電話
　７０１　液晶ディスプレイ
　７０２　操作部
　７０３　マイク
　７０４　スピーカ
　７０５　メモリ
　７１０　表示処理部
　７１１　入力受付部
　７１２　実行制御部
　７１３　送受信部
　７３０　携帯電話
　７１４　表示処理部
　７１５　入力受付部
　７２１　制御部
　７１６　送受信部
　７１７　経路検索部
　７１８　ＧＰＳ受信部
　７１９　ナビゲーション処理部
　７２０　位置情報取得部
　７５０　デジタルカメラ
　７５１　液晶ディスプレイ
　７５２　操作部
　７５３　撮像部
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　７５４　ＲＯＭ
　７５５　ＳＤＲＡＭ
　７５６　外部メモリ
　７６１　表示処理部
　７６２　入力受付部
　７６３　画像処理部
　７６４　送受信部
　７６５　実行制御部
　７６６　データ編集部
　８００　ＰＣ
　８０１　モニタ
　８０２　入力デバイス
　８０３　外部記憶装置
　８１１　表示処理部
　８１２　入力受付部
　８１３　制御部
　８１４　データ編集部
　８１５　送受信部
　８２０　記憶部
　８３０　ＰＣ
　８１６　表示処理部
　８１７　入力受付部
　８１０　実行制御部
　８１８　経路取得部
　８１９　送受信部
　８５０　カーナビゲーション装置
　８５１　液晶モニタ
　８５２　操作部
　８５３　スピーカ
　８５４　ＧＰＳ受信機
　８６１　表示処理部
　８６２　入力受付部
　８６３　出力処理部
　８６４　実行制御部
　８６５　経路検索部
　８６６　送受信部
　８６７　ナビゲーション処理部
　８７０　記憶部
　９００　プロジェクタ
　９０１　ＣＤ－Ｒ
　９０２　プリンタ
　９１０　サーバ
　９２０　修理センター
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